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1) 概要 
 

日本のアート＆ホームレスセクターは、世界の多くの国と同様、熱意にあふれ、活発な活

動が展開されている一方、個々の活動は小規模で点在している（大きなムーブメントには

なっていない）状況である。本報告書執筆段階である 2017年において、日本では、振付家

のアオキ裕キ主催のソケリッサ（東京）と詩人・活動家の上田假奈代主催のココルーム（大

阪）を含む６団体の活動が知られている。上田は、大阪釜ヶ崎の住民を対象とした釜ヶ崎

芸術大学の創立者としても知られる。 
 

国際的アート＆ホームレス活動団体であるウィズ・ワン・ボイス（WOV）は、実践と政策の意

見交換を通じて同セクター内の相互支援とつながりを促進する活動を展開している。WOV

は、世界規模での展開に加え、オリンピック開催国での活動にも特化している。多くのオリ

ンピック開催国において、大会開催にあたりホームレス生活者が強制移住させられる事例

が発生している。過去２回のオリンピック開催都市であるロンドンとリオデジャネイロは、

WOVの呼びかけに積極的に対応、ホームレス生活者を対象とした文化イベント「文化オリ

ンピアード（カルチュラル・オリンピアード）」を主催した。 
 

日本におけるアート＆ホームレス関連セクターに関する本報告書は、ブラジル、米国、カナ

ダ、スコットランドに関する報告書と同様のテーマを取り上げている。この内容は、ブリティ

ッシュ・カウンシルと共同で実施した過去１０年間の活動及び、2017年３月実施の６都市合

計１１７名の政策関係者、文化芸術関係者、福祉関係者、ホームレス経験者の方々への

調査に基づくものである1。 
 

日本政府の発表によると、現在の路上生活者は日本全国で約 5,534人（2004年の 25,000

人からは減少している）である。しかし、あくまでもこの数字は概算であり、数字の陰にある

多くの要素を見逃してはならない。ホームレス人口の４分の１が集まる東京では、路上での

人数調査が昼間に行われるため、多くの路上生活者が調査から漏れてしまうことは必至で

ある。東京工業大学が主催した ARCHプロジェクト（アーチ/Advocacy and Research 

Centre for Homelessness）において、学生が東京で１年間にわたり２回、夜間の路上生活

者数を調査したところ、1,331人という結果が出た。つまり、公式発表の 250%増である。 
 

多くの国の事例と同様、調査時に目につかない、いわゆる潜在人口は調査結果に含まれ

ない。日本には、９つの地方自治体に１９の支援センターがあり、全国で 1,492名がそれら

のセンターで暮らしている2。通常の支援センターは、３０名を受け入れ、就労活動中の３ヶ

月から６ヶ月間の滞在が可能である。支援センターが「自立支援」センターと呼ばれ、「就労

支援」の場所であるという点において、文化芸術が果たせる役割があるのではないかと感

じた。我々が話を聞いた人々は、自立とは単なる就労以上のものであると述べたが、路上

や支援センター生活を止めた人々が社会的ネットワークを構築するための明確な対策は、

現時点において存在しない。さらに、路上生活者の大半が高齢者であることを踏まえると、

多くが就労年齢ではなく、慢性的な孤立状態が続いていると言えよう。 
 

                                                      
1 調査協力者のリストは付録に収録 
2 2017年厚生労働省の調べによる 
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この状況は、アート＆ホームレスセクターの支援において、大きな課題であると同時に大き

な機会の一つであり、現在の日本におけるホームレス対策のテーマとなる点である。この

活動が政府・地方自治体レベルで行われた場合（マンチェスターにおけるマンチェスターホ

ームレス憲章及びマンチェスター市長によるホームレス対策のように）、千人単位の路上

生活者が個人的に、そして公の認識向上によって恩恵を受けることとなるであろう。厚生労

働省（ホームレス対策担当省庁）との対談の中で明らかになったのは、官庁レベルでは

我々が言及したアート＆ホームレス関連グループに関する知識が全くなく、そのようなセク

ターが存在することすら知られていなかったという事実であった。 
 

政府・地方自治体レベルでの現状は我々が実際に話を聞いた中からも自明であり、政治

家を含めた国民の多くが「ホームレスとは社会的問題ではなく個人的問題である」と考えて

いることは明確な事実である。日本での調査から強く感じられたのは、職業が個人のアイ

デンティティに占める割合が多くの国よりもはるかに高いという点である。ある人は次のよ

うに表現した。「人生には３つの柱がある。家族と社会と仕事だ」と。さらに、多くの人が「社

会人」という言葉を頻繁に口にした。「社会人」とは、文字通り「社会の人間」という意味であ

る。日本において、「社会に属する」ということは、社会の「役に立ち」、「仕事を持っている」

ことと同義なのだ。この事実は、数多くの路上生活者が純粋に路上生活を選択しているこ

とを説明していると言える。つまり、一般の概念とは異なり、既存の堅苦しいシステムや一

面的な価値観から外れようと意識的に決定した結果であると言うことだ。この見解は、政

府・地方自治体レベルにおいて顕著であり、ホームレスの問題が政府及び一般から社会

の問題ではなく個人の問題と捉えられていることは明らかだ。 
 

現状のアートセクターやアート・福祉の境界で活動している人々は、芸術の持つ価値につ

いて多くを語ってきている。彼らは、芸術を通してホームレスの真の現状についての認識を

高め、一般の人々がこの問題との関わりを持つことを奨励することを目的としている。路上

生活者もきちんとした技術と能力を持った人間であり、単なる問題の塊ではないという事実

を伝えようとしている。日本においても、現状に変化が訪れつつある。その兆候の一つが、

過去２０年間の障害者のアートセクターである。パラリンピックの結果として、このセクター

への国としての対策の拡大に対する予算が拡大した。各地方自治体が、障害者の芸術プ

ロジェクトに資金を提供、主要文化芸術団体のほとんどがこの分野に貢献している。 
 

この状況は、多くの国において熱心ではあるが資金が不足しているアート＆ホームレス関

連活動とは全く対照的である。この分野のプロジェクト全てが従業員や協力者に対する報

酬を支払う資金がないというのが、興味深い実情である。この分野で活動している人々は

他に職業を持っており、団体は地方自治体や財団からのささやかな寄付金に頼っているの

が現状だ。 
 

日本におけるホームレス（及びアート＆ホームレス）セクターの主な現状： 

 日本全国の公式路上生活者数は 5,534人（2017年）であるが、このうち東京の数

字は昼間の調査に基づくもので、他都市では夜間の調査が実施されている 

 路上生活者の 75%が５５歳以上 

 路上生活者の大半が男性（大阪では９７％が男性） 

 把握されているアート＆ホームレスプロジェクトは６つ。大阪、東京、福岡、横浜で

展開 
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アート＆ホームレス関連の６つのプロジェクトの１つが大阪のココルームで、過去１０年に

わたりアート＆ホームレス関連活動の大きな推進力となり、触媒的な役割を果たしている。

創立者である上田假奈代は、日本でも最も深刻な貧困地域として知られる釜ヶ崎を拠点に、

住民支援として大規模な文化芸術プログラムを作り上げた。釜ヶ崎の住民のほとんどが、

「ドヤ」（２〜３畳の一間）に暮らす独身男性で、ホームレス経験者またはその可能性のある

人々だ。ココルームは当初、詩人である上田が文化芸術活動を通じて人々を集め、大阪全

体に釜ヶ崎とその住人の別の側面を見せようと始めたコミュニティカフェであった。それが

発展し、釜ヶ崎芸術大学となり、合唱団から美術、ダンス、書道などの幅広い芸術活動を

住民に提供している。 
 

アートマネージメントセンター福岡（AMCF）は、運営していた劇場からの帰りに路上生活者

の姿を毎晩のように目にしていた糸山裕子によって設立された。支援センターで演劇ワー

クショップを開催し、抱樸館のホームレス支援ネットワークを通じて福岡県内の他地域に活

動を拡大することを企画している。AMCFの演劇ワークショップには、結果としてコミュニケ

ーションスキル向上に役立つ新聞から脚本や物語を作る技術などのプログラムがある。 
 

また、横浜と東京では、釜ヶ崎と同程度の人数の日雇い労働者及びホームレスが住む貧

困地区でのプロジェクトの視察を行った。東京山谷の NPO法人山友会では、ホームレス

及びホームレス経験者のネットワーク構築と幅広い社会参加を促す支援活動を行っている。

過去１年間で、デジタルカメラを貸し出し、自分たちの地域や東京各地の写真を撮影する

写真プロジェクトを実施。撮影後は、ミーティングの中で参加者同士が写真を発表しあう。

主催者によるとこの活動によって参加者の自信やコミュニケーションスキルの向上が見ら

れており、プロジェクトの次のステップとして、写真展の開催を企画している。 
 

東京には、振付家アオキ裕キが主催するダンスカンパニー、ソケリッサがある。ソケリッサ

は、ビッグイシューと日本ビッグイシュー基金の後援によって設立、劇場や路上生活者が

寝床にしている公園でリハーサルを行っている。裕キとその劇団の活動は、社会的及び芸

術的に高い評価を受け、2016年には（ココルームの上田假奈代とともに）リオデジャネイロ

文化オリンピアードで作品を上演した。 
 

ビッグイシューは、同名雑誌の出版以外にも、幅広いスポーツや芸術プログラムを運営し

ており、ソケリッサの活動や詩のコンテストなどの後援を行っている。プロジェクトの運営資

金の一部を負担するシステムによって、３つ以上のベンダーがグループの設立を決定する。

グループは、鉄道同好会からウォーキングツアーまで多岐にわたっている。また、横浜の

寿町では、KOTOBUKIクリエイティブアクション（KCA）が、アーティスト・レジデンシーを含

む文化芸術プログラムを運営している。特記すべき点は、KCAのプログラム運営には横浜

市の文化芸術活動担当職員が関わっている点だ。この職員は、KCA の委員の１人であり、

仕事を離れた自分の時間の中で活動に協力している。 
 

主要な文化芸術関連団体は障害者関係の活動に重きをおく傾向にあり、ホームレスの問

題は大きく取り扱われていない。これら主要団体とホームレス関連セクターの関係を築くこ

とは、大きなチャンスである。特に進歩的なのは、上野にある東京都美術館である。上野

公園は、長年路上生活者の寝場所として使われており、美術館のロビーは座って休憩した

り、暖をとる場所として利用されている。世界中の文化施設では、このような問題への対処

に困窮しているのが現状である。ホームレスの人々を追い出すのは本意ではない一方、住
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処とされるのも問題である。これらの団体は、ウィズ・ワン・ボイスの「文化施設におけるホ

ームレス対策（Cultural Spaces Homelessness Strategy）」で扱いたいテーマである。これは、

博物館、図書館、美術館などの文化施設におけるホームレスへの対応を紹介し、それぞ

れが実例を共有するためのもので、2018 年のアート＆ホームレス国際サミットで発表され、

2019年には共有可能なツールキットとして公開が実施される。 
 

視察及び東京、寿町、大阪でのコンサルテーション/ディスカッションワークショップを通じて、

オリンピックと東京 2020文化プログラムがアート＆ホームレスセクターにとって良い機会と

なるかについての話し合いが持たれた。その中で、ロンドンとリオのようにホームレスの

人々にクリエイティブなプラットフォームを提供する機会が 2020年東京オリンピックでも実

施されるべきであるという意見で、ほぼ全員が一致した。ホームレスの課題に向き合いホ

ームレスの人々に対してポジティブな理解を深めるために効果的であると、多くの人々が

考えているのが現状である。この点に関しては、代々木公園でオリンピック反対キャンペー

ンを行っている活動家アーティストが特記すべき例外であるが、オリンピックはホームレス

の人々を別の視点で見る機会となるというのが大方の意見であった。アート＆ホームレス

セクターは、大きな目標を掲げている。そして、我々はその活動に対するサポートを惜しま

ない所存である。 
 

推奨 

アート＆ホームレスのプロジェクトを手掛けている人々、政府や地方自治体関係者、文化

芸術団体、ホームレス当事者を含む様々な人々とのコンサルテーションを通じて、ウィズ・

ワン・ボイスの日本における活動目的及び計画を以下のように設定した。 
 

ウィズ・ワン・ボイス・ジャパン・プロジェクトの目的 

 日本全国のアート＆ホームレスプロジェクトをつなぎ、活動に関する情報交換を促

進し、日本の関連セクターと海外のプロジェクトや政府、地方自治体との交流を図

る。 

 

 アート＆ホームレスプロジェクトのインフラ支援を構築する。特に裏方のキャパシテ

ィ構築のサポートを提供する。 

 

 アート＆ホームレスセクターの活動をさらに活発化し、その中でホームレスの人々

に前向きな姿勢や考え方を持つことをサポートする。 

 

 ホームレスの人々の発言機会を拡大し、アート＆ホームレスセクターの活動の中で

より大きな決定権を持つようにする。 

 

 日本における初のアート＆ホームレス関連法及び対策の制定に向けての活動に協

力し、これが国としてのホームレス対策に組み込まれるよう働きかける。また、政府

に対する直接的な働きかけを行う。 

 

 東京 2020文化オリンピアードでホームレスの人々のプラットフォームを作る。 
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活動 

 アート＆ホームレスプロジェクト、文化芸術団体、ホームレス関連団体、ホームレス

の人々を交えた３回の意見交換会を企画する。場所：英国（2018年 9月マンチェス

ターにて開催の国際アート＆ホームレスサミットの一環）、日本（2019年）、東京

2020文化オリンピアード。 

 

 全国アート＆ホームレス委員会を設立、定期的に市民や社会を巻き込んだセクタ

ー内の会合を持つ。 

 

 アート＆ホームレスプロジェクトを支える人材育成に関するプログラム：文化芸術団

体からアート＆ホームレスプロジェクトに関わるプロデューサー人材の育成、インタ

ーンなど。 

 

 東京 2020文化オリンピアードにおいてイベント、プレゼンテーション、ディスカッショ

ンを企画・運営する。 

 
 
 

2) 日本におけるホームレス事情 
 

流れと文化 
 

日本におけるホームレス事情を理解するには、近年の歴史と文化の流れを考慮する必要

がある。 
 

1991年の経済破綻の結果訪れた「失われた１０年間」は、日本社会全体に大きな影響を

及ぼした。それまでの日本経済は長期にわたり上昇を続け、とりわけ建築業界は著しく繁

栄、何千人もの「日雇い労働者」が日雇いや短期契約で雇用されていた。それらの仕事は、

大阪の釜ヶ崎や横浜の寿町、東京の山谷を含む地域で募集が行われた。 
 

契約が短期であることから、それらの仕事は不安定であった。多くの仕事は１日限りで、そ

れ以上の場合は住居込みという雇用形態が通常であった。経済破綻後、それらの労働者

を支えるインフラはほとんどなく、彼らが暮らし、働いた地域は「貧困地域」と化した。釜ヶ崎

のあいりんセンターは、地域の建築市場のハブの役割を果たしてきた。求人情報が毎朝掲

示され、その場で応募が可能だ。バブル時期には数百の求人があったが、現在ではゴー

ストタウンの様相を示し、その大きな建物では路上生活者が固いコンクリートの床で眠る。

仕事の募集は今もあり、列もできるが、求人数ははるかに減少している。 
 

また、日本で目につく事実として挙げられるのは、路上生活者のほとんどが男性というだけ

ではなく、高齢者であるという点である。日本は高齢化社会であり、ホームレス人口のうち

55歳以上が占める割合は 75％を超える。日本には福祉システムが存在するが、年金を

「積み立てる」には定期収入が必要であり、多くの日雇い労働者は年金の支払いができず、

その多くが定年を超えても仕事をしなくてはならないのが現状だ。 
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ホームレスの現状には文化的な面を考慮する必要がある。日本には、人は社会の一部で

あらねばならないという高い期待があり、伝統的に、家族、社会、職業が「人生の三本柱」

と考えられている。これは、いわゆる「社会人」という概念、文字通り「社会の人間」という意

味だが、社会に役立ち貢献しなくてはならないという意識が非常に高い。 

この事実は、数多くの路上生活者が純粋に路上生活を選択していることを説明していると

言える。つまり、一般の概念とは異なり、既存の堅苦しいシステムや一面的な価値観から

外れようと意識的に決定した結果であると言うことだ。この見解は、政府・地方自治体レベ

ルにおいて顕著であり、ホームレスの問題が政府及び一般から社会の問題ではなく個人

の問題と捉えられていることが、ミーティングを重ねる中で明らかとなった。 

 

また、話を聞く中でさらに明らかになったのは、多くの若者がインターネットカフェで夜を過

ごし、さらに多くの「引きこもり」の事例があることだ。ビッグイシューによると、政府が発表し

た自宅アパートから出ない若者の人数は 400,000人に上るという。これらの人々は住居が

あるものの、多くがホームレスの「危険性がある」と考えられている。これらの潜在ホームレ

ス人口については、政府やそれ以外の団体から具体的な数字は入手することができなか

った。 
 
 

路上生活者（路上及び公園） 
 

政府の発表によると、日本全国で 5,534人が路上で生活している。この数字は、2004年の

25,000人よりはるかに減少しているが、現在とは計算方法が異なることに注意が必要であ

る。通常は夜間の人数を数えるのが、現在では昼間の人数しか数えられていない。また、

1991年の経済破綻により、多くのホームレスが生まれたが、NPO（非営利団体）が発足し、

支援を始めたため、この人数は減少した。さらに、年齢が上がると同時に、多くが一間の

「どや」に移住したのも理由の一つである（下記参照）。 
 

 
 

東京工業大学の ARCHプロジェクト（アーチ/Advocacy and Research Centre for 

Homelessness）では、学生が１年にわたり２回の夜間路上調査を実施、都内には 1,331名
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の路上生活者がいるとの結果を発表した。この数字は公式発表のものより 250％多く、こ

の結果を踏まえると、全国のホームレス人口は 15,000人に近いものと推測される。ちなみ

に、気候条件が比較的近く、冬季は路上生活者をシェルターに収容する必要がある英国

における、政府公式発表によるホームレス人口は約 3,000人である。 

政府は 2026年までにホームレス人口をゼロにすることを目標に、より多くの人にホステル

を案内し、Housing Firstプログラムの導入を急いでいる。 
 

日本において、飲酒は路上生活者の問題の一つだが（特にワンカップは安価で自動販売

機で簡単に入手可能）、物乞いの数は非常に少ない。

これは文化の違いによるものであろう。多くの路上生

活者は、アルミ缶を拾って売ることで日銭を稼いでい

る。 
 

路上生活者は都心部の公園に集中して生活している。

東京の代々木公園（左）は、ホームレスのメッカとされ、

皮肉にも 1964年東京オリンピックの会場であった場

所だ。ここには、文化芸術関連のクラスやワークショッ

プを開催する著名な文化芸術活動家を含む（作品の

一部は上ページ参照）およそ５０名からなるコミュニテ

ィがある。様々な運動のポスターなどを製作、我々が

訪問した日には、その１人が最近近くの公園の早い

閉園時間に対する抗議のポスターを作ったと語った。

彼のキャンペーンは功を奏し、公園の開園時間が延

長された（詳細は２０ページに）。 
 
 

上野公園もホームレス人口が多く、スープの配給に大勢が集まる。上野公園の特徴は、東

京都美術館、東京文化会館、国立科学博物館などの公立文化施設に囲まれている点であ

る（２３ページ参照）。アートとホームレスを物理的に結ぶだけではなく、WOVが行う「文化

空間とホームレス対策」（２４ページ参照）とつながるコミュニティとしての可能性を含んでい

ると言えよう。 
 

ホームレスシェルターと支援センター（自立センター） 
 

多くの国と同様、潜在ホームレス人口は目

に見えず、政府はホームレスセンターにい

る人々を公式人数として計上しないのが現

状である。 

 

日本ではシェルターの数が少なく、最も規

模の大きなものが大阪釜ヶ崎にあるシェル

ター（夜間宿所・左）である。532床があり、

すべて大部屋の２段ベッドだ（我々が 2017

年３月に訪れた時には 400床が占有され

ていた）。センターは清潔でフレンドリー、コ



 10 

コルームによる合唱団（下写真参照）や年に２回のアートフェスティバルなどのさまざまなア

クティビティが催されている。センターの入居者全員が男性であり、ベッドの予約は前日夕

方まで、翌日朝５時には退去しなくてはならないとの規則がある。 
 

また、数は多くはないがデイセンターもあり、釜ヶ崎のように一部はナイトシェルターに併設

されている。釜ヶ崎のひと花センターは、

地域を巻きこんだ活動を展開しており、

参加者にはホームレス経験者もいる。セ

ンターでは数々の活動を展開。多くはコ

コルームが主催、孤立しがちな人々が

集まり交流を築く場所となっている。 
 

日本全国には、９つの地方自治体によ

る１９の支援センターがあり、1,492人が

生活している。我々が訪問したセンター

は、どれも似かよった施設で、個室の他

に、共有スペースと食堂があり、風呂・ト

イレ共同という形態が通常である。 
 

支援センターは、「自立センター」とも呼

ばれ、「自立」とは事実上「就職活動」を意味している。我々が話した人は全員、自立は単

なる就職や雇用以上のものであるものの、路上生活を脱した人々やホームレスセンターの

独立を支える明確な方針がないことに同意した。さらに、ホームレス人口の大多数が高齢

者であることを踏まえると、慢性的な孤立状態が発生することや仕事が見つからないという

状態は当然の結果と言えよう。 
 

この状況は、アート・ホームレスセクターを構築するにあたり大きな課題の一つであると同

時に、大きな機会でもある。文化芸術活動は、現在の日本のホームレス対策に最適だから

である。この活動が政府・地方自治体レベルで実施されるならば（マンチェスターのマンチ

ェスターホームレス憲章やグレーターマンチェスターホームレス対策のように）、公の考え

が改まり、数千人単位のホームレスの人々が恩恵を受けることになるだろう。 
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福岡市と北九州市には支援センターがあり（自立支援センター）、ホームレスの人々の職

場復帰を活動の中心に据え、半年間の住み込みトレーニングプログラムを展開している。 
 

抱樸館は、北九州市、福岡市、中間市、

下関市で支援センターとホステルを展開

し、過去２８年間にわたり革新的なアプ

ローチを取り続けている。山田耕司（下

写真中央）は、より総合的なアプローチ

によってホームレス支援に取り組むこと

によって、長期的な支援と支援センター

退所後の生活に関するアフターケアの

提供が可能になり、ホームレス生活に戻

ることを防止することができると語った。

また、抱樸館では、失業者や貧困家庭 

 

 

 

 

の子ども、高齢者など、社会的に孤立し、ホームレス

の危険にさらされている人々に対し、その防止に関

する活動を行っている。 
  

抱樸館は、洗練されたアプローチで住居と就職にあ

たっての技能とともに関係性の再構築の重要性を理

解する上で適切な支援を提供している。現在は文化

芸術関連活動を行っていないものの、入居者の自尊

心と自己評価を高める活動の必要性は認識してい

る。概して仕事は人間にとって価値ある行動の一つ

と考えられる中、芸術は社会や他者に対して提供・

貢献する方法の一つだという話が、会話の中であっ

た。AMCF とアートサポートふくおかは、将来的に無

職の若者を対象とした演劇によるコミュニケーションのワークショップの実施を検討してい

る。ワークショップの成果を広く共有することは、人々の理解を得る意味でも重要であろう。

また、より長期的なプログラムに文化芸術活動を組み込んでいける可能性もあるだろう。し

かし、政府は早期の就職を促進しているものの、芸術がそれに果たす役割については全く

理解がない。 

 

抱樸館から提供されたデータは詳細にわたっており、身体的・精神的障害や家庭の教育レ

ベル、減少する中流層と伝統的な家族形態の崩壊、地域や仕事上のつながりの希薄さな

ど、人々がホームレスとなる原因についてより明確な状況が明らかとなった。この情報は、

政府による「ホームレス」の定義をより拡大し、障害、子どもの貧困、老人、ホームレスとい

う個別の課題に分けるのではなく、より横断的に考えることを奨励する一助となるであろう。 
 

川崎市のふれんでぃは、他の支援センターへの入所を拒否された人々の受け入れを行っ

ており、このセクターでも非常にユニークな活動を展開している。支援センターのように滞
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在期限はなく、入所者の平均滞在期間は３年間という。現在、５０床が２カ所、６８床が１カ

所、合計３カ所の宿泊所を運営している。ふれんでぃでは、入居者が地域社会により溶け

こめるよう、農場や生産活動、ソケリッサ（少数ではあるが入居者の一部が定期的にアオ

キ裕キのリハーサルに参加している）とのコラボレーションなど、様々なプログラムを実施し

ている。 
 

ふれんでぃの理事である皆川

智之は、社会的な活動に熱心

であり、祭りやイベントを企画し、

ホームレスの人々と触れ合う機

会を作ることで、地域社会にお

けるホームレスに対する偏見を

なくす活動に積極的に取り組ん

でいる。また、彼は、オンライン

ニュースサイトを運営する田村

浩之など、アート＆ホームレス

関連活動の拡大に関心のある

多くの起業家とのコネクションを

持っている。皆川は、文化芸術

活動にも熱心で、ソケリッサのプログラムが参加者の感情表現を可能にし、人々の行動が

より積極的になることを目の当たりにした。以前は同伴されてリハーサルに参加していた参

加者が、今では自分たちで現地へ行くことができる。皆川は、「エビデンスを記録していな

いが、これは重要なことであり、時間ができたら報告書を書きたい」と語り、報告書の発表

によってより大きな支援を得られることを確信していると述べた。 
 

どや街（一間の宿泊所） 
 

ドヤとは、２〜３畳の狭い一間からなる簡易宿泊所である。現在、最も安価な宿泊施設で

あることから、最貧困層の賃貸住居で最も多いのがドヤである。日本には本当の意味での

公営住居システムが存在しないため、これらの宿泊所が自然と貧困層の住居となっている

のが現状だ。 
 

釜ヶ崎のような地域では、超短期間の宿泊所があり、日雇い労働者は仕事がある時にそ

のような施設を利用する。その他のドヤ街の住人としては、生活保護受給者で、需給金を

宿泊所の家賃に充当している。釜ヶ崎市にはおよそ 8,500のドヤがあり、この地域の人口

の半数がドヤで暮らしている計算となる。 
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3) 大都市におけるホームレス事情 
 

 釜ヶ崎（大阪） 
 
 

釜ヶ崎は、日本で最もホームレスと独身貧困者が多い地域として知られている。800平方メ

ートルの区域の人口は 20,000人。2000年には、1,200人の路上生活者がいたが、400人

が定期的に夜間シェルターに入ることで、この数字は 100人に減少した。さらに、推定

8,500人の生活保護受給者がドヤで生活している。つまり、人口の半数がホームレスもしく

はその危険にさらされていることになる。 
 

ホームレス人口の９７％が男性であり、釜ヶ崎の住民は日本で最も寿命が短い（国全体で

は８０歳だが、釜ヶ崎は７５歳）。 
 

前述の通り、あいりんセンターでは今も求人があり、さらに福島原発の除染作業などの不

法就労斡旋には暴力団が関係しているとの報告がある。 
 

寿町（横浜） 
 

政府発表によると、寿町のホームレス人口は 536人。300平方メートルと狭いが釜ヶ崎と

非常に良く似た地域である。全人口は 6,300人で、８５％が生活保護受給者だ（釜ヶ崎や

山谷よりも多い）。居住者の７０％が７０歳以上で、９８％が男性である。 
 

寿町には支援センターが１か所あり、200床と多くのセンターよりも規模が大きい。昨年の

センター利用者は 1,299人、滞在期間は３〜６ヶ月と平均である。 
 

我々は、横浜市職員でありクリエイティブシティ計画の主任である河本一満にヒアリングを

行った。河本は文化芸術活動に大きな関心があり、個人的にアート＆ホームレス団体

KOTOBUKIクリエイティブアクションの代表も務めている（１９ページ参照）。 
 

長い期間を経て、寿町には再開発が入ったが、これには文化芸術活動が大きな役割を果

たしている。河本によると、芸術は住民に多大な恩恵をもたらし、ネットワークと情報交換を

通じて寿町のイメージを高める役割を果たしたという。 
 

山谷（東京） 
 

東京の山谷地区は、釜ヶ崎や寿町と同様、生活保護受給者が暮らす人口密度の高いドヤ

街である。また、この状況は日雇い労働者が集中した高度経済成長期にさかのぼる。1960

年代の報告書によると、ドヤ街には 300の簡易宿泊所があり、２万人の労働者が生活して

いた。 
 

1996年、東京都はホームレス生活者を「見捨てられた人々の暮らす場所」として知られる

山谷に「委託」した。当時は 1,000人の路上生活者がいたが、直近の調査では 200人に減

少している。 
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それ以来、東京のホームレス人口は前述した上野公園や代々木公園、５つの支援センタ

ーに移り、支援センターには、250人が生活している。 
 
 

福岡県北九州市 
 

この全国的な流れと同様、福岡県の路上生活者は 2005年のピークを境に減少の一途を

辿っている。同年の支援センターの開設や、2008年の雇用法の改正により、工場でより多

くの臨時労働者を雇用できるようになったことがその理由である。これらの臨時職は住み

込みであることが多く、多くのホームレスがそれらの職に応募した。社会保障や生活保護

にアクセスができたことで、この地域への居住を促進した。北九州市には、毎晩約 100人

の路上生活者がおり、この数字は 2005年の 457人よりはる

かに減少している。 
 

4) アート＆ホームレスプロジェクト 
 

 ココルーム、釜ヶ崎芸術大学（大阪） 
 

日本における本セクターの評価は、詩人・活動家の上田假奈

代によって設立されたココルームの話から始めなくてはなら

ない。上田は、人がなかなか寄り付かなかった釜ヶ崎にカフェ

を作るところから活動を始めた。ココルームと名付けられたこ

のカフェは、ホームレス及びホームレス経験者が、食事やお

茶、詩作などの文化芸術活動を通じて地域の人々と交流を

深める場所であった。 
 

カフェは 2016年にはゲストハウスに拡大し（写真右）、特に

海外からの旅行者に人気が出たため、より幅広い人々の交

流の場となった。利益は釜ヶ崎芸術大学の運営費となった。

同大学では、合唱、ガムラン、書道、ビジュアルアートを含む、年間 90のワークショップか

らなるプログラムを実施している（下写真・ひと花センターでのワークショップ）。 
 

過去３年にわたり、年に１度プログラムを祝うイベントとして「釜ヶ崎オ！ペラ」が開催されて

いる。このミックスアートイベントは、上田假奈代が制作した幅広く豊かなプログラムの内容

を集結し、歌、詩の朗読、演劇、ダンス、瞑想ガムラン、天文学の講義などを実施した、文

字どおり「オペラ」の語源である「あらゆるもの」という意味を体現していると言えるだろう。

上田は、2014年横浜トリエンナーレへの参加要請を受け、ココルームの認知度を大きく高

めた。この活動全体が素晴らしい傑作で

あり、上田假奈代の名前は分野を問わず

日本の文化芸術界で幅広く知られ、大き

な賞賛と尊敬を受ける存在である。 
 

「ココルームは、出会いと自己表現の場

です。私たちはそのことを大切にしていま

す」と、上田は語った。 
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人をつなぐこと。それは、上田が持つ優れたスキルの一つだ。彼女は、釜ヶ崎の人々が集

まる場所を作っただけではなく、地域外の人が訪れたいと思う場所を作ったのである。国内

のトップアーティストと共同で、釜ヶ崎の住民に素晴らしい経験を提供しつつ、この地域に

注目を集め、そのイメージを高めることに成功した。また、国内外を積極的に見て回り、

2008年には英国からストリートワイズ・オペラを招聘、以来継続的に釜ヶ崎の住民や地域

のアーティストや作曲家とのコラボレーションを行っている。彼女は、ウィズ・ワン・ボイスを

国内外のアート＆ホームレスコミュニティを一つにまとめ、お互いから学び、活動を広げる

機会と考えているという。そして、「2020年は、日本と世界のネットワークを築くチャンスだと

思います。そして、そのネットワークを使って、人々が望むプラットフォームがどんなものか

を見極めます。ネットワークから、社会を変えられるのです」と語った。 
 

上田は、同種の活動をしている他の団体にも積極的に働きかけ、美術館、劇場、オーケス

トラなどとも活動を展開。大阪市立大学とも長期にわたるつながりを保っている。そして、独

立して活動するのではなく、幅広い波及に向けた包括的な活動を展開している。 
 

現在上田が直面している問題は、資金である。一部の助成金があり、ゲストハウスの収益

はプログラムの運営に使われるが、現在アート専門のマネージャーを雇用することが叶わ

ずにいる。この点が次のステップとして重要であると、彼女は考えている。 
 

釜ヶ崎での幅広い活動を通じて、効果測定と評価のシステムが日本のソーシャルアートセ

クターではあまり取り入れられていないことが明らかになった。上田には、力強いケースス

タディがあるものの、この成果をまとめる理論的枠組やシステムが存在しないのが現状で

ある。ワークショップに参加する高齢者の男性のケースを、事例としてここに挙げる。当初、

この男性は自殺寸前の状態にあった。それがココルームで出会った友人から手紙を受け

取り、そのことにより自分には友だちがいるということに気づき、生きる勇気が湧いたという。 
 

ココルームは、世界的に見てもこのセクターの中で最も影響力と刺激を与えるプロジェクト

の１つである。そして、日本におけるプロジェクトの機会として、上田の方法論を他のプロジ

ェクトとつなげて国際的に展開することが重要だ。ウィズ・ワン・ボイスは、リオデジャネイロ

2016文化オリンピアードでこれを実現し、上田とソケリッサのアオキ裕キ、彼らと活動する

パフォーマーがリオの文化オリンピアードに参加、彼らの作品は世界に発信され、多くの

人々に影響を与えた。 
 
 
 

ソケリッサ（東京） 
 

ソケリッサは、2007年振付家のアオキ裕キによって設立された。東京で屋外のパフォーマ

ンスを行っていた時に、観客の一人がホームレスであることに気がついた。その人は、ズ

ボンをなくしたがそのことを気にかけていない様子だったという。彼の姿とその経緯に、ア

オキは芸術的なインスピレーションを受けた。そして、自分の芸術であるダンスを使い、こ

の男性のような人々に人間の尊厳を取り戻し、公には知られていないホームレスの別の部

分を多くの人に知らせたいと考えて、即座に行動に移した。 
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アオキは、ビッグイシュー基金に連絡を取った。ビッグイシュー基金はそのアイディアを気

に入り、アオキのためにリハーサル場所を確保した。以来１０年にわたり、彼は毎週６〜７

人のホームレスの人々とダンスを行っている。時には、ホームレスの住む公園でリハーサ

ルをし、その場で新しいダンサーを加えることもある。彼の活動はホームレスの問題へ

人々から幅広い関心と敬意を集めることを目指しており、公演回数や注目度も継続的に高

まっている。 
 

運営面において、ソケリッサがココルームや同セクターの他の団体と共通しているのは、こ

れがアオキによるボランティアであり、有給の職員がいないことだ。NPOの活動がただ一

人に負っているという事実は、その活動を大幅に限定し、継続性を危うくする。「このセクタ

ーでアーティストやプロデューサーが生活するのはとても難しく、社会を変えることが無理

な状況です。新しいシステムを構

築して、より多くのアーティストがこ

のような活動に参加できる環境を

作る必要があると思います」と、ア

オキは述べる。彼は、海外とのネ

ットワークを築き、交流を深め、こ

の仕事に対する認識を高めること

が重要であると考えている。 
 

ソケリッサのダンサーであり現在

路上生活をする小磯松美は、それ

に同意する。「海外公演を行うこと

で、日本の政治家も注目してくれ

るでしょう」 
 

アオキ裕キと小磯松美、元路上生活者でソケリッサのダンサーである横内真人は、リオデ

ジャネイロ 2016文化オリンピアードでのウィズ・ワン・ボイスとの交流（上写真）から戻って

から、ソケリッサの注目が高まり、公演依頼が増えたと嬉しそうに語った。 
 

経済的な制約はあるが、ソケリッサは活動 10周年となる 2017年には８公演を予定してい

る。また、国内での活動の幅を広げ、アオキは隣接する川崎市のホームレスセンター、ふ

れんでぃとコラボレーションを始めた（11ページ参照）。ふれんでぃの住人の一部は、現在

定期的にソケリッサのリハーサルに参加している。 
 
 
 

山友会（東京） 
 

山友会は、山谷で３０年にわた

り、地域住民に出会いと集まる

場所を提供し、数々のサービ

スを提供している。１年半前に

スタートした「山谷・アート・プロ

ジェクト」では、住民にデジタル
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カメラを支給し、写真撮影を行ってもらう。一度に参加するのは６〜７人で、自己表現とコミ

ュニケーション手段の一つとして地域の写真を撮影する。油井和徳（上写真・伊藤圭子、後

藤勝と）は、参加メンバーの交流がより深まってきたことで、NPOが逆に彼らの暮らしや人

生についてより深く知ることができるようになったと語る。 

 

グループは１ヶ月おきに集まり、写真を共有する。撮影した写真が公に展示されることもあ

る。写真を見せ合う中で、メンバーはお互いに前向きな意見を伝える機会が増えることも、

メリットの一つだ。中には、これまで褒められたことは一度もないというメンバーもいるという。 
 

山友会によると、山谷の住民が直面している

問題の一つが孤立である。そのため、住居の

提供だけではなく、人々が集まり交流する機

会を提供するための活動を積極的に行って

いる。「居場所・生きがいづくりプロジェクト」で

は、住民が希望する活動を決め、山友会がそ

れを支援する。現在は、月１回工芸とガーデ

ニングのワークショップを行い、ここで作られ

た日本人形は山友会を通じて販売されている。 
 

山友会は、芸術活動は人をつなぎ、達成感を

与えるという意味で重要であると考えている。

また、住民の変化についての記録を取ってお

り、現在までの出席記録を保存し、変化に関

する観察記録をつけ、参加者の意見を募っている。このデータは編纂が行われておらず、

山友会では海外のパートナーと協力し、評価の枠組について学びたいとしている。また、国

内外での写真展の開催にも積極的で、そのためにも国内外のネットワークが重要であると

考えている。 
 

ビッグイシュー基金（東京） 
 

有限会社ビッグイシュー日本は 2003年

に設立、ビッグイシュー基金は 2007年か

ら活動を行っている。そもそもは、「ビッグ

イシュー日本」がホームレス経験者が販

売する英国の「ビッグイシュー」誌の日本

版の出版から活動を開始した。現在、日

本全体で 130人の販売者がおり、うち東

京では約４０人が販売活動している。 
 

認定ＮＰＯ法人ビッグイシュー基金は、積

極的な文化・スポーツ活動を展開してお

り、サッカーチーム（世界ストリートサッカ

ーコミュニティにも参加）、英会話クラブ、

ウォーキングクラブ、パソコンクラブなど、

数多くのプログラムを運営している。ホームレス当事者が 3人集まって希望を伝えると運



 18 

営資金の一部を補助するという仕組みがあり、過去にはアートクラブや野球クラブ、合唱ク

ラブなどもあった。芸術関連のプロジェクトでは、ホームレスの人々を対象とした文学賞「路

上文学賞」の立ち上げに協力したり、ソケリッサの立ち上げにも関わり、現在も協力を続け

ている。 
 

ビッグイシューでは、ホームレスの人々のメンタルヘルスの向上の重要性を重視し、芸術

はその一助となると考えている。また、過去に活動の自己評価ツールを開発したが、継続

しなかった。評価・測定ツールを国際レベルで共有することは大きな価値があり、このセク

ターへの財政支援の向上につながるとしている。 
 

ビッグイシューは、調査活動にも積極的で、若者のホームレス事情などに関する調査結果

を発表、マスコミの大きな注目を集めた。また、ギャンブル、住居、若者支援などに関する

政策提案文書も作成している。 
  

 アートマネージメントセンター福岡（福岡） 
 

糸山裕子と王丸あすかは、アートマネージメントセンター福岡（AMCF）を通じて、アートサポ

ートふくおかと共同で社会的弱者を対象とした演劇ワークショップを企画・制作・運営してい

る。また、福岡において文化施設を運営、若い舞台芸術家と世界の文化芸術活動交流を

支援している。 
 

糸山裕子は、毎晩劇場からの帰り道に多くの路上生活者を目にしたことが、演劇を通じた

活動を始めるきっかけになったという。地元の地方自治体の文化関係部署とのコネクショ

ンを通じ、社会福祉関係の部署を紹介され、そこからさらに、新しく設立されたばかりの支

援センターのマネージャーを紹介された。幸運にもそのマネージャーは演劇好きで、協力を

申し出た。 
 

「演劇コミュニケーションワークショップ」

（左写真）は就業支援の一環として、自信

をつけ、より社会とのつながりを高めるこ

とで、結果として失業による社会的コスト

を減少することを目的に設立された。この

ドロップインスタイルのワークショップは２

年間開催され、運営は子ども関連の仕事

の経験がある２人のファシリテーターが担

当した。アプローチを状況に合わせて調

整しながら、人々の信頼を獲得し、参加

者は徐々に心を開くようになった。センタ

ー主任は、自由参加であれば参加者が

いなくなるとの判断から、コミュニケーショ

ン能力に関するプログラムの参加者には、

このワークショップへの参加を義務付けた。

演劇は「ハードルが高すぎる」または「子

どものもの」という観念が、人に二の足を

踏ませると考えたという。 
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当初の２年間は、トヨタ財団と年賀寄附金からの財政支援を受けていたが、状況の変化に

伴い現在は自己資金と一部法人からの寄付で運営が行われている。アートサポートふくお

か及び活水女子大学の古賀弥生による、活動の評価の抜粋を以下に示す。 

 

• かつて孤立していた人々が、お互いに会話をし、積極的にコミュニケーション能力を

 高める努力をしている。センターという安全な空間にいることで、スタッフや一般の

 人々とのコミュニケーションを向上するきっかけができた。 

• 人間関係とソーシャルスキルの向上 

• 自尊心の向上 
 

この報告は重要で、日本におけるアート＆ホームレスセクターの仕事への認識とその活動

を高める役割を果たすだけではなく、WOVが 2017/18年度に編纂する「国際アート＆ホー

ムレス文献審査(International Arts and Homelessness Literature Review)」にも大きく

貢献する内容である。 
 

AMCFの演劇プログラムはその後会場を変え、ホームレス及び社会的弱者の交流の場と

して活動を続けている。現在では、各コースで月２回６セッションを展開している。 
  

糸山裕子は、ワークショップの数を増やし（適切な資金とホームレスセンターの協力があれ

ば）、支援センター退所者がセッションに参加できるよう同窓会のようなものを設立したいと

考えている。また、若者のためのワークショップの展開も希望している。我々の訪問後、糸

山が率いるチームは、福岡県文化振興課の職員とともに福岡県庁の様々な部署を訪ね、

障害を持つ子ども及び若者、ホームレスの人々を対象としたワークショップの実施を提案し

ている。文化庁による予算支援が実現した場合、複数の場所でのワークショップの実施が

予定されている。 

 
 

 KOTOBUKIクリエイティブアクション（横浜） 
 
 

寿町の主要な NPOである KOTOBUKI クリエイティブアクションは８年前に設立、街とその

住民の受け入れを目的に活動している。市役所で創造都市関連の業務に携わっている河

本一満が代表を務め、年に３本の大きなプロジェクトを実施している。河本は、個人的な時

間でこの活動に参加している。 
 

主なプログラムは、アーティスト・イン・レジデンスで、毎年春と夏に各３週間、５人のアーテ

ィストが寿町に暮らし、作品を制作する。プロジェクトの内容は様々だが、ほとんどがビジュ

アルアートである。河本は、多くのプロジェクトの画像を見せてくれたが、1人のアーティスト

は複数のドヤで作業をし、完成した絵をその部屋の住人に渡したという。 
 

また、毎年パレードを行い、これも地域に前向きな効果を明確にもたらしている。他にも年

中行事として、映画祭や灯祭（ワンカップのグラスを提灯に使う）を開催している。 
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他の事例と同様、KOTOBUKI クリエイティブアクションも財政支援はあるものの、オーガナ

イザーは無給であり、他の仕事を通じて生活を支えている。ここでもネットワークは重要な

役割を果たし、本団体もココルームとコラボレーションを始めており、横浜市はスコットラン

ドとつながりがある。河本は、実践と現状に関する情報交換を深めることを歓迎しており、

セクターそのものの注目度を高め、ネットワーク作りがその鍵を握ると考えている。また、ホ

ームレスの人々がオリンピックでプラットフォームを与えられることにも積極的だ。 
 

我々は８年前に寿町を訪れているが、明らかに街は清潔で整備されており、それに対して

文化芸術活動が大きな役割を果たしたことは明確である。 
 
 

5) 主要関係者・団体 
 

 ホームレス生活者 

 

2017年に実施した調査及び 2008年以降の３度に渡る来日を通じ、数多くのホームレス生

活者やホームレスの危険にさらされている人々とヒアリングを行った。その多くは、ココルー

ム、ソケリッサ、AMCF、山友会など我々が活動を共にしている文化芸術関連団体のメンバ

ーであるが、他にも釜ヶ崎、寿町、代々木公園の住人にも話を聞いた。 

 

この期間、我々がヒアリングをした人々の大多数が、「６０歳以上・男性」というホームレス

の統計データに一致した。また、ソケリッサのメンバー２名をリオデジャネイロの文化オリン

ピアードに招き、現地のホームレスセンターでアオキ裕キと複数のワークショップを開催、

世界中のグループと情報や意見交換を行った。メンバーの 1人は、WOVがパスポート申

請に協力、初めて身分を証明できるものを手にすることとなった。 
 

ホームレス経験者に文化芸術活動が与えた影響について尋ねると、大方が「自分に自信

がつき」、「新しい人との出会う機会を提供してくれた」と答えた。表現方法は他の国と異な

るが、感情は全く同じだ。文化芸術活動は、人の健康と幸福に貢献し、孤立から繋がりへ

の橋を築く存在である。また、文化芸術

活動がホームレスの社会的イメージを

変えるという思いも明確である。この点

についてもどの国でも同様で、リオデジ

ャネイロでは「認知と尊厳」と表現され

たが、日本でも状況は全く同じである。 
 

また、文化芸術活動が肯定的な逃避の

一つの方法であるという感覚もある。ソ

ケリッサに加わったばかりのメンバーが、

「踊っていると、他のことが忘れられる」

と的確に表現している。 
 

本調査において特記したい事例の一つ

は、代々木公園の住民とのヒアリング

である。約 15年にわたり公園で生活している２名の文化芸術活動家（小川てつオ、いちむ



 21 

らみさこ）は、自分たちで絵を描くほかに、公園で生活する女性を対象とした芸術・工芸の

ワークショップを行っている（作品は写真を参照）。さらに、主にホームレスの人々に関連す

るあらゆる団体の権利について、積極的に創造性の高いデモを行う。 
 

さらに、コミュニティ全体がオリンピックに強く反対しており、あくまでも地域再開発が目的で、

ホームレスの人々を公の目から隠そうとしていることをその理由に挙げる。そして、政府が

すでに３年後のオリンピック開催に向けて、すでに公園から人々を追い出し始めていると語

った。我々は彼らのテントの外に座り、お茶を飲みながら、ココルームの上田假奈代ととも

に興味深い会話をした。上田は、特にオリンピックに向けての建設とインフラ整備によって

ホームレス人口の移動を余儀なくされる中、それに対する抗議・抵抗として、オリンピックに

おいてプラットフォームを作る前向きなイメージを提示することが重要であると述べた。上

田はオリンピック開催について懸念を抱いているものの、開催が決定した今、これを好機と

捉え、オリンピックでホームレスのプラットフォームを作り、前向きな認知を高めることが大

切であり、社会における接続点を作る機会にしたいと考えていると語った。 
 

ホームレス居住地域と知られる公園には、上野公園もある。上野公園の特徴は、東京都

美術館、東京文化会館、国立科学博物館などの公立文化施設に囲まれた文化の中心で

ある。これらの文化施設のロビーの一部は、ホームレスの人々にも利用されている（24ペ

ージ参照）。 

 

政府は公園生活者を人目に触れさせたくないと考える一方、法的に強制退去させることが

不可能という点は、非常に興味深いと言えよう。 
 
 
 

政府・地方自治体 
 

政府におけるホームレス対策は、厚生労働省の管轄となる。現在の対策法は 2002年に

制定され（日本政府初のホームレス対策にあたる）、2017年まで有効である。現在、これを

さらに 10年間延長すべきであるとの声が高く上がっている。 
 

政府は、トップダウンのアプ

ローチを採用。ホームレス関

連の法定は、東京から４７都

道府県、さらには各市町村

に下ることとなる。 
 

我々は厚生労働省職員と会

談を行った（写真左から右：

須藤千佳、マット・ピーコック、

杉淵英俊、平田薫、高橋祐

輔、エリー・レイモント）。厚生

労働省の方針は、支援セン

ターへのサポートを中心とし

ており、路上生活者をカバー



 22 

しきれていない。我々の推測だが、おそらくこれは公式路上生活者数が低く、2004年の

25,000人から 2016年には 6,500人に減少してきていることに起因すると考えられる。しか

し、前述の通り、この数字はあくまでもホームレス生活者が目に付きにくい昼間の調査によ

るものである。 
 

ヒアリングをした官公庁関係者は、我々が挙げたアート＆ホームレス団体や、そのようなセ

クターが存在することすら初めて知ったという状況であったが、障害者に関連する文化芸

術活動は公にもよく知られており、2018年には２０億円の予算が投入される。2020年のパ

ラリンピックに向けた障害者に関連する文化芸術活動には、過去 20年間の実践の積み重

ねとして、政府による洗練された対策が取られている。日本の人口１億 2000万人のうち、

障害者人口は 700万人である。 
 

障害者と高齢者に対する予算を大きく計上する一方で、ホームレスの大半が高齢者であり

多くが障害を持っているにもかかわらず、日本においてはホームレス対策がプライオリティ

ではないことをこの事実は示している。一般大衆及び政府や地方自治体によりホームレス

の事情を伝え、プライオリティを上げるためにも、さらにコミュニケーションを高めることが必

須である。 
 

我々は、すべての訪問先において地方自治体でヒアリングを行ったが、やはり障害者と高

齢者がプライオリティであり、ホームレスは政府としても優先順位が低いことを目の当たり

にした。そのような状況の中、横浜市の河本一満は、文化芸術活動とホームレスを結びつ

け、活動を積極的に推進していることから、非常に稀な存在であった。 
 

さらに、川崎市職員との会談では、ホームレス関連のプロジェクトはないものの、英国マン

チェスターと同様のより社会的な政策に根ざした文化政策について、前向きな意見が見ら

れた。国のホームレス対策の中心である「自立」に対し、文化芸術活動も貢献できることを

実践で示していくことが必要だと、同市職員は述べた。 
  

最後に、多くの国と同様、ホームレスの人々の声は、為政者には届かず、ホームレス関連

法案制定にあたってもホームレスの人々の声を取り入れようという姿勢が見られないのも、

明らかである。 
 

 ブリティッシュ・カウンシル（日本） 
 

ブリティッシュ・カウンシルの重要性と影響力は、計り知れない。文化芸術チーム、特に湯

浅真奈美と須藤千佳のビジョンと献身なくして、アート＆ホームレスセクターが今日の地位

を築くことはできなかったであろう。2000年代半ば、二人はこのセクターが影響力を広げて

いることに注目し、2006/7年度に文化芸術及び社会福祉関係者の代表団を英国に派遣、

2008年からはストリートワイズ・オペラを含む団体との国際交流に貢献を続けている。 
 

関係省庁から草の根の団体まで幅広い対話が可能となっているのは、ブリティッシュ・カウ

ンシルの存在によるところが大きい。このことが、この効果的なセクターをより持続性のあ

るものとし、政府及び地方自治体の政策と関連づけるための重要な鍵でもある。 
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学術研究団体 
 

東京工業大学 ARCHプロジェクト（アーチ/Advocacy and Research Centre for 

Homelessness） 
 

ARCHのリーダーである土肥真人教授（写

真左から３人目。共同代表の河西奈緒、北

畠拓也らと）は、行動を導く研究に信念を

持つ活動家である。ARCHは、ホームレス

事情を研究し、人数の減る昼間ではなく夜

間に調査を行うことで、政府発表よりも正

確な数値を発表している。最初の調査は

2016年に実施、以来年に２回のペースで

調査を行っている。直近の数値は 1,331人

で、政府による公式発表の 571人と大きな

差異がある。 
 

調査は、一般市民のボランティアを募り、

関連事業や NPOの職員と共同で行われ、

市民とホームレスの人々の間の相互理解を深めることを明確な目的として掲げている。土

肥と熱心な学生チームは、2020年までに東京をホームレスの人々を包摂する優しい都市

にしようという力強い目標に向けて活動を続けている。また、彼らは 2000年シドニー大会

を挙げ、ホームレスの人々が公共空間におけるホームレスプロトコルによって、一般市民と

同様の権利を獲得したという点において、極めて重要な瞬間であったと述べた。 
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その他の大学 
 

他にもホームレス関連活動を行い、日本においてウィズ・ワン・ボイスとのプロジェクトに関

心を示してくれている大学がある。その中でも顕著な活動を展開しているのが大阪市立大

学で、ココルームと長期にわたる関係を築き、釜ヶ崎でガムランコースなどのプログラムを

運営している。いわゆる「一般の」大阪と孤立した釜ヶ崎地区を結ぶ、重要な橋渡し的な役

割を果たしている。活動の中心的存在である中川真教授は、非常に見識の高い人物であ

る。 
 

また、前項で福岡の AMCFにおける古賀教授の研究を報告したが、彼女は活水女子大学

の教授であり、その研究は日本におけるアート＆ホームレスセクターの将来的成長に非常

に重要な役割を果たすであろう。 
 

大阪府商工労働部に所属し神戸大学研究員でもある天野敏昭教授とは、ロンドンと大阪

で話を聞くことができた。天野博士は、政府と大学に研究報告を行っている珍しい存在だ。

主な研究テーマは、NEET（ニート/young people Not in Education, Employment or Training）

であるが、ホームレス問題に関心があり、ストリートワイズ・オペラに関する論文も発表して

いる。 
 

さらに、東京都美術館と東京藝術大学のコラボレーションは大変重要であり（以下の芸術

団体の項を参照）、この活動が WOVのプロジェクトにおいても重要な役割を果たすことを

希望している。 

 

国内のアート＆ホームレス・ムーブメントをつなぎ、支えるプロジェクトにおいて、大学機関

は主要な軸、そして声となるであろう。 
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文化芸術団体 
 

アート＆ホームレスセクターで活動する文化芸術団体の例は数少ない。障害者関連の文

化芸術活動が主要な関心事であり、そのセクターは過去数年間で大きく成長した。主な理

由は、国内の障害者の人数が多いところに起因する（厚生労働省の発表によると１億

2000万人の人口のうち 700万人が障害を持っている）。 
 

匿名を希望したある主要な文化芸術施設とのヒアリングにおいて、地域コミュニティの活動

計画は国から来るもので、実際の団体や地域コミュニティの意見は反映されないとの話を

聞いた。これは、典型的なトップダウンのアプローチであり、芸術政策が国から地方自治体、

セクターの順で下りてくる。多くの団体が自発的な計画を立てることが許されていないこと

は、明らかである。アート＆ホームレスセクターを構築するには、セクターが国家レベルの

政治家に影響を与えることが重要であることが、ここからも分かるであろう。 
 

東京都美術館 
 

上野公園にある東京都美術館は、国立科学博物館、東京文化会館など８の公立文化施設

と併設している（ポルトで活動するホームレスバンド/アンサンブル、ソム・ダ・ルアの結成メ

ンバーであるジョージ・プレンダスが、文化会館で活動をしているのは興味深い。ただし、

対象はホームレスコミュニティではなく子供である）。 
 

東京都美術館は、先進的なアプローチをとっており、教育チーム（写真左から学芸員の熊

谷香寿美、東京藝術大学准教授の伊藤達矢、学芸員でアート・コミュニケーション係長の

稲庭彩和子）は、幅広いテーマのプロジェクトや活動を地域コミュニティに提供している。現

在は、直接ホームレスと関連する仕事はしていないが、高い関心を持っており、ヒアリング

の中でも、ホームレスコミュニティ

とつながる可能性のある

「DIVERSITY IN THE ARTS」のス

タートについて語ってくれた（芸術

と社会を結ぶ人材を育成するた

めに作られたコースだ）。また、同

じ台東区ということもあり特に山

友会の写真プロジェクトに興味を

示しており、これについてはウィ

ズ・ワン・ボイスが関係者同士を

つなぐという意味で協力可能であ

り、もし実現すれば大きな影響を

生むこととなるであろう。 
 

美術館のすぐそばにホームレス

居住区域があることから、多くの

ホームレスがロビーに暖をとったりトイレを利用するために訪れる。美術館職員はより多く

のことをしたいと考えているが、コミュニティに関する知識がないため、その方法がわから
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ないという。社会全体に開かれた文化施設がホームレスの人々との関わり方について知

識がないという状況は、世界的に共通している。 
 

2017年、ウィズ・ワン・ボイスは、フィリダ・ショーに依頼し、「文化施設のホームレス対策に

関するレビュー」を作成、世界中の博物館、美術館、文化施設、図書館の現状をまとめて

いる。多くの文化施設は、どのようにホームレスの人々を中に迎えて関わりを作るかに関

する疑問に直面しているものの、セクター内で共有できる実例をまとめたものはまだない。

ケーススタディや成功例、アイディアを取り上げるこのレビューは、2018年にマンチェスタ

ーで開催される国際アート＆ホームレスサミットで発表される予定だ。実践的なツールキッ

トは、2019年に完成する。東京都美術館は、ツールキット導入のテストケースとなる可能

性があるだろう。 
 
 

6) ウィズ・ワン・ボイス質問集 
 

WOVが各国のアート＆ホームレスに関する調査を実施するにあたり、それぞれの国の機

会（可能性）とニーズを見出すために同じ質問をする。この質問集によって、既存の組織や

運動をサポートするためにどのような活動が必要かを明確にすることが可能となるからで

ある。国際的なプロジェクトを行う際には、全く新しいものを持ちこむことは危険であり、そ

の国で既にある活動やネットワークをサポートしていく方がより有効であると思われる。質

問の多くは、調査中に直接口頭で尋ね、その答えは本レビューの適切な項目にまとめられ

る。 
 

個別のインタビューに加えて、福岡と東京ではより幅広い関係者のもと２度のワークショッ

プを開催した。その結果は付録２に収録。 
 

1) 日本における「ホームレス」の定義とは。ホームレスのカテゴリー分けはあるか。ど

のような統計がどのようにして集められているか。 
 

この質問への回答は、レビューのセクション２で取り扱っている。「ホームレスの人々」とい

う言葉は、路上生活者を表現している。日本全国のホームレス人口は、厚生労働省による

調査結果では 6,245名であるが、この数値は昼間に調査されたものであり、これは通常行

われない形式である。東京工業大学の ARCHプロジェクトによる夜間調査（通常の形式）

によると、東京には 1,331名の路上生活者がいるという結果が出た（政府の調査では 571

名）。 
 

ホームレス人口は高齢者が圧倒的多数を占め、路上生活者の 75％が 55歳以上である。

これは、1990年代の経済破綻に起因するためであろう。ホームレスのほとんどが男性であ

る。 
 

ホームレスの人々に対する一般の認識や同情は非常に低い。ホームレスは、社会ではな

く個人の問題であり、社会として救済する責任はないと考えられている。この感情は、コミュ

ニティや社会に対する「帰属意識」が強い日本の文化的概念に根ざすものだ。何らかの理

由で、社会から「脱落」したり、自ら帰属しないことを選んだ場合、同情が得られるのは稀で
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ある。プライオリティが高い社会問題としては、子どもの貧困と障害が挙げられる（個人や

医療の問題ではなく、社会の問題として捉えられつつある）。 
 

2) ホームレス支援のインフラにはどのようなものがあるか（政府の対策に関する背景

情報とその国または年の位置と立場）。 
 

政府によるホームレス支援のほとんどは、支援センターを通じて行われている。支援センタ

ーは「自立支援センター」と呼ばれることもある。政府のホームレス対策は、労働厚生省か

ら地方自治体、NPO が運営する支援センターという流れとなっている。これらのセンターは、

３０〜５０名の宿泊施設があり、就労支援を提供している。支援センター入居者数に関する

統計はないが、全国で１９の支援センターがあり、約 1,500名が生活している。 
 

生活保護や年金受給者の多くは、ドヤと呼ばれる一間の簡易住宅に暮らしている。ドヤは、

大阪、東京、横浜の貧困地域として知られる場所の主要な住宅であり、ドヤで生活する人

数は万単位と言われている。 
 

3a) 国内にホームレスの人々に特化した文化団体やグループ（芸術、伝統文化、スポーツ

など）があるか。ある場合は、その場所について。 
 

現在、６のアート＆ホームレスプロジェクトを把握（セクション３で紹介）。ココルーム/釜ヶ崎

芸術大学（大阪）、ソケリッサ（東京）、山友会（東京）、ビッグイシュー基金（東京）、アートマ

ネージメントセンター（福岡）、KOTOBUKI クリエイティブアクション（寿町）がある。 
 

3b) 他にホームレスがプライオリティである文化芸術団体や、フルタイムではなくとも個人

でホームレスとの活動を行っている人はいるか。 
 

ホームレスがプライオリティもしくは企画の一部となっている文化芸術団体は、今のところ

見つかっていない。東京都美術館のように、ホームレスコミュニティとの関わりに関心を持

っている団体は一部に存在している。 
 

3c) 国内または市内に文化芸術活動を定期的に活用しているホームレス団体はあるか。 
 

前述の通り、文化芸術プログラムを実施しているホームレス関連団体は稀である。特記す

べき例外は、ココルーム合唱団を運営する釜ヶ崎のシェルター（夜間宿所）、ソケリッサとの

コラボレーションを始めた川崎のふれんでぃセンター、AMCFの演劇とコミュニケーションプ

ロジェクトが始まった福岡の支援センターである。北九州市の抱樸館のように文化芸術活

動を実施するホームレスセンターの数が今後増加する可能性はある。 
 

4) 報告書や評価に関するレポートはあるか。 
 

報告書や評価に関するレポートはほとんど見つからず、主な資料としては、長崎の活水女

子大学によって運営される AMCFによる演劇ワークショップの研究が挙げられる。ひと花

センターでは、自己評価のアンケートを報告書として使用している。AMCF、ココルーム、ソ

ケリッサは、ケーススタディを記録している。 
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5) 文化芸術関係者とその他関心を持っている団体のネットワーク（公式・非公式を含む）

はあるか。 
 

アート＆ホームレスのネットワークは全く存在せず、AMCF、ココルーム、ソケリッサが一堂

に会したのは、我々の 2017年の調査の時が初めてであった。 
 

奥田友志神父によって全国ホームレス支援ネットワークが設立され、会費１万円で登録が

可能だが、文化芸術関連の活動は含まれていない。 
 

6) アート＆ホームレスの分野で活動する団体や個人が、より多くのことを達成するには何

が必要か。 
 

結論に詳細を述べるが、インフラ支援（特にプロジェクト実施、継続のためには有給スタッ

フが必要）、ネットワーキング、情報交換、財政支援が主なものとして挙げられる。 
 

7) ウィズ・ワン・ボイスが既存の活動に提供できることは何か。 
 

WOVは、団体やプロジェクトのつながりや全国規模での情報交換を促進し、プロジェクトを

海外へ招聘し交流を行う一端を担うことができる。また、効果の測定など、人々がより関心

を持つ分野に特化したネットワーキングや情報交換も可能である。こうした学びは常に相

互関係にあり、情報交換のメリットは、このセクターをソケリッサやココルームをはじめとし

た優れたプロジェクトとのつながりを築ける点にもある。WOVは、プロジェクトをインフラ支

援につなげるサポートも提供していきたいと考えている。 
 

既存のセクターが、2020年東京オリンピックをホームレスに対する認識向上の機会として

捉えているのは明らかであり、WOVはホームレスの人々を巻き込んだセクター全体と活動

を行うことで、関係者・団体すべてに最適な方法でその実現を目指す。 
  

8) すべての関係者を巻き込みながら、プロジェクトの企画・制作を行うにあたり、最適な方

法とは。 
 

日本において、ホームレスの人々の声は弱く、法律制定にあたり当事者の意見を取り入れ

ることは全くありえない。すべてのプロジェクトは、ホームレスの人々の意見や考えを中心

に据えて考えなくてはならない。既存のアート＆ホームレスセクターは活発な活動をしてお

り、一つのビジョンを生み出すためにも団結することが重要である。政治家を巻き込むこと

も、このセクターとそのポテンシャルに対する認識を高める意味で大切である。 
  

9) 国内のホームレスを対象とした芸術関連プロジェクトの目的は。 
 

セクション７の結論に詳しく示すが目的は、以下の 6つである。1)セクター内ネットワークの

構築、2)団体のインフラ構築、3)日本のおけるアート＆ホームレスセクターの強化、4)ホー

ムレスの人々の声を高める、5)日本初のアート＆ホームレス政策を作る、6)ホームレスの

人々に東京 2020 文化オリンピアードにおいてクリエイティブなプラットフォームを提供する。 
 

10) これらの目的達成にはどのようなプロジェクトが最適か。 
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既存のアート＆ホームレスセクターのニーズと機会は、2016年リオデジャネイロ大会にあ

たっての WOVの調査結果と酷似している。そのため、情報交換と現地でのキャパシティを

構築するサポートなど、同様の枠組を提案する。 
 
 

11) 現実的な予算額と現金・現品を含む資金源は。 
 

プロジェクトの予算は未定で、別文書に詳細を示す。プロジェクトは国際交流と国内での活

動（特にインフラ構築）を含み、これによって日本、イギリス、世界各国の財団及び基金に

よる援助の可能性を拡大する。 
 

12) プロジェクトの理想的な参加者とは。 
 

ホームレス人口の多くを高齢者が占め（７５％が５５歳以上）、大半が男性である。この統

計は、路上生活者、支援センター居住者ともに共通している。多くの若年層がホームレス

の危険の直面しており、この数字は今後増加するとされているが、プロジェクトは既存のア

ート＆ホームレスプロジェクト参加者、すなわち日本のホームレス層を占める高齢者の男

性を主な対象とする。 
 

13) プロジェクトの継続方法。 
  

レガシーは、WOVのプロジェクトの中心であり、日本のプロジェクトも長期的なセクターの

構築と支援の過程の一部として捉える必要がある。また、2020 年のプロジェクトそのものも、

機会の一つであり、プロジェクトとしての最高点や、そこでプロジェクトが終了すると考えて

はならない。ネットワークの構築と政府・地方自治体をプロジェクトに巻き込むことも、長期

的な支援につなげるための鍵であり、世界各国の参加者との交流や情報交換同様に重要

な点である。 
 

国際的なチャリティセクターでは、完全に継続性のあるプロジェクトは存在しないが、多くが

資金の分散、強力な評価ツール、活動に対する認識向上を通じて長期にわたる強い影響

力を達成することができる。 
 
 
 

7) 結論 
 

日本におけるアート＆ホームレスセクターの規模は小さいが、釜ヶ崎のココルームによって

地域全体で展開する革命的なプログラムから、東京のホームレスダンスグループのソケリ

ッサまで、世界で最も興味深く影響力のあるプロジェクトが存在する。 
 

一部のプロジェクトは大きくマスコミに取り上げられているものの、文化芸術活動は政府の

ホームレス対策に含まれず、社会的認識も低いことから、このセクターは一般的な知名度

が低い。文化芸術活動は、障害者支援の分野では重要視されているが、ホームレスの

人々にも同様に個人的、社会的レベルで恩恵があることに対する認識に欠ける傾向にあ

る。文化芸術活動に関する方針がトップダウンであり、政府から地方自治体、文化芸術団
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体に下りてくる状況の中、プロジェクトは政府に影響を与えながらセクター全体を発展させ

るような効果を持つ必要がある。 
 

ホームレスの人々自身も、社会の最底辺に暮らし、そのため自分の声も弱いと考えがちで

ある。実際、ホームレス事情について、直接発言を求められることは稀である。一方、ホー

ムレスに対する社会の認識は、否定的から無関心という状況である。一般的には、ホーム

レスは自身の選択によるものと考えられている。文化芸術活動は、ホームレスの人々のス

キルを示し、声を持たせることで、肯定的な認識を生み出すパワフルなツールとなり得るで

あろう。 
 

また、このセクターでは団体同士のつながりが少なく、一般の文化芸術セクターからも独立

している。既存のプロジェクト同士のつながりをより強固にし、セクターとして一つにまとま

ることで、大きな違いが生まれることは確実である。ウィズ・ワン・ボイスを通したネットワー

クの構築は、リオデジャネイロと英国では大きな成功を収め、セクター内の絆が深まったば

かりではなく、主要文化芸術団体やホームレス関係機関や政治家を含む関係者全体を統

括することができた。これによって、アート＆ホームレスセクターに対する認識が拡大し、政

策、主要な文化芸術活動ほか幅広いホームレス対策に参入することが可能になるであろう。 
 

日本で活動する既存のアート＆ホームレス関連団体は、国内だけではなく海外のコミュニ

ティとのつながりの重要性を認識し、海外のプロジェクトを視察、また日本へ招聘すること

の恩恵を理解している。それによって幅広い情報交換ができるようになるだけではなく、日

本の政治家やスポンサーに対して信頼性を示すことが可能になる。日本のセクターが海外

からのゲストを引き付けることができるならば、支援する価値は確実にあるだろう。ブラジ

ルのセクターも 2016年大会に向けて、同様に考えていたことを踏まえ、リオで実施したペ

ースと同じくロンドンで１回目、その後日本で２回交流を行うことが論理的である。さらにタ

イミングが良いことに、WOVは 2018年に英国マンチェスターで初の国際アーツ＆ホームレ

スサミットを開催する。これは、日本のセクター関係者を招待し、交流や意見交換を行う理

想的な機会となるだろう。残り２回の交流は日本で行い、厳選したプロジェクト、政治家、ホ

ームレスの人々を海外から招き、2020文化オリンピアードで頂点を迎えることとなる。 
 

さらに、このセクターは継続性という課題があるという点でも共通している。アート＆ホーム

レスとその価値に対する認識不足によって、資金調達面での困難が発生し問題となってい

るが、どの団体にも有給の職員がいないことが根本的なキャパシティ上の問題を生んでい

るのも事実である。これは世界的に珍しいケースではなく、既存の団体のインフラ構築支

援が不可欠である理由である。メインストリームの文化芸術団体の強さとコネクターとして

のブリティッシュ・カウンシルの関与を通して、文化芸術分野のプロデューサーに働きかけ、

アート＆ホームレスプロジェクトに携わってもらうことで、さらに大きな影響力が持てるだろう。

いわゆるメインストリームとアート＆ホームレスセクター初のコラボレーションに、インパクト

を与えることができる。クロア・リーダーシップ・プログラムのような団体も、質の高いプロデ

ューサーとのコラボレーション機会の提供といった形で協力できるであろう。 
 

セクターとのヒアリングやミーティング、訪問を通じ、WOVは日本での活動目標を次のよう

に定めた。 
 

WOVジャパンプロジェクト目標 
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 全国のアート＆ホームレスプロジェクトをリンクし国内での情報交換を促進、さらに

海外のプロジェクト関係者や政治家との交流を図る。 

 

 アート＆ホームレスプロジェクトへのインフラ支援、特に裏方のキャパシティに対す

る支援を構築する。 

 

 アート＆ホームレスセクターの活動を拡大し、それによってホームレスの人々に対

する肯定的な認識を高める。 

 

 ホームレスの人々の発言の場を増やし、アート＆ホームレスセクターの意思決定へ

の参加を促進する。 

 

 日本のセクターと共同で、初のアート＆ホームレス政策・対策をまとめ、政府のホー

ムレス対策に組み込むよう働きかける。そのために国会議員に積極的に働きかけ

る。 

 

 東京 2020文化オリンピアードでホームレスの人々にプラットフォームを提供する。 

 

活動 

 国内外のアート＆ホームレスプロジェクト、ホームレスの人々、文化芸術団体、ホー

ムレス関連団体、政治家を交えた３回の交流を企画・運営する。 

- 2018年９月、英国マンチェスター（国際アート＆ホームレスサミットの一環）。上

記分野の参加者を日本から招き、サミットに参加。世界各地の人々と交流を図

る。 

- 2019 年夏、日本全国。上記分野から１０〜１２人の参加者を世界各地から招き、

日本のセクターと情報交換、交流を図る。参加者は、日本のプロジェクトのニー

ズに合わせて選択するが、2019年サミットでの交流もさらに深める。 

- 2020年夏、東京（文化オリンピアード会期中）。１０〜１２人の参加者を世界各

地から招き、日本のセクターと情報交換とイベントを行う。初めての参加者と日

本のセクターと関連のある過去の交流参加者を含む。 

 

 全国アート＆ホームレス委員会を設置、市民と行政を交え、セクター全体で定期的

な会合を行う。 

 

 分野を超えたプロデューサーを配置し、アート＆ホームレスプロジェクトのキャパシ

ティを構築するプログラム。 

 

 東京 2020文化オリンピアードにおけるイベント、プレゼンテーション、ディスカッショ

ンの企画・運営。 

 
 
 
 
 


