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【都市対抗LIVE】ヤマハvs日立製作所　名門初戦対決再び　14時～

若い世代の生活困窮急増　コロナ禍で失職、路上生活に　NPOが支援
社会 速報 宮城

毎日新聞 2021/11/30 09:17（最終更新 11/30 09:17） 869文字

あわせて読みたい

あなたにおすすめ
再起期す河野氏に埋没の危機 党内から
「広報本部というより...」

イチオシ

「皇室儀式、軽いとの印象与えた」 秋篠
宮さま、眞子さん結婚に
11/30 0:00

「パニック不要」 バイデン氏、新変異株
で冷静な行動呼びかけ
11/30 5:23

次に読みたい

女性の長期失業、高止まり　コロナで
打撃、国の支援訴え

肝試しで本物の遺体を発見…廃ホテ
ル、なぜ放置?

イチオシ 動画あり

低所得者には現金支給「給付付き税額
控除」とは何か

イチオシ

解体されるホワイトカラー　第2の「ロ
スジェネ」にならぬために

イチオシ

「なぜ日本人は高齢になっても働く
の？」　仏の高齢者、悠々自適

イチオシ

医療費300％負担も　無保険の外国
人がさらされる命の危機

イチオシ

仙台夜まわりグループが行った食料の配布会＝仙
台市宮城野区の「みやぎNPOプラザ」で2021年
11月25日午前9時37分、平家勇大撮影

　新型コロナウイルス禍で仕事や家を失い、路
上生活をせざるを得ない人が、仙台市内でも
増えている。ホームレスや生活困窮者を支援す
るNPO法人「仙台夜まわりグループ」による
と、秋口から相談件数は若い世代を中心にコロ
ナ禍前の約1・5倍に急増した。支援者らは越
冬支援の準備を急いでいる。【平家勇大】

　仙台市のみやぎNPOプラザで25日、同団体
による食料の配布会が行われた。訪れた路上生活者らは「最近はもうすっかり寒く
て」などとこぼし、手作りのおにぎりやパンなどを受け取って食べた。この日も若い世
代を含む約20人が来館し、食料のほか、厳しい冬の寒さに備えるためのカイロが配
られた。
　生活困窮の相談件数は、新型コロナの感染が広がった昨年4月ごろから増え始め
たが、同7月ごろには元の件数に戻っていた。しかし、仙台市内の感染状況が落ち着い
てきた今年10月ごろから、40代以下の「稼働年齢層」を中心に急増。コロナ流行前と
比べ5割増の1日15～20件の相談が寄せられている。中でも40代以下の相談が50
代以上の倍近くに上り、以前は見られなかった傾向だという。

　相談急増の要因について、仙台夜まわりグループの青木康弘理事（61）は「『ステ
イホーム』が呼びかけられたコロナ禍で人に会うことがはばかられ、過酷な状況でも
相談できなかった人が限界に近づいているのではないか」と分析する。
　支援団体の目下の課題は、冬場の寒さをいかに乗り越えるかだ。同団体が活動を
始めた約20年前には、仙台市内でも路上で凍死する人がいたという。数年前に路上
生活をしていた40代の男性スタッフは、冬場の路上生活について「特に夜は寝袋を
かぶっても寒い。空腹もあり、過酷だった」と振り返った。

　3月までは越冬支援のための活動を強化し、カイロのほか、寝袋や防寒着を配布す
る予定だ。青木理事は「路上で凍死、衰弱死する人を出さないことが一番の目標。借
金などの課題に悩んでいる人にもさまざまな解決策があると伝え、支援を続けたい」
と話す。

　同団体では、カイロや防寒着の提供や、活動のための寄付を募っている。

その年齢でその転職サイトはNG
【2021年版】使うべき厳選5社

(PR) CUEBiC

再起期す河野氏に埋没の危機　党
内から「広報本部というより…」

佳子さまの結婚「時期来たら話し合
いたい」　秋篠宮さま記者会見

TVで話題！クレジットカード利用
者に現金が戻る！？

(PR) 司法書士法人中央事務所

張本勲さん、TBS系サンデーモー
ニング「週刊御意見番」年内で卒業

吉岡里帆、カレンダーカット公開　
あいみょんも反応「天使？」

「通学不要・入学金0円」ソフトバン
クグループの大学で大卒に！

(PR) サイバー大学 on CROSSLABO

珍しい子犬を産んで混乱している
犬

(PR) xfreehub

星野リゾートも成功ばかりじゃな
い？「運営終了」のナゼ

なぜこの新しいヒーターが圧倒的
人気なのか？

(PR) PettaHeater ペッタヒーター

1日で8億稼いだ投資家が明かす
「株のコツはYOUTUBEでOK」…
の新常識とは？(PR) カイザー

杉本彩、キャンギャル同期の蓮舫議
員は「当時からめっちゃ強そうな…
でした」

11/24 8:00

アクセスランキング

現在 昨日 SNS

「さおだけ2本で298」→2万9800円
高額売りつけ疑いで逮捕
11/30 8:53

1

大阪・舞洲の倉庫火災、1日経過後も
消火続く 医薬品など焼ける
11/30 10:29

2

維新の落選候補、運動員11人に報酬
買収疑いで滋賀県警が書類送検
11/30 10:57

3

秋篠宮さま、「記者発表」と違和感示す
眞子さんと圭さんの会見4
11/30 0:00

オミクロン株、「極度の疲労」が特徴か
南アで診察医師、取材に
11/30 4:30

5

特集一覧

都市対抗野球2021
社会人野球日本一を決める第92回都
市対抗野球大会（11月28日～12月9
日）に関する特集サイトです。

三菱重工East主将が気迫のプレー　再編の
悩み乗り越え　都市対抗
11/30 13:59

新型コロナウイルス
新型コロナウイルスのニュース、国内で
の感染状況を報告します。

新型コロナ　オミクロン株　閑散再び　成田
空港
11/30 12:52

気候変動
気候変動対策強化へ世界が動き始めま
した。日本も新たな目標を設定。地球を
守るために何が必要でしょうか。

COP26、何が決まったの？＝回答・信田真由
美
11/30 02:01

憩
居酒屋の人気店グルメ情報をお探しなら
ikoirest.jp

【大学生】クレカの使い方
出費別の安心・便利な使い方って？日本クレジット協会
www.j-credit.or.jp

【HIS】公式通販サイト
世界中から商品をお届け海外の最新・日本未上陸の商品を通販で！
www.sto-ory.com

【HIS】冬の大特価セール中
混み合う前に国内旅行を先どり注目商品は早いもの勝ち。予約はお早めに
www.his-j.com
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