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仙台夜まわりグルー

師走を迎えました。ライトアップにより、街が
輝きを増す一方で、寒さに耐えながら路上生活を
強いられる人たちがいます。支援活動を続けるＮ
ＰＯ法人仙台夜まわりグループ（仙台市）事務局
長の青木康弘さんは「路上生活は今や身近な問
題。決して特別ではない」と強調します。
仙台夜まわりグループは２０００年に活動を始
め、路上生活者の訪問や炊き出しなどを続けてい
ます。現場で相談を受け、課題ごとに専門性のあ
新着情報一覧
村井嘉浩宮城県知事

定例記者会見
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万人惜別

ファン２

るスタッフが対応。住まいや居場所の確保、就労

仙台夜まわりグループが続けている「大人食
堂」。路上生活者が食事と交流をし、社会復帰
へ相談する機会になっている＝１１月１４日、
仙台市宮城野区のみやぎＮＰＯプラザ（写真は
一部加工しています）
拡大写真

支援、医療との連携などに当たっています。
青木さんは「当事者が路上生活に陥る原因が変化している」と言います。かつては高度成長
を工事現場で支えた男性が、高齢化やけがで失職して路上生活になる場合がほとんど。それが

＜いぎなり仙台＞建物探訪してみっぺ［３］日本キ

今は再就職や転職の失敗、親の死、離婚など人生の出来事で経済的に困窮し、路上へ放り出さ

しく

れるケースが増えているそうです。
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岩沼教会（岩沼市）石造り賛美歌神々

＜とびらを開く＞路上生活者救済に力
りグループ

仙台夜まわ

うたの泉（１１０９）霜の夜の卓のｉｋｕｒａ（イ
クラ）をかむわれに
小高
年）

逝きし者らの翳が横切りぬ／

賢（こだか・けん）（１９４４〜２０１４

背景には、非正規雇用が拡大し、不安定な暮らしが増え続ける社会の変化があります。
厚生労働省の調査によると、路上生活者は２００３年の２万３１９人をピークに減り、１８
年は４９７７人となっています。一方で経済的弱者の若年層や女性が占める割合は増えていま
す。青木さんは「路上は社会を写す鏡」と話します。
仙台市では１９年調査で少なくとも８５人が確認されています。実際にはもっと多いとみら
れ、仙台夜まわりグループは日々の活動を通じ、ネットカフェや車上で暮らす若者や女性ら２
０人以上を把握。東京電力福島第１原発事故関連の元作業員が仙台で新たな路上生活者になっ
ている実態もあるといいます。
仙台夜まわりグループは毎年、５０人ほどの社会復帰を実現させています。活動を支えてい
るのは４５０人を超える物資・資金の支援者と、年１００人以上のボランティアです。
社会的弱者の苦境を「自己責任の結果」と冷たく突き放す風潮がある中、仙台では市民が市
民を見捨てないための活動が続けられています。
（まちかど公共研究所

主宰

工藤寛之）
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