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このマニュアルには、参加者の方がストリートカウントを実施するにあたり知っておいて頂きたいことの

うち、調査結果記入以外の内容がまとめられています。 

記入方法については、7月３０日に「調査結果記入マニュアル」が登録者専用ページに掲載されますので、

そちらをご覧ください。 
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1. はじめに：「私のまちで東京ストリートカウント 2021 夏 －本当に大切なものを探し

に行く」について 

 

この度は、「私のまちで東京ストリートカウント 2021夏 －本当に大切なものを探しに行く」にご参加い

ただき、誠にありがとうございます。 

 

本企画は、2016年より市民参加型・夜間ホームレス人口調査「東京ストリートカウント」を主催してきた

ARCH が、パンデミック下でホームレス問題への市民の関わりや協働が難しくなっている現在の社会状況

だからこそ、かつて深夜のまちを共に歩いた 1000 名以上の市民に呼びかけて企画する、新しいストリー

トカウントです。来る 8月 6日・7日の夜、私たち参加者一人ひとりが、自分の暮らすまちに野宿してい

る人や行き場のない人がいないだろうかという想いで地元の駅周辺や公園を歩き、深夜の自分のまちを、

そして多くの参加者たちと共に、この都市全体を見つめます。 

 

ARCH では 2020 年春以来、パンデミックによって従来の都心主要駅のストリートカウントが出来なくな

り、市民がこの社会状況の中でホームレスの人々とどうつながれるか、同じ想いを持つ市民同士がつなが

る機会をどう作れるかを考えてきました。今回この新たな試みを始めるにあたり、これまでの東京ストリ

ートカウントに参加してくださった方も、今回新たに参加してくださる方も、皆さまに共に一歩を踏み出

していただけること、大変うれしく思います。パンデミックや緊急事態宣言下でのオリンピックといった

落ち着かない社会状況ではありますが、安全面に十分に気を付けながら深夜のご自身のまちを歩き、ホー

ムレスの人々を心配し、本当に大切なものを共に見つめて、考えていただけましたら幸いです。 

 

それでは皆さま、8月 6日・7日の夜、別々に、けれども一緒に歩きましょう。出発式で、そしていつかは

直接、お会いできることを楽しみにしています。 

 

 

【参考】 

■ARCHウェブサイト：https://www.archomelessness.org/ 

■本企画の概要・募集ページ：https://www.archomelessness.org/my-neighbourhood-street-count 

■過去の東京ストリートカウント 報告ページ：https://www.archomelessness.org/tokyo-street-count 

 

 

  

https://www.archomelessness.org/
https://www.archomelessness.org/my-neighbourhood-street-count
https://www.archomelessness.org/tokyo-street-count
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2. 参加登録者専用ページについて 

今夏のストリートカウントの参加登録者専用のウェブぺージがありますので必ずご確認ください。各

種マニュアルの閲覧・ダウンロード、ビデオの閲覧、ARCH事務局への質問や連絡はこちらのページ

から行ってください。 

URL：https://www.archomelessness.org/guideline2021summer 

 

3. 事前説明ビデオ ※視聴義務あり 

実施方法についての説明ビデオ（約１５分）が「参加登録者専用ページ」に掲載されています。参加者

は必ず視聴するようにしてください。 

同伴者の方にも事前説明ビデオを閲覧してもらいたい方は、下記のＵＲＬを同伴者の方にお伝えくだ

さい。（同伴者の方の視聴は義務ではありませんが、できるだけ見て頂くことを推奨します。） 

事前説明ビデオＵＲＬ（同伴者用）：

https://drive.google.com/drive/folders/1cFmfqV0rEGdduO7C--

kDgDg5VCX5PJ4H?usp=sharing 

 

4. ARCH への質問、連絡、出発終了連絡 

ストリートカウントに関する ARCHへの質問・連絡・出発終了連絡は「参加登録者専用ページ」か

ら行ってください。 

参加登録者専用ページ URL：https://www.archomelessness.org/guideline2021summer 

 

ページトップにある「質問・連絡」やページ中ほどにある「出

発・終了連絡」のアイコンをクリックして、ご連絡ください。 

出発終了連絡は 8/7まで、質問・連絡は 8/8まで受け付けます。 

 

 

＜質問や連絡のある方＞ 

• 質問：調査の実施方法や調査結果の記入方法がわからない、安全対策について質問があるなど

（どのような質問でも結構です） 

• 連絡：参加登録時に記載した実施日・歩く予定の駅・同伴者の変更など 

 

＜ストリートカウント参加者全員＞ 

• 出発終了連絡：ストリートカウント当日、調査に出発した時点および調査を終了した時点で

ARCH事務局へ連絡する 

• 登録を行った参加者からの出発終了連絡をもって、同伴者の出発終了連絡とします（同伴者から

の出発終了連絡は必要ありません） 

各種アイコン

 

https://www.archomelessness.org/guideline2021summer
https://drive.google.com/drive/folders/1cFmfqV0rEGdduO7C--kDgDg5VCX5PJ4H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cFmfqV0rEGdduO7C--kDgDg5VCX5PJ4H?usp=sharing
https://www.archomelessness.org/guideline2021summer
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5. 準備をする： 当日の服装と持ち物、ルート計画、実施の判断 

【服装】 

動きやすく、もしもの場合汚れてもいい恰好でご参加ください。履物に関しては、寝ている方に配慮

するため、かたくない（＝「コンコン」とか「キュッキュツ」などの音のしない）靴底のものを、でき

るだけご着用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【持ち物】 

持ち物リスト 

□事前登録した番号の携帯電話 (緊急時連絡用) 

□筆記用具とメモ、またはスマートフォン（調査記録と歩いたルートのメモ用） 

□マスク 

□雨具 (雨天時) 

□懐中電灯（あれば） 

□その他熱中症対策グッズ（飲み物、タオルなど適宜） 

□参加証（職務質問等の時に見せたい方は適宜） 

 

 天気予報、気温を確認の上、適宜雨具や熱中症対策グッズをお持ちください。 

 トラブルを避けるため、貴重品や大きな荷物は携行しないことをお勧めします。 

 調査記録用の筆記用具またはスマートフォン等をお持ちください。 

 参加証は「参加登録者専用ページ」に７月３０日にアップされます。 
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【ルートの計画】 

今夏のストリートカウントでは、参加者が登録した地元の駅周辺を念頭に置きつつ、歩くルートや範

囲を各自で設定します。野宿場所や夜間の居場所として利用されることの多い場所を以下に挙げるの

で、地元にこのようなスポットがあれば、重点的に回ることをご検討ください。 

野宿する方は、駅が閉まってから寝場所につくことが多いため、駅周辺をルートの最後に持ってくる

などして、駅を歩くのがなるべく終電後になるよう計画してください。 

（1） ルートに含めることを推奨する場所 

 駅および駅周辺 

 公園（但し、周囲にある程度の人通りがある、街灯があるなど安全面が確保できるところ） 

 鉄道のガード下 

 高速道路や幹線道路の高架下のスペース（公園になっているところもあります） 

 歩道橋の近く 

 （開いていれば）地下街や、地下街に下りていく階段 

 アーケード商店街 

（2） 避けるべき場所 

 河川敷（夜間危ないため） 

 人通りの少ない細道 

 歓楽街など治安の悪い場所 

 その他、明らかに危険と思われる場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出発、終点： 

緑ヶ丘駅 

大岡山駅 

街区公園 

洗足池公園 

東工大 

・駅周辺がなるべく終

電後になるように 

・街区公園等、(1)に相

当するスポット重点

的に回る 

参考）東工大大岡山キャンパス周辺のモデルルート 

 ※約 4.4km、２時間のコース 
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6. 当日のスケジュール 

【０．調査当日の実施の判断】 

・ 天候等による調査実施の可否は、お住まいの地域の天気を確認し、各自でご判断ください。 

・ 調査の中止もしくは変更を決めた方は、その時点で「参加登録者専用ページ」の「質問・連絡」か

ら変更した内容について、ARCH事務局にご連絡してください。 

 

参加登録者専用ページ URL：https://www.archomelessness.org/guideline2021summer 

（ARCH事務局への連絡については p4「４．ARCHへの質問、連絡、出発終了連絡」をご覧くだ

さい。） 

 

【１．当日 22時３０分から出発式＠ZOOM】 ※20分程度、ぜひご参加ください。 

・ 当日ストリートカウントを実施する方にむけて、ZOOMでの出発式を行います。最終的な注意事

項を伝えるとともに、他の地区を歩く人たちの参加状況を共有します。 

・ 出発式の ZOOMの URLは、７月３０日に参加登録者専用ページにアップします。 

 

【２．調査を始める前に…】  

 調査は出発式後（２３時以降）に行ってください。 

 出発前に、実施マニュアル[5.準備をする] [7.カウントの方法] をご確認ください。 

 ビデオを視聴していない人は必ずビデオを視聴してください。 

 調査に出発する際、出発連絡をしてください。「参加登録者専用ページ」の「出発・終了連絡」

のアイコンをクリックして、ご連絡ください。 

 

【３．調査の実施中】 

・ 自宅を出発し、地元駅周辺や近隣の公園などを中心に歩いてください。（どのような場所を見て

回るとよいか、ルートの計画についてはｐ6参照） 

・ 自分の歩いたルートを後で報告できるよう、適宜ルートを記録しつつ歩いてください。 

・ 途中、野宿をしていると思われる人を見かけたら、少し離れたところで以下の項目を記録（記録

項目の詳細はｐ９参照）してください。 

 

 

 

 

①見かけた時間、②見かけた場所、③野宿の状態、④人数、⑤性別、 

⑥おおよその年代、⑦その人の様子や周辺の様子、気になったことなど 

※野宿かどうかの判断が難しい場合は、念のため記録し、様子等を詳しく書いてください 

https://www.archomelessness.org/guideline2021summer
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カウント上の注意事項 

 

 

 

【４．調査の終了後】 

・ 調査を終了する際には、終了連絡をしてください。（出発連絡と同様の方法） 

・ パソコンまたは手書きで調査結果（歩いたルート/記録項目）を記入し、メールにより ARCH事

務局（arch.cd.office@gmail.com）に送付してください。 

調査結果の記入方法の詳細は 7月 30日に「参加登録者専用ページ」にアップ予定の「調査結果

記入マニュアル」「調査結果記入の説明ビデオ」をご覧ください。 

・ 実施してみた感想を「参加登録者専用ページ」の「感想用 Googleフォーム」に記入してくださ

い。「感想用 Googleフォーム」は 7月 30日に「参加登録者専用ページ」にアップ予定です。 

 

  

• 調査時間の目安は、2時間程度です。遅くとも 26時頃には終了するよう無理のない範囲

で実施してください。 

• 熱中症の恐れがあるため、調査中は水分補給やコンビニに立ち寄るなどして適宜休憩をと

ってください。 

• 常に同伴者と一緒に行動してください。人気のない場所や暗い場所は、無理に調査しない

でください。 

• マスク、同居以外の同伴者との社会的距離（2m）、野宿している人との社会的距離（で

きれば 5m以上）、人ごみに近づかない、など感染症に十分に注意し、帰宅後は手洗

い、消毒などを行ってください。 

• 車には十分注意してください。 

• 緊急時以外は野宿している人への声かけは控えてください。また、寝ている方を起こして

しまわないよう、物音や足音には十分気を付けてください。 

• 野宿している人を撮影したり、寝場所に関する情報を口外したり、web上で公開したり

することは絶対にしないでください。 

• 警察等に質問を受けた時は参加証を示し、適宜、本部に連絡してください。 

• 自分または野宿者の方の緊急時は、まず身の安全を確保し、必要ならば 110、119番を

してから、緊急連絡先である本部に電話で連絡してください。 

（緊急時の対応は、p11参照） 

＜緊急連絡先＞ 

090-7233‐0926（メイン） 

080-6386-4306（サブ） 

 

mailto:arch.cd.office@gmail.com
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7. カウントの方法  

【誰を、何をカウントするか】 

カウントでは路上や公園、駅構内、公共施設、商業施設などで寝ている人の数を記録します。この他、

大きな荷物を抱えて移動している、一か所でじっとしている・座っている、寝場所を探している、と

いった野宿の状態や人の様子も合わせて記録します。野宿者のものと思われる荷物についても記録し

ます。（荷物のみを見かけた場合も記入） 

 

【何を記録するか】 

調査中に野宿をしていると思われる人がいたら、下記の事項をメモ帳やスマートフォンを用いてメモ

してください。 

 

記録項目 説明 

①時間 その人を確認した時刻を記録 

②場所 調査時は、その場所が後で分かるようにメモを取る。建物名や公園名などの名称が

あれば、それもメモする。最終的には、電子国土web上にマーカーを打って記入 

③野宿の状態 常設の小屋やテント、簡易段ボール、寝ていない（座っている、移動中）、荷物のみ、

などの状態を記録 

例）常設の小屋   例）簡易段ボール    例）野宿者のものと思われる荷物 

 

 

 

 

④人数 その場所にいた人数を記録。小屋やテントは１戸＝１人とする。荷物のみは 0人。 

⑤性別 男性／女性／不明 など 

⑥年代 おおよその年代を記録。分からなければ、若者、高齢者のような形でもよい 

⑦その人や周辺

の様子、気にな

ったこと等 

服装や持ち物の特徴、何をしているか、野宿場所の環境など。その人が野宿者かどう

か判断に迷う場合はその旨を書き、できるだけ詳しくメモを取る。 
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8. 注意事項 

【保険の加入】 

今回のストリートカウントは、参加者が各地域で個別に調査を行うという特性上、主催者である ARCH

が参加者全員の動向を完全に把握できないという理由から、イベント保険の対象外となりました。 

そのため、事故等に対しては、個人で既に加入している保険や、下記に紹介するような一日保険への

加入などによる、ご自身での対応をお願いいたします。万一、事故があった場合は、ARCH も対応に

努めますが、ARCH による補償は困難であること、ご了承ください。なお、以上が不安な方は、大変

恐れ入りますが今回の参加はお控えください。 

楽天損保 １日保険シリーズ 

https://www.rakuten-sonpo.co.jp/simple/tabid/1082/Default.aspx 

(一晩 200円〜、直前の申し込み可、楽天会員登録必須) 

 

【事故・怪我・急病】 

本企画中の、事故・怪我・急病は自己の責任において対応いただくようお願いいたします。体調が悪

くなりましたら個人の判断にて辞退又は途中棄権をお願いいたします。 

【野宿者の方の情報】 

野宿している人を撮影したり、寝場所に関する情報を口外したり、web上で公開したりすることは絶

対にしないでください。 

 

【緊急事態宣言】 

東京都などの緊急事態宣言を受けて、本企画を ARCHは不要不急ではないと判断しております。この

点につきましてご確認ください。 

 

【プライバシーポリシー】 

ARCH では、当事者を判別できるような個人情報を掲載しないことは勿論、得られるデータの取り扱

いに関して、外部からのアクセスに配慮し、細心の注意を払います。  

https://www.rakuten-sonpo.co.jp/simple/tabid/1082/Default.aspx
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9. 緊急時の対応 

 

カウント中は自身と同伴者の安全第一に実施してください。 

緊急時はカウントを中断し、あわてず落ち着いて対応してください。いくつかの緊急の場合とその対

応を下表に示しますので、確認してください。 

 

〈緊急時対応表〉 

まず安全を確保し、事後に本部電話番号へ連絡を入れ、調査は中断してください。 

緊急時対応表 自身または同伴者が 野宿者が 

地震にあった 安全確保→場所によって避難所に移動  

事故にあった 110番+(119番)+本部 110番+(119番)+本部 

ケガをした 110番+(119番)+本部 110番+(119番)+本部 

調子が悪くなった 110番+本部 110番+本部 

警察の取り調べを受けた その場対応+本部  

酔っ払いにからまれた 立ち去る→（謝る・相手にしない）

+(110番)+(本部連絡) 

本部+110番 

チンピラにからまれた 立ち去る→（謝る・相手にしない）

+(110番)+(本部連絡) 

110番 

熱中症になった 異常を感じたらすぐに涼しい場所に避

難し、水分を補給する。 

意識なし→119番→本部 

その他 

野宿者に話しかけられた 参加証を見せて説明 

野宿者が絡んできた 立ち去る+(110番)+本部 

野宿者が助けを求めてきた 119番+本部 

※（ ）内は必要があれば行うこと。 

 

〈緊急時 本部に連絡する場合の説明事項〉 

- 氏名 

- トラブルの起きた場所・時間 

- トラブルの内容 

- 対応の有無（110番、119番等） 

 

〈本部の電話番号〉(緊急連絡先) 

090-7233‐0926（メイン） 

 又は  

080-6386-4306（サブ）  
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10. 参加規約 

１．主催者である ARCH（以下、「主催者」といいます。）は傷病や携行品の紛失、その他の事故に際し、

一切の責任を負いません。自己の責任において管理をお願いします。 

２．本企画中の、事故・怪我・急病も自己の責任において対応いただくようお願いいたします。体調が悪く

なりましたら個人の判断にて辞退又は途中棄権をお願いいたします。 

３．本企画においては、主催者による傷害保険は適用されません。保険の加入については、必要に応じて、

各自でお申込みください。 

４．主催者が本企画の運営上やむを得ないと判断した場合には、参加者に事前の通知なく、本企画の運営

を中止・中断および変更できるものとします。 

５．本企画では、全てのプログラムにおいて、主催者の提示するルールおよび注意事項を順守していただ

きます。 

６．本企画中、路上で生活されている方の写真・動画を SNSに投稿することや場所を特定するような書き

込みをすることはおやめください。 

７．参加者が、本企画に起因または関連して、主催者及び第三者に対して損害を与えた場合、参加者は、一

切の損害を賠償するものとします。 

８．参加申込をされた方には、個別にお申し出がない限り、出欠に関わらず、今後不定期にイベントのご

案内をお送りすることがあります。 

９．参加者が１８歳未満の場合には、保護者同伴の上、参加することを要します。この場合、同伴者も上記

全ての参加規約に同意するものとします。 

10．本企画では、参加者は同伴者と共に企画に参加することを原則とします。同伴者も上記全ての参加規

約に同意するものとします。 
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