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手に「あーだこーだ」を言っているに過ぎない。 
　けだし、見守ることだけは出来る。都市下層を見守り
続けて来た人は、これだけの人口を有する都会の中で
も、そうはいない。 
　見つめても、いつの間にか去っていくのが常でもあ
る。家族でもないのだから、じっと見つめていて気持ち
の良いものでもない。何らかの「義務感」「使命感」な
どは、一時的なもので、そう長くは続かない。 
 
　見守るだけの冬は、早２７年目。 

   

 新宿連絡会NEWS　　VOL. 80

　2021.3.21

やり直しのできる社会を！

新宿野宿労働者の生活・就労保障を求める連絡会議 
〒169-0075東京都新宿区高田馬場2-6-10 
　　　　　　　　　関ビル106号　NPO新宿気付 
TEL.03-6826-7802 FAX.03-5273-6895 
http://www.tokyohomeless.com

緊 迫の春　　　　　　　　      　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　笠井和明　
　桜も咲き、穏やかな日が多くなったというのに今年
も、怯えながらの春のようである。 
 
　年末にかけ、「第３派」のピークを迎え、年明けには
新宿など繁華街の「夜の街」をターゲットに「緊急事態
宣言」が発令され、それが延長、再延長と、まあ、こん
な時は、誰かを敵にしなければやってられないのであろ
うが、それにしても、今の社会の「正義」は、頭でっか
ちで、我々には良く分からない。 
 
 そんな中、新宿では、いつものよう冬の取り組みが
淡々と行われていた。ウィルスよりも冬の「過酷さ」。
「どちらも」が、普通なのであろうが、我々は優等生に
はなれず、どうしても一つの方を優先してしまう。 
　 
　この季節の中、かつても、そして、今もなお、多くの
生命が路上で消えて来たことを知っている身としては、
どんなことがあろうとも、この「冬将軍」とはたたかわ
ねばならない。底辺下層の宿命と云えば、それはそれで
格好良く映るかも知れないが、現実はとても痛々しく、
そして敵も味方もないような、生々しい「生」の営みで
もある。 
 
　どう支えるのか？否、支えようなどありはしない。 
 
　支えられると、ただ、思い込んでいるだけであり、偽
善と云われれば偽善であることくらい、やっている者達
が一番良く分かっている。「能書き」を言いたい奴が勝
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掃」だけはするが、追い出すことまではしないので、そ
んな「噂話」を良く喋るおっちゃんは、肩透かしを食っ
た感があり、安心してるんだか、残念がっているんだか
……。 
　「訪日観戦客」が入ってこないのなら、そこまで見て
くれを奇麗にすることもないだろう、と公園行政も道路
行政も、コロナ対策で、そこまで手が回らないと言った
感である。 
　そして、「コロナ渦」の現れ方は、人それぞれであ
る。かつて「坩堝」と言われた新宿場末である。皆が困
っているかと云えば、そうでもなく、そもそも不安定で
あることで成り立っているのが、この世界、不安定には
慣れきっているのかも知れない。 
 
　役所を信じる訳もなく、学者を信じる訳もなく、誰か
を信じる訳でもなく、何かを信じる訳もなく。 
　 
　「コロナ渦」での新宿路上への流入は、かつての経済
危機に比べると、極端に少なくなっている。 
　これもまた変な「噂話」が年末にかけ飛び交っていた
が、決してそんなことはなく、こちらはいつものメンバ
ーで、ちょっとは静かになった新宿で淡々と暮らしてい
ただけである。 
　飲食店の若者系や、インフォーマルな職業系などの
人々は影響が大きいのであろうが、彼、彼女らは路上に
出ることなく、国策化された様々な協力金等を使った
り、使わなかったり、転職を模索したりで、何とか凌い
でいるようである。 
　「コロナ」のせいと言えば、何かと世間は同情をして
くれるので、人手不足の産業では、若いと云うだけで引
く手あまたである。 
　東京、新宿に来ると云うことは、コロナの感染リスク
があると云うことでもあるので、地方からの「圧力」も
ほとんどなかったが、「非常事態宣言」が解除されるよ
うになった３月になって、それも緩み始めたのか、ちら
りほらりとそんなケースも見受けられるようになったが
…。 
　 
　私たちが出会えた仲間の数でも、それははっきりとし
ている。年末から厳冬期にかけ、おにぎり配布活動、医
療相談巡回活動、一般巡回活動で、出会った仲間の数
は、昨年とほぼ同様であった。数字上は若干増えている
が、とりたて騒ぐ程のこともなく、それも誤差の範囲
内。 

　同じ冬はなかった。その都度、状況は変わり、行った
り来たり、揺り戻しもあった。そして、時代も変わり、
我々も歳を重ねた。 
 
　今年はどんな新宿の冬になるのか？何かに期待しなが
らではなく、冬の悲劇を見続けて来た者だけが知ってい
る「怯え」を振り払おうと踠いている内に、いつの間に
か冬が来てしまう。 
 
　結論から言うと、今年の冬は、まあ「大丈夫」な冬で
あった。 
 
　皆、マスクをしているよう、また、注意深く生活する
習慣ももともとついていた。寒暖差はあったものの、日
本海側の気候とは違い、東京は暖冬の部類に入る程の気
候で、例年であると一番厳しい月が「観測史上最も高温
な」２月となり、また「非常事態宣言」のおかげで、終
電を乗り過した酔客との深夜のトラブルも少なくなり、
人通りも落ち着いて、寝れる場所での睡眠時間も少しは
延びた。 
　「コロナ渦」のせいか、個人や小さなグループが寝床
に食料などを置いてくれる僥倖も増えた。同じく「コロ
ナ渦」のせいか、役所もちょっとは優しくなったような
感もある。 
　オリンピック前に「排除」やら「なんちゃら」と云う
「噂話」や「作り話」は良く聞くが、行政は「特別清
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　東京都の最新路上生活者概数調査では新宿区は、この
夏、久しぶりに100名を切っており、全体としても「減
少傾向」なのであるが、夜間新宿駅を軸にして、終電間
際、ゆっくり歩いてみると、160名位の仲間の「生存確
認」が出来てしまう。 
　都市公園のテントが減り、住宅地の中の公園などのテ
ントも減り、ターミナル駅での流動層もまた都心の再開
発の中で減り、残るは河川敷系の固定層が主流になりつ
つある東京の路上生活者状況の中、新宿だけは、未だ、
これだけのまとまった仲間と出会うことが出来る。 
　区立新宿中央公園や、都立戸山公園のテント村がなく
なってからかなり立ち、今や昼間の定住者は少なくな
り、大半は目立たぬよう、あちこちに散らばるが、夜に
なれば、それぞれの寝床に戻る。新宿の街の中に溶け込
むかのように。 
 
　そして、この構造は、まるで太古の昔からそうであっ
たかのよう、ビクとも動かない。 
　もちろん個別には、多少なりとも動いてはいる。歳を
取れば病気にもなるし、怪我をしたらば病院には行く。
もう、ここは嫌だと思えば、他所に行ったり、福祉にも
行く。また、不幸にもここで亡くなる仲間も居る。それ
はあるのであるが、その都度、何故か、何処からか補充
され、何となく代が変わり、全体としては同じように見
える。 
　まあ、これは新宿と云う街の「不思議」の一つである
が、「コロナ渦」でも、「オリンピック」でも、それが
変わらないのであれば、もはや、それはそう云うもので
あると考えるしかあるまい。それは、この街の「宿命」
なのか「呪い」なのか。 
 
　その昔、「お前らが甘やかすから、みん
な集まってくるのだ」と散々、世間から言
われていたが、それは逆なのであろう。み
んなが集まるから、そこに何かを求めて、
見守り人も集まる。そして、「群れる」と
云うだけで、そこに何らかの希望を見いだ
そうとする。そして、いつしか、「仲間」
になる。まあ、そうやって「呪い」は更な
る「呪い」をかけられ、「解ける日」は、
あるのか、ないのか？ 
 
　そうであったとしても、何とか生きてい
ければ良い。 

　一人では生きていけなのであるから、仲間を作り、仲
間と共に、支えあい、助けあい、時には仲たがいをしな
がらでも、お互いを認めあい、利用するものは何でも利
用し、そして、生きて行けば良い。 
　 
　冬は、そう云うたたかいである。炊き出し（飯）だけ
でなく、着る物も、寝具も、寝る場所も、仕事も、日常
生活の総てを、誰かに独占させるのではなく、共有し、
分配していかねば、生きてはいけない。 
　それだけ冬の路上は過酷である。いくら暖冬になって
もである。 
　 
　少しだけ想像すれば、そんなことは誰だって分かる。
分かっていながら、自業自得と目をつぶるのが、この社
会。 
　「都市封鎖」も辞さず、子供や中間層を守れと云う、
一連の「コロナ」騒動とは大違い。 
 
　分断なんてのは最初からある。 
　同化なんかされてたくもない。 
　仲間が居る限り、俺らは俺らでやっていこう。 
 
　そんな、冬の取り組みを細々と続けました。いつもの
年と同じく、いつもの面々で、あまり代わり映えのしな
いいつもの仲間達と共に。 
　「成果」は死なずに、生きたと云う、ただそれだけ。 
　それだけで良い。 
　 
　そして、春である。　　　　　　　　　　　　（了） 
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　2020/11月から2021/2月まで越冬巡回（パトロール）活動で出会った仲間の数

　越年越冬　深夜巡回（パトロール）活動で出会った仲間の数
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　　　　　  医 療班 越年期集中活動報告　2020-2021年 
　　　　　　　

　医療班の越年期の活動は、基本的に昨年同様以下のスケジュールで活動した。 
　12月27日（日）　おにぎりパトロール及び深夜パトロールに同行し訪問健康相談 
　12月29日（火）　高田馬場の連絡会事務所での餅つき会場で健康相談 
　12月31日（木）　中央公園の年越しイベントに机だし健康相談 
　1  月  1日（金）　オンコール態勢で自宅待機 
　1  月  2日（土）　オンコール態勢で自宅待機 
　1  月  3日（日）　おにぎりパトロール及び深夜パトロールに同行し訪問健康相談 
　1  月  4日（月）　福祉申請付添 
 
医療班参加ボランティア 延べ36名：医師6、歯科医師1、看護職4、薬剤師2、社会福祉士1、一般1 
 
　  12月27日          東口ルート　  西口ルート　明治公園ルート　深夜パト     合計（延べ数） 
野宿総人数：　　　　　57                68                    7                        120           252　 
医療班対応者数：         15                40                    5　                      16             76 
血圧：　　　　　　　　  3                 4                    4                           0              11 
診察：　　　　　　　     0                 0                    0                           0               0　 
紹介状：                       0                 0                    0                           0               0 
薬：                            13               37                   3                          16            69　　　　　　　　    
 
　  1  月  3日          東口ルート　  西口ルート　明治公園ルート　深夜パト     合計（延べ数） 
野宿総人数：　　　　　68                 48                  5                         102           223 
医療班対応者数：　　　11                 17                  4                           7             39 
血圧：　　　　　　　　 0                   5                   2                            0              7 
診察：　　　　　　　　 0                   0                   0                           0              0 
紹介状：　　　　　　　 0                   0                   0                           0              0 
薬：　　　　　　　　   11                 14                   2                           7             34 
 
　           　　　　　12月29日　  12月31日　   総合計（12/27-1/3延べ数） 
野宿総人数：　　　    120　　   　    150              745 
医療班対応者数：　　   43　　　        18              176 
血圧：　　　　　　　   12　　　         2                32 
診察：　　　　　　　    0　　　          0                 0 
紹介状：　　　　　　　 0　　　　　    0                 0 
薬：　　　　　　　　  12　　　         14              129 
 
提供薬：風邪薬66、鎮痛薬17、胃腸薬40、湿布25、軟膏37、マスク61、絆創膏23 
 
　活動期間中生活・福祉に関する相談を数名受けましたが、診察・紹介状など医療機関受診につながる相談はありま
せんでした。 
　結果として新宿保健医療班から生活保護申請を行った方はいなかった。1月1日と2日医療班メンバーが交代で待機を
したが、連絡会のシェルター入所者の健康に問題はなく、新宿駅付近の野宿者に緊急の状況もなかったため待機期間
の相談はなく医療班の活動はありませんでした。 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2021年2月20日　新宿保健医療班　大脇甲哉
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　　　　　  コ ロナの冬のパトロール（2020年12月～2021年2月)                             中久木康一 
　　　　

　いろいろと、変化があるのは、世の常で 
　この冬も、変わらず、粛々と、淡々と 
 
　12月から2月にかけての越年期、毎週日曜日夕方の
「おにパト」とともに、隔週で越冬期の拡大深夜パトロ
ールが行われた 
　連絡会からの毛布、保存食、カイロ、チラシの提供
と、医療班からの医薬品やマスク、衛生用品の提供と
で、西口地下から出て、都庁までまわって、西口地下に
戻るという約2時間 
 
　夜しか戻って来ない、夜にしか会えない人は一定数い
て、寝場所に戻って来る頃を狙って会いに行くことには
意義がある 
　幸い、それほど体調の悪い人は少なく、ちょいと世間
話をしつつ、医薬品を提供するという程度の人が多く 
自治体の健診などのご案内や、他の支援の窓口のご案内
をした人も、多くはなかった 
 
　夜の時間に会いに行くと、横になってもいい時間まで
待っているという側面もあり、ちょっと落ち着いて話せ
る良さがあった 
　しかし、緊急事態宣言によりお店は20時で閉まり、人

通りも少なくなり、終電も早くなった 
　結果、横になる時間も早まり、既にお休みになられて
いたりして、お声がけしにくくなった 
 
　久々にお会いした人、「ビジネスホテルに入って、そ
こからアパートに移ったんだよ。＊＊も、○○もだ
よ。」と 
　コロナとともに、そして緊急事態宣言とともに、新宿
の路上で寝る人は減ってきている 
　あの名物おじさんも、あの名物おばさんも、忽然とい
なくなった 
　今までは、たいてい誰かが「いついつこんなになっ
て、警備員が救急車を呼んで、どこに運ばれたらしい」
とか教えてくれたが、今回は、誰も知らない 
　ある時から、急に見なくなったと 
　ということは、少なくともそこで倒れたのではなく、
きっと、どこかに繋がったのだと信じたい 
　緊急事態宣言があけても、戻っては来ないだろう 
それはそれで望ましい展開であるわけだが、コロナがき
っかけになるとは、思ってもいなかったことが起きるも
のだ 
 
　食糧の支援は、増えている 
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　例年は、年末に集中して、食糧や物資の提供の支援が
増え、年が明けるとともに収束した 
　しかし今年は、ずっと継続している 
　これまで貧困者にあまり目が向かなかった層が、自分
も先行き不安となって目が向くようになったのか 
　もしくは、コロナ禍の生活困窮者について、支援とと
もに社会や政治へ訴えている他団体の活動とともにメデ
ィアでもとりあげられるようになり、目が向くようにな
ったのか 
　いずれにせよ、目先の問題ではなく抜本的な問題とし
て、そして、一時的な問題ではなく継続的な問題とし
て、捉えていただけたらいいと思う 
 
　諸般の団体からの支援物資も増え、寝袋なども手に入
りやすかったようだ 
　マスクや使い捨てカイロは、「売るほどある」と断ら
れることも多い 
　「昨日もらった」というアウトドアブランドのマスク
（ネットで調べると1540円）の前に、中国製の使い捨て
マスクの出る幕はなく、毎日何重と送られてきたアベノ
マスクは不良債権化している 
　それでも、「あ、ちょうどよかった、助かった」とも
らってくれる人もいるので、声はかけてみなければわか
らない 
 
　コロナがきかっけで、世の中はオンライン化してきて
いる 
　物も、料理も、オンラインで注文して届けてもらうよ
うになった 
　しかし、「在宅勤務」も「外出自粛」も、家がなけれ
ばできようがない 
飲食店は時短営業で景気も悪く、深夜営業
のレストランも減り、コンビニのイートイ
ンは閉鎖となり、なかなか、ありつける場
所も、くつろぐ場所もなってきて、路上で
の生活は更に困難になってきたようにも思
える 
 
　オンライン化もできず、ステイホームも
できない方々に、顔を出しに行く 
　「おーっ！」と、にこっとしながら、
「大丈夫、元気だよ」「ご苦労さん」「あ
りがとね」と言われるたびに、非効率であ
り社会的には何の評価もされなかったとし

ても、この繋がりづくりは継続したいと思う 
 
　子どもの頃から近くに住んでいるという女性が、話し
かけてくれたことがあった 
　「気になる人がいる。何もできないけど、せめて寄付
しようかと考えている」と 
　「子どもの頃、路上の人に怒鳴られたりとかして、そ
れ以来怖くて避けていた」「しかし、コロナになって、
すごい目が向くようになった」と 
 
　「何もできない」と繰り返すけど、「気になる」とい
うだけでもう、80%は何かしているようなものだと思う 
　皆が、違う人を気にかける社会になりさえすれば、身
分の差も貧富の差もあったとしても、心の差はだいぶ違
うのではないだろうか 
　その、気持ちの差が埋まりさえすれば、あとは形だけ
の話、ではあるものの、物事はそんなに簡単には行かな
い 
 
　確かに、怒鳴られることは、常にある 
　こればかりは、相手次第だから、何年経験しても、無
くせない 
　しかし、怒鳴る人が怒鳴ってくれる限り、断る人が断
ってくれる限り 
　そおっと、ななめから、ささやくように、声をかけさ
せていただいている 
　いつか、話したい、という日が来るかもしれない 
 
　いつか、必要だ、という日があるかもしれない 
 
　とはいえ、たいてい、その日は今日ではない 



　年末年始は、新型コロナウィルスの「第３派」がピー
クを迎えようとする頃、各町内会の餅つきなどのイベン
トが軒並み自粛され、カウントダウンも、初詣もリモー
トでやれとのお達しの中、渦中の新宿での路上恒例イベ
ントが連日実施されました。いつもと違うのは、マスク
をつけ、消毒液で手を拭きながら、それだけ。 
　年末は29日、関ビル前駐車場での「餅つき大会」から
スタート。こちらはには予想を上回る120名程の仲間が
集まり、餅をつき、酒を酌み交わしながら、ソーシャル
ディスタンスとやらを守りながら、交流を深めました。 
　大晦日はこれまた恒例の新宿中央公園での「越年まつ
り」。今年は「さすらい姉妹」の路上劇でスタート。寒
さもそこそこ、炊き出しの代わりに保健所認可の厨房を
借り作ったハンバーグ弁当（お米は新潟「いろりん
米」）を頬張りながら、酒も飲み、飲み、身体が冷える
からと「モツ煮込み」も出て来る頃には「五十嵐正史＆
ソウルブラザーズ」のこれまた恒例の年末ライブが始ま
り、毛布にくるまりながら声援を飛ばしました。新宿中
央公園はオリンピックがあるからと、何だか奇麗になっ
てしまって、誰かが「ここは渋谷じゃねえ、新宿をこん

なに奇麗にしてどうすんじゃい！」と叫んでおりました
が、そこに居る人々はいつもと変わらぬ、路上のおっちゃ
ん達。こちらは最大時で160名程の仲間が集まりました。 
　レンタトラックの側面を大画面にした紅白歌合戦を見な
がら毛布にくるまり、除夜の鐘がなるころには、皆ぐっす
りと睡眠。翌朝起きて、マスク姿で「あけましておめでと
う」。 
　年明けは関ビル前にて衣類テントを設営して、そこを拠
点にしながら特性弁当を配ったり、臨時のパトロールに出
かけたりと、わりと、のんびり過しました。関ビル前の弁
当は最大時で60名。衣類テントも同様の数の仲間が毎日利
用してくれました。毛布は夜中に台車に積んで新宿駅の周
辺をまわって配り歩いたり、集中行動とのことなので、と
にもかくにも仲間と共に。仲間を集めたり、仲間の居ると
ころに出向いたりと。 
　ステイホームはまったくの無視。「リモート」って何？　 
　とにかく「冬の現場」で「仲間と共に」。何があろうと
も越年越冬はそれが基本。そしてだからこそ充実した１週
間でありました。ちなみに感染者はゼロでした。はい。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（S）
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●活動カンパ　　振込は    郵便振替口座00160-6-190947「新宿連絡会」まで。 
●郵便物、物資カンパの送付先は以下の住所にお願いします 
　★郵便物は 
　〒169-0075　東京都新宿区高田馬場2-6-10関ビル106号　新宿連絡会　宛てでお願いします。　

勘定科目　　　　　　　金額 勘定科目　　　　　　金額

１計上収入の部 
　１寄付金収入 
 
計上収入合計 
 
Ⅱ計上支出の部 
　１事業費 
　弁当おにぎり事業 
　越年越冬事業 
　その他活動事業 
　２管理費 
　旅費交通費 
　通信費 

　消耗品費 
　事務用品費 
　事務所費分担金 
　衛生管理費 
　支払手数料 
　車両費 
　修繕費 
　 
計上支出合計 
計上収支差額 
前期収支差額 
次期繰越金

 
1,198,700 

 
1,198,700 

 
 
 

214.761 
538.429 
128.973 

 
20,430 
151,275

23.143 
10.380 
150.000 
6.157 
17,797 
20.436 

0 
 

1,281,781 
△83,081 
45,733 
△37,348

2020年度 11月～2月新宿連絡会収支報告新宿連絡会  会計報告 

　この間のご支援、ありがとうございます。 
「コロナ禍」の中、多くの一般市民の方々が困難に
直面している中、路上生活者への支援へと云う特殊
な支援に心を寄せて頂き、本当にありがとうござい
ます。 
　引き続き内容の濃い活動を行なっております。是
非とも私たちの活動へのご理解とご協力を宜しくお
願い致します。 

　　　　　  年 末イベント　自粛せず 
　　　　　


