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参加者の 2004 の声
東京ストリートカウント

〇〇へ
(自由記述 )

小池都知事へ

家族・友人・大切な人へ

一緒に歩いた人へ

ホームレスの人々へ

東京オリパラに
やって来る世界中の

人たちへ

東京で暮らす市民へ

ARCHへ

無関係ではありません。少しでいいから関心を持って下さい。

東京を良い町に！

少しだけ時間に余裕をもって路上にいる人を知って欲しい

ホームレス問題を地域の問題にしたいです

ホームレスの方々を自分たちとは違うんだと思い込まずに自分たちと同等の存在だと思って欲しい。

ホームレスも同じ東京都民なので対等に接して下さい。

自分以外の様々な生き様を尊重して下さい

様々な生活環境があることを知ってほしい。

色々な人がいるなかで、助けを求めていることがわかったらぜひ手を差し伸べてほしい

ホームレスだからといって差別する人もいるけどそれはおかしい。何か嫌なことされてないのに。

路上生活の方＝3Kというイメージをなくしてほしい。もちろんそうかもしれないがいい人もたくさんいる

路上生活している人を排除・差別しないで。

自分が知らない東京の姿があると思います

見えなくなっているホームレスの問題は自分の問題でもあることに気づくといいナ

同じ都市に住む者として、もっと関わり合って楽しく暮らしたい。

もっと社会に参画してほしい

同じ市民として、排除しないでほしい。

もっとホームレスの現状を分かってほしい

共生社会をつくりましょう。

脱・他人事の社会！

休みの日、河川敷をまちを歩いてみて下さい、いろんなことが見えてくるはずです。

いろんなことに興味をもってみてください。

東京を特別な都市に仕立て上げないで。すごい街かもしれないけど、ふつうに暮らせない人がたくさんいるのにフタをしようとしているよ。

若者も高齢者も、障害者も性的マイノリティも、外国人も在日の人も、そして家のない人も。みんなでともに行き、支え合える街に東京をしていきたい。そう願っています。

一度参加しませんか？

ホームレスも同じ人間。ホームレスに少し目を向け見よう。

いろんな人がいるってことをわかってほしい。

一声かける心の余裕を養おう。まず見知らぬ人にもあいさつ。

　自分たちの町のモンダイです。一緒に考えましょう。

認め合い、理解できるようになって欲しい

住んでいる家の周りに路上で住んでいる人がいるのを知って何ができるか考えて下さい

生きづらい、息苦しいというなら何が問題なのか一度自分で考えてみましょう。

ホームレス問題を他人事と思わないで下さい。

どうしたらホームレスの数が減るかみんなが考えていくべきだと思います。

ホームレスを自己責任問題でかたづけないで

路上で暮らすおじちゃん達のこと。ちょこっときにしてくれるといいな

ホームレス問題に興味を持って欲しい。

豊かさとは豊かにみえることではない

ノラ猫やホームレスの自由人たちが美しくみえるようなまちづくりができるといいなぁと思った

ホームレスももともと同じ市民であったことを思い出して欲しい

ホームレスの人は見えなくなっていますが、よくみたら駅などにいます。ホームレスを見た際は、見て見ぬふりをせず”誰にとっての東京か？”を考えるきっかけにして下さい。

焦らずゆっくり暮らしましょう。

好きなように暮せば？

ホームレすにもっと関心を持ってほしい。「明日は我が身」と思ってほしい。

ホームレスに対する偏見をなくしたほうがいいと思います。

賑やかでキラキラした大都市東京の片隅には、あなたの目に移っていない人々がいることを知って下さい。

普段使っている場所の違う一面が見られる

選挙に行こう。政治を語ろう。

やさしくなろう

自分含めもっと人に優しい社会にしていきましょう

もう少し他人への思いやりを!!

少し困っている人のことを気にかけよう

自分のまちをもっとしっかり見つめよう！！

ゴミのない東京を目指しましょう。

もうちょっと近くの人から、人のことを考えてみませんか。

ホームレス問題を見てみぬふりではなく、市民皆で取り組みましょう。

もっと知るべし

東京をどんなまちだと思っているか

多くの人に「東京」市民という帰属感はないのかも…(だから無関心)

ホームレスの方たちの現状を見て下さい。

こういった活動をしていることをもっと知ってほしい

東京の文句を言うのは東京出身としては嫌です

いろんな側面から東京という街をみてみてください。みてみると面白いのかなと思います

お互いに関心を持ったほうがいいですね

ホームレスにやさしくしてほしい

ホームレスの人を背景ととらえず、同じ人と思うことがまず大切かと思います。

東京はもっと良い都市に出来ると思います

当事者意識を普通以上に持つべきだと思う(オリパラに関して)

いろいろな人がすみやすいまちにみんなでしていきましょう

自分の近く(職場、学校、通り道、買い物 etc)にいる野宿者などへのまなざしを。

周りに目を向けてみてください。知らなかったことがたくさんあります。

街中にいるホームレスの人々に対して、もっとおおらかな心を抱いてほしいです。

ARCHの活動に参加してみませんか

ホームレスの人へは若干の抵抗があるという方は少なからずいるとは思いますが、町の一員として、歩んでいってください。

見知らぬ人にも優しくあれる都市であってほしいですね

都民としての幸せを考えてみよう

ストリートカウントに参加しましょう

身近な場所にもホームレスはいるということを知ってもらいたい。

多様性を理解しよう

誰が東京をつくるのか。一人ひとりだと思います。

訪れる人に優しい街といってもらえる場所にしていきたいですね。

1人1人が認識を変えるだけでも、それが合わされば東京は変わっていくと思います。

普段目をそらしている部分への目の向け方を考えたい

清潔に！

無関係ではありません。少しでいいから関心を持って下さい。

一度やってみると都市を見る目がかわります。

ホームレスの人々が置かれている状況を見てみると良いと思います

偽善と言われようと少しずつでも良いので共にやさしく生きることを考えて欲しい。

みなさんが知らない一面にも目を向けた方がいいと思います。知ることが大事です！

確かに関係ない人がほとんどだが、「寄り添ってみよう」という気持ちだけで変わる。共に考え直していきたい。

ホームレスも市民です。

あまり夜騒がないで下さい。お酒をあまり飲まないで下さい、体を大切にして下さい。

ホームレスにだけでなく他人にやさしくなってほしい
連携 つながることの意義への再考を

夜の公園を歩いてみるのも、気がづくことがって面白いかも知れません。

目をつぶらないで向き合いましょう！

ホームレスが見えなくなる社会ではなくホームレスがいなくなる社会をめざしましょう！

すべての人を排除しない、のけものにしない社会を作りましょう。

見たくないかもしれないけれど現実ですからちゃんと見ましょう。

ホームレスの方はあなたと無関係ではありません。

自分の本当に目の前のことばかり見ず、思考して下さい。

今日お会いできた方たち、それぞれの暮らしが守られますように。
機会があったら、参加して欲しい、又は歩く時気をつけてみてください。

路上の方も同じ市民ですよ。

1人1人が協力して良い未来にしたいです。地域のつながりを大切にしたいです。

隣の人とお話したことありますか？

コンビニのゴミがそのまま捨ててあったり不法放棄があったりもしました。少し周りを見てほしいかなと思います。

僕ったいの周りには、少し目線を変えれば様々な人がいることが見えてくるはず。誰もが共に生きられる東京へ。一歩踏み出していきましょう。

ホームレス問題を一緒に考えましょう。

ホームレスに対してやさしい目で

挑発しないでほっといてあげる優しさ。

自分の住む街・社会に関心を持ってもらいたいです。

ホームレスのイメージを変えてあげてほしい

もっとホームレス問題を社会の問題として考えて、ボランティアにもさらに参加して欲しい。

ポイ捨てはやめましょう！

東京の良さを世界へ

幸せでいられることに感謝して日々頑張っていきましょう。

歩いていて、ゴミが多いなと思いました。キレイな町がもったいないのでゴミはゴミ箱に捨ててください。

格差の激しい東京では、同じ層の人達にしか関心がわきません。ぜひ様々な問題に目を向けてほしい

忙しさの中でも人に対する優しさを忘れない人間になりたいものです。

自分の住んでる市のいろいろな面を見てみてください。

本当にふしぎなまちですね。多面性・いろんな顔を持つ都市。たくさんの人が集まって都市がつくられていくんだなと実感できる場所と思います。

路上で生活している人にも関心を持とう！

ホームレスを、近づいてはいけない変な人だと思ってませんか

一度立ち止まって相手の立場になって考える努力を

自分たちの生活の裏にある現実に気づくことのできる人になります

町でホームレスの人を見ましたら、「今この人たちの権利のためにARCHさん頑張ってるよ！」って知ってほしい

ストレスを適切に発散しましょう

ホームレスの人は、ふつうの人です

どんなまちにしたいかはあなた方次第だと思います

自分は関係ないと思わず一度考えてみてほしい

この問題を直視しましょう

夜の町にも発見はたくさんある

プロトコル、一緒に考えてほしい。もし皆でできたら、皆が住みよい町になりますよ！！

自分の幸せはどこから来ているかを考えてみてほしい

ホームレスの人々のこと、考えてみましょう

保守的な考えを消した方がいい

自分のことだけでなくまわりの弱者へやさしい人になって

ホームレスの人たちのことを人ごととは思わず、どうなってそういう状況になったかなど知ってほしい

目の前にあるのは「現実」です。目をそむけずに考えることが問題解決の第一歩となるでしょう。

街をきれいに使いましょう

ホームレスの人たちを無視せず、一緒に気にしてくれるとうれしい

私たちの当たり前をみんなの当たり前に！

今の問題を見て！

華やかな都市東京というイメージがあるが、夜歩いてみたら全然違うと感じると思います。

東京には様々な人々がいて、それらに１つ１つの人生があり、手助けが必要な事をまず"知って"欲しい。知る事が解決の一歩だと思うから。

一人一人が向き合うこと

ホームレス問題を他人事にしないで。

ホームレス問題にぜひ目を向けよう！

この街の現状をまずは直視しましょう。路上生活は決して自己責任ではないはずです。誰もが共にそっと支え合える東京を一緒につくっていきましょう。

明日は我が身。他人事ととらえるべきではない。

ホームレスの方を特別視したり蔑みの目で見るのではなく、非分離の心で接したいです。

この現実を受け止め考えなければいけないと思う

オリンピックまで、そしてオリンピックが終わってからも良い場所にして欲しい

都市の中に潜む色々な問題にもう少し目を向けて欲しい

ホームレスが公園にいるからといってその場所から追い出さないで下さい

東京は優しい街なのかな？

優しい東京に向け一致団結

1人ひとりの意識が東京という都市を良くするとは必ずも考えはしないが、地道な努力が何かを変えると考えます。

それぞれ大事な事情を抱えているからこそ、お互いに支え合っていきましょう。

ホームレスに優しくしましょう！ホームレスをいじめないで欲しい。

温かい目でホームレスの人を見て欲しい

現状は知って欲しい。

関心を持ってほしい。

転落は身近なところにあります。ひと事にはしたくないものです。

日本の中心？に暮らしていて疲れませんか？もっと暮らし易そうな街だったらいいのに。大阪もだけど。でも東京が変われば日本が変わる。人に優しい街になってほしい。

ホームレスがいても本当に困る事はそれほどないのではないでしょうか

未だ知らない東京があなたを待っています

ホームレスの人たちを無視せず、一緒に気にしてくれるとうれしい

ほんの少しで良いので歩く速度を落として周りをみてみて！

自分の目で見なければ分からない事もあります。

都市には色々な人がいますよ。

他人事かもしれないホームレス問題にどれだけ当事者意識をもてるか

路上の方々も同じ人間です。

路上生活の方の背景を知って欲しいです。

ホームレス問題は同じ国に住人でいる以上無関係であり続けるのはあまりに無関心すぎる。

路上生活者の対する負のイメージを出す前に認識をもう一度改めてみる必要がある。

ホームレスに目を向けて下さい

東京の街をもっともっと綺麗にするように心がけましょう。

自分がすむまちの違う一面が見られるかもしれないので、ぜひ一度参加してみてください。

「自己責任」なんて言葉で都合良く片付けないで。

昼間はあまりホームレスを見る事もありますが、夜は昼よりもより貧困の状態が見える気がします。

お元気で

自分たちが暮らすまちを真の意味で魅力的にしていきましょう。そこに住まう全ての人にとって住みよいまちにしましょう。

ホームレスの方々が寝ているときや何かしている時は温かく見守って下さい。

一度一緒に歩きたいです。

ストカンに参加してください。

もっと自分の街に住んでいる人のことを知ろう。

安全で人に優しいまちを楽しんでほしい。

東京には目には見えないだけで私たちのすぐ身近に沢山の生活困窮者がいます。自己責任社会と言われていますが、そんなことは言わずに優しく受け入れて欲しいです。弱者に優しい都市は全ての人に優しい都市です。私たち、あなた達はどちらを選びますか？

安全・安心・安定した生活・人生は私たちの権利です(だと思う…)

近くにいるホームレスの人達など、身近にいる困った人たちに思いを寄せて欲しいです。自分の街のことを知る機会になるのでストリートカウントやりましょう！

夜の街も是非知って欲しいです。

自分たちがかわいいだろうが、もう少し視野を広く社会に貢献を。

スラムのあるマニラ等に比べ東京のホームレスはひどく孤独な状態にあると感じています。お互いに人に興味がもてあえるようになると貧しくても楽しく生きていけるのになあ。

Don't look away. Ask questions.

ホームレスの人と平等にしてください。

がんばれ

夜のまちにも目を向けてみませんか。

この活動へ参加しましょう・

人事じゃないっすよ、きっと。

ホームレスの人をもうちょっと許してください。

ホームレスを見ても、ある種の当たり前という意識を持ってほしいです。

都市のいろいろな面を見て、暮らしやすい東京を目指しましょう。

目を背けがちなホームレスという存在を認め、考えて欲しい。

ホームレスの人に関心を持ってほしいです。

一度ストカンに参加してみましょう。

開発優先、生産性優先の中でひっそりと生きている人もいることを理解してもらえればと思います。

余裕がないと難しいけど何とか！

単に排除するだけでなく、何が問題の根本にあるのか考えて欲しい。

ストカンに参加して下さい。

少しでも自分たちが暮らす街について知ってほしい。

同じ住民として支えていけたら良いと思います。

ホームレス問題について、考える人が増えると良いです。

同じ地域に同じ時代に生きている人々を透明な存在にしてしまわないように。存在を意識し合えるように。

理由はどうであれ、ホームレスの人は私たちの予想より多くいると思う。

やるべきことはたくさんあります。

ホームレスがそもそも問題なのか、どんな問題なのかを考える良い機会。

市民って何でしょうね。

ホームレスの方たちや、その他、日常生活を送っていてあまり視界に入らない人たちのことも考えてみる時間があって良いと思う。

もっと日常からいろんな人々が東京に住んでいることを知って欲しいです。

自分たちが気づかないだけで、ホームレスの人々が実はいろんなところにいます。

「見て見ぬふり」から「とりあえず見てみる」というのはどうですか。

もう少しあたたかい目で！

あなたのすぐ側に、苦しみや困難を抱えている方がいるかもしれません。人と人のつながりを大切にしましょう。

人が人を思いやるのは想像力が必要です。ストリートカウントで想像力を創造してみませんか。

社会的弱者への知識、視座をもって政治・経済を動かしてほしい。

ホームレスについて考えるきっかけを持ってほしいです。

オリンピックを機に”ホームレスを排除しない街”にしていきましょう。

「ホーム」が無い方々がどこにでもいらっしゃることを知ってもらいたい。

ホームレスの方も東京という地域で暮らす同じ市民であることを感じてほしい。そこから排除の動きは起こらないと思います。

普段生活しているだけでは考えないことでも、目を向けて見てほしいと思います。

目を背けないことにまずチャレンジしてみたい

ホームレスに対する正しい知識を持ち、理解を深めていきましょう。

夜中だと、違う一面の東京が見れたので、もっと違う東京を知ってほしいです。

HL問題は社会全体で考えていかないといけない問題である

昼夜東京では様々な人が生活している。その多様性の一部として、ホームレスに目を向けてほしい。

自分の身近だけでなく、時にはホームレスの人にも目を向けてみましょう。

ホームレスの人を見た時、自分には関係ないと思うのではなく、自分がその立場だったら、と思ってみてください。

ボランティアや募金など決してないわけではないだろうから、ぜひ積極的に参加してほしい。

ストリートカウントに参加してホームレスに対する考え方について考えてもらいたい

路上生活者の方々への関心を持つことでより暮らしやすい東京になるよう何が大切なのかを考えてほしい

日々みなさんが感じている生き苦しさが積み重なってホームレスになった方も多いので、無関係ではないと思いますよ

自分のことだけでなくもう少し周りを見る気持ちをもてたらいいなと思います

東京の側面をもっと見てほしい

もっと視野を広げて都市を見てください

ホームレスの方のことを他人ごとと思わないでほしい

ホームレスの方々は意外とそばにいるので、関心を持つことが大切だと思います

Imagine all the people, living for today…

ホームレス状態の人と向き合うことが大切だと思う

ホームレスについてもっと興味を持った方がいいと思います

ホームレスが存在する現状を知り、問題として捉えてほしい

私たちの活動が少しでも目に留まり、立ち止まって考えてくれることを願っています

困っている人がいたら見て見ぬフリをするのではなく、自分ができることをするべきだと思います

東京は世界でも日本でもとても豊かな都市です。でも、安全で安定した暮らしができない人も多くいます

東京にホームレスの人々はたくさんいらっしゃることを知ってもらいたいです

みなさんと同じ、市民・区民で悩んでいる人がいます

東京という都市は大きく、様々な人がいます。なかなか勇気がいりますが、自分の身近で困っている人、目を背けずに、理解しようという気持ちと助ける勇気を

ストリートカウントに参加させていただきありがとうございました

いつもありがとう。

イベントまた機会があればぜひ参加したいです

理系大学からというのがおもしろいです。何年も続けて欲しい。最終的に住みよい東京になれるよう！

ホームレスの方をカウントすることで傾向をつかんで、より多くの人にホームレスに関心を向ける活動を今後も続けてほしいです。

お疲れ様でした。

・社会的インパクト/・どんどん発信して行って下さい

オリンピック後も活動して欲しい。

長く続けることが重要だと思う

また、参加します！

多くの企業が巻き込めるといいですね(スポンサー的な意味でも)

今後も参加したいです！

今日はありがとうございました。私はホームレスに少し興味があったので今日体験できてとてもよかったです。

これからも有意義な活動を続けていってください。

一緒に東京変えましょう！

日本をよりよい都市にしていってください。

ご苦労さまです。続けることで見えてくるものがあります。ありがとう。

ぜひ、大きなムーブメントにしていって下さい。

昼の調査と夜の調査は何か全然違いますね

楽しかった

これからも2020に向けて頑張って下さい

貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。

マネジメントは大変かと思いますが、ひきつづき頑張りましょう。

今後も継続して下さい。

ありがとうございました。

ホームレスの専門家集団になってほしい！

もっと広報活動をして知られる団体になってほしい。

現場主義を大切にして下さい。机上の理論や考察も大切ですし、当事者の方々に寄り添う姿勢も大切です。

実際に政策に調査を活かして欲しい

今後も、可視化、市民参加で

大変意義のある活動、これからも継続くださいませ。

今回は500人達成すごいですね

本日はありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。

ぜひ大々的に発表を

地道な活動かもしれませんが、これからも頑張って下さい。友人も次回は誘って参加します。

できたらまた参加してみようと思います。

また参加できたらと思います

発展とこれからの活動も応援しています

期待してます

このような機会を設けていただきありがとうございます。

応援してます！

また参加します。よろしくお願いします。

この調子で進めて下さい。

若いのに、このような取り組みをされていて敬意を表します。

今後ともサポートします

ストリートのみならず、ネットカフェやガスト(深夜営業の)を含めてタウンカウントもやってみてより実態を明らかにしてほしいです

目的を明確に。ホームレスは路上生活者のみではない。

有意義な活動ありがとう

なかなかできない経験だったと思いました。次はホームレスの方にお会いしてみたいです。

貴重な機会をありがとうございました。今後の活動にも注目していきますし、また関われたらと思います。

これからも活動を一緒にしていきます。

活動を拡げて東京を良い都市にしてほしい。

とても良い活動だと感じました。

ぜひ活動を続けて拡げていけるよう、また協力したいと思います。

貴重な経験をさせて頂いてありがとうございました

”やさしい都市”実現させましょう！

準備などおつかれさまです。大変だと思いますが、とても有意義な活動と感じましたので、これからも頑張って下さい。

とても素晴らしい企画です。ぜひ地元の支援団体ともっと連携して有効な活動にして下さい。でも朝4時に書くのはつらい。

地道にこの活動をひろげていってください

ホームレスの方と直接話せる機会がほしい

今回参加させていただいて自分の知らない世界を知ることができました

とても立派な活動です。求心力もある。東京を、日本を変えてください

貴重な経験をいただきまして、ありがとうございました

このような活動を立ち上げてありがとうございます。目標達成まで、頑張って！

発信力をつけて下さい

継続していってほしい

すばらしい活動と思うのでぜひ続けてください

普段、感じることのできない貴重な体験が出来たので、これからも続けてほしいです

見たくないモノ、ヒトから目を背けるのではなく、まず実態を知るという第一歩を踏み出すきっかけをいただけて、ありがとうございました

他の人が進んで行わないことをする勇気は素晴らしいと思います。是非これからも続けていって下さい。

貴重な経験でした。ありがとうございました。

活動がんばってください

今後も是非続けて下さい。

調査結果をよりオープンにしていって下さい

今の東京のリアルをそのまま世界に発信していって欲しいと思います。

また誘って下さい。この調査をどう使うのか？もっと積極的なHLの生活を変えるような活動は？戦略は？

企画運営お疲れさまです。社会へインパクトを与える活動、今後も応援しています。

更なる活動の広がりを願います。また参加したいです。

とてもいい体験になり、問題の所在を意識する事が出来ました。

東京オリパラまでに実現出来ることって何でしょうか

今後も取り組んで行って下さい。

お疲れさまです
いいイニシアチブだと思います。

まちづくりを通して誰もが共生できる優しいまちをつくって欲しい。

楽しかった。視野が広がった。又やりたい。そして私が生きているうちに双方にwinwinの解決がみたいです。協力します。

是非この活動を続けて欲しいです。

提言、期待してます。

とても意義があると思います。応援する！

35°以上になったら昼間の調査中止は英断だと思います。

連日お疲れさまです。微力ながらお手伝いできたらうれしいです。またイベント等なにかあれば連絡を頂ければと思います。

ホームレスの人に関心を向けることを続けてください。

これからも頑張って下さい。

素晴らしい活動だと思います。これからもよろしくお願いします。
これからも頑張って下さい。

貴重な機会をありがとうございました。

このような機会を与えてくださりありがとうございました。

貴重な機会を与えていただきありがとうございました。

お疲れ様でした。アウトプットの大切さは重々承知なのですが、4時は頭が回らず、メッセージを考えるのが大変です。

私のいる[大学所属名]コースでもこのような活動があり交流がこれからもあると嬉しいです。ありがとうございます。

頑張ってください！！

ぜひストカンを継続して欲しいです。

坂茂的なホームレス住宅を提案できたらいいですね

調査、研究と現場主義の両方を大事にして下さい。どちらも当事者の方々のために。

頑張って下さい。

次も1000人目指していきましょう。若い人たちがこんなにも関心をもって発信もグルーブも起こしていこうと、私たちおじさんもまだまだお手伝いすること一緒にできることはありそうです。

将来、都や国の統計としてARCHのストカンデータが採用されること、そして、ホームレスの方を社会が包み込むような未来になってほしい。

範囲を広げて神奈川県の方でもやってほしい。

また活動できればうれしいです

また機会があれば参加したい。目標が実現できるよう、応援しています。もっとホームレス問題について学習したい。また、他のボランティアにも参加しようと思う

テクノロジーを活かしてみるのありかと

また機会があれば参加したいのでぜひ続けてほしいです

お招き頂きありがとうございます。アウトリーチはなかなか難しいことがわかりました

普段はできない経験をさせていただきました。次回はぜひカウントしてみたいです

次回以降はもう少しゆとりのあるスケジュールで動きたいですね（自戒も込めて）！

もっと多くの市民に参加を促して下さい

今、日本の中で何かよく分からないけど何かの価値観がちょっとずつ変わりつつあると思います。人の考えを変えるのは難しいですが、頑張って活動していってほしいと思います！

継続して下さい。応援します

今後もこの活動を続けてほしい

これからも活動を広げていってほしいです。

このような大きな活動をされていること、本当にすごいと思います。これからもなんらかの形でかかわっていきたいです。

貴重な活動をぜひ続けて社会に提言して欲しい。

私がやりたかった調査です。ぜひ、またやって下さい。

いつも大変な作業をしていただき頭が下がります。今回多摩川キャンセル残念でした。

ホームレス状態にある人のことで、あまり深く考えてこなかったので、とても勉強になることばかりでした、今日は中にしなってしまいましたが、次の機会に参加できたら幸いです。

歩いて、続けて、届け。みんなでmovementをおこせばきっと変わるよ。東京を、いい方向へ。

がんばってください。

活動についてもう少し知りたい。

この様な活動を続けていってほしいです。

今後とも応援してます。

このような活動があることが知れて、そして参加できて良い経験になりました。ありがとうございました。

おつかれさまです。何年か続けて欲しい。いつかもうデータをとる必要がない世の中になりますように。

お疲れ様です、このような活動に参加できたことを嬉しく思います。また参加してみたいです。

気づきの機会をいただきました。ありがとうございます。

東京オリ・パラ後にも何らかの形でつながるような仕掛けをお願いします、

今までもこれからもずっと応援します

様々な立場の方の知恵を集めて。特に若い人の知恵を。

継続は力なり!!

思いかけず、ホームレスがたくさん街中にいうことに気づいて下さい。

これからも期待しています

取り組んでいって下さい。

頑張って下さい！

このような活動がどこにつながっているのか、とても関心が深まりました。これからも頑張って下さい。また機会があれば参加させていただきます。

また機会があったら参加したいと思います

本当にホームレスの方やそれをなくす政策実現のため、より一層活躍してください。

今後も様々な取り組みをお願いします。今後も参加させていただきます。

はじめまして。受け入れて頂き、協働できてうれしいです

ストリートカウントはよい経験になりました。ありがとうございました。

今後もぜひ活動を継続してください。微力ながら応援したいです。

頑張って下さい！

この活動を続けてほしいです

凄く良い経験をさせていただきました。ありがとうございました。

このような機会を用意していただきありがとうございました。

良い企画だと思います
これからも頑張って下さい

1)下流の組織化、2)それを活かせる都市のあり方(デザイン)

良い経験ができました。もっといろんな話が聞きたいです。またストカンがあるときはお手伝いさせてください。

この活動が日本中の人々に広まるよう、私も少しでも力になれたらと思います

パーソナルスペースが小さすぎる。

次回は企業単位での参加の呼びかけについて、作戦を一緒に考えましょう。

ぜひ継続していただきたい

たくさんの準備おつかれさまでした!! 本当に大変だと思いますが、皆さんの力私達の小さな井からを使ってこれからも走り続けて下さい

また日程が合えば参加させていただきます。

ボランティアで活動していて本当に敬服です

東京を見つめ直すきっかけを作ってくださりありがとうございます。

これからも素敵な活動をしていって下さい。

いつもありがとう。

がんばってください。また参加します

今回で3回目の参加です。いつも楽しく参加させてもらってます。また、参加します。

とても素晴らしい活動です。誇らしく思って、これからも活動していくと共鳴する人が増えていくと思います。

よくがんばっていると思います。

この成果をどうまとめられるのか楽しみです。
オリンピックに向けて頑張ってください。

ストカンを始めてもう2年になるので、そろそろ具体的なプロトコルを作成してください。調査の意味付けが変わると思います。

活動の発展を祈ります。

非常に良い機会でした。

調査の目的に書かれている２つのことに全く賛同します。

がんばって下さい

ストリートカウントを続けていくと同時に次の一手が重要になってきます。

世界の謎と都市への幻想

初めての参加でしたが良い経験が出来ました。これからもこういう機会を沢山作って下さい。

自分の町・市・都を知る良い経験となった

ホームレスのサービスを充実させるために国に呼びかけるべきだ

ボードもう1個欲しい。地図にマーキングする用!

多くを学べる機会を提供していただきありがとうございます。

貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました！

今日はありがとうございました。とても貴重な経験でした

貴重でレアな経験をありがとうございます。

毎回アップグレードされてて本当にお疲れ様です。ネームホルダーあって良かったです。

都市問題の現実がさらに明確化する活動だと思っています。

お疲れ様でした。集計などこれからも大変だと思いますが、がんばってください。ありがとうございました！

ぜひこの活動を続けて広めていってほしい

ぜひこの活動を続けてほしいです

素晴らしい取り組み

この活動をさらに広めていってほしい

また参加したいです

さらなる発展を祈ります

今後の調査のまとめを見たいです

お疲れ様

"優しい都市"実現しましょう！

カウント後のアクションに期待します。

今後もこの活動を続けてほしい

ユニークかつ有意義、そして効果的な活動に参加させて頂き有り難うございました。

今後も協力します！

貴重な大変を有難うございます。見えていなかった面にあたってみて初めて見えるものがあると気付けました。

説明も分かり易く待機場所も確保してもらい、気持ちよくカウントが出来た

リーダーシップをとって社会変革をして行って下さい。協力します。

大変お疲れ様でした。今後の活動に注目したい。

ストカンはただの入り口。これで路上生活の実態を知った気になるわけにもいきません。ここから各参加者がどうアクションを起こすか。そのフォローアップ（支援活動の紹介くらいはあってもいいかも）も少しでよいのであると嬉しいです。

SNSなどでのイベント紹介がもう少し活発でも良いと思う。自分も知人を介さなければこの催しをしることはなかった。個人情報、安全面への配慮は素晴らしかった。

これからもこのような活動をお願いします。

今回とてもよい経験になりました

もっとストリートカウントを知ってもらえるように発信する。

どういう成果が出るのか楽しみにしています。

数を把握するだけではなく政策提言へきちんとつなげて欲しい

多くの人を巻き込み、問題意識醸成や事実を知ってもらうことを働きかけている一方、行政などへの働きかけもしていて社会にとても大きな影響を及ぼすと思います。これからもOGとして協力できればと思います！

こんなに大きなイベントを運営されていて、すごいと思いました！お疲れさまです。

これからも頑張って下さい！

ホームレスの人数を調べて次に何をするかが重要だと考えられる（データをどのように活かすか）

素晴らしい取り組み。ストリートカウントで得た数字とセットで政策提言を行政にぶつけて欲しい

これからどんな事が起こるのかを楽しみにしています。

東京都民以外の人でも、興味のある人への情報を発信できたらいいなと思いました。

応援します。頑張って下さい。

活動のエネルギーと穏やかな雰囲気が素晴らしいと思いました

いつも準備等大変な作業だと思います。応援しています！

とても素晴らしい活動です。胸を張って活動していけば、ついてくる人が増えてくると思います。

ホームレス問題を考えるキッカケを与えてくれて有り難うございました。

ぜひ貴重なデータを整理して公開してください

頑張って下さい

今後も様々な取り組みに期待しています。私も積極的に参加させて頂きます。

今回はありがとうございました。機会があればまた参加したいです。

これからもストリートカウント続けてください。また参加します。

今後も頑張って下さい。

私はあまりホームレス等の貧困問題について知りません。予備的な知識や今の状況について知るちょっとした時間を出来れば欲しいです。

数年続けて欲しい。

これからのストリートカウントをやってください。お願いします。

違う東京が見られました。活動ぜひ継続してほしいです。頑張ってください。

ホームレスについて知る機会をありがとうございます。

もっと開いて広がりますように。応援します。

こういう調査を今後も続け、アクションをこれからも起こしてほしいです。

調査に参加させて頂いて有意義に過ごせました。ありがとうございました。

お疲れさまでした！

ホームレスのカウントだけでなく、そこから支援をしてホームレスの方に親身になって自立する協力をしてください。

活動を通して問題を生で見る機会があるのはありがたいです。

これからもぜひ続けていただきたいです。

この活動は参加して見てとても楽しかったです。きっと仲間が増えると思います。応援します。

これからも継続してください。

徹夜のし過ぎに気を付けて下さい。

ホームレス問題に関心の無い人も活動の情報が届くように広報頑張ってください！！

記入・調査をスマホなどを使って電子化すれば記入も集計も楽になると思う。紙だと非効率な気がします。地図アプリとか、調査アプリを探してみたらどうでしょうか。

今回大学の先生から紹介して頂き参加しました。もっと若い人、あまり福祉に興味のない人々に参加してほしいなと強く思いました。まちづくりや地域形成を学んでいる自分にとってとても意義がありました。

貴重な経験をさせて頂きました。ありがとうございます。

積極的に調査、活動され、また市民を巻き込むこと、大切だと思います。どうぞこれからも続けてください。

回数を重ねていくことで見えてくることや、活動の広がりが出てくると思います。頑張っていますねー。

今後も引き続き継続していくことを願います。

大規模調査お疲れさまです。

貴重な体験に関われる機会を与えてくれて、ありがとうございます。

市民が参加できる行動と企画、周知してくださりありがとうございます。行政への訴えのほど宜しくお願い致します。(屋台骨の1人になりたいです。)

頑張って下さい。

これからも広げる活動がんばって下さい。ありがとうございました。

お疲れさまです。二日間ありがとうございました。集計大変だと思いますが調査結果楽しみにしています。

頑張れ

初めて参加させていただきましたが、もっと身近な社会に興味を持たなければいけないと改めて考えさせられました。この活動に参加させていただき、ありがとうございました！

活動が広まっていくといいなと思いました。

調査楽しかったです。この調査がどう分析されているのか、見えてくるのが楽しみです。
今回は貴重な体験をさせていただきました。このような活動がより多くの人に周知されればいいなと思います。

東京新聞の記事読みました。より広いメディアでの発信期待しています。

今回参加させていただき、新たな気づきがたくさんありました。ありがとうございました。

もっと活動内容知りたいです。

他のボランティアの方と班を組むのも良いですが、専門に学んでいる人とも一緒に歩きながら話を聞きたいです。

まず知るということが大事だと思うので機会を提供してくれるのはすごくありがたいことですし、これからも続けていってほしい。

お疲れ様です。深夜活動の運営は大変だと思います。

オリンピック後も継続的にこの問題に取り組むネットワークづくりをしてほしいです。

ホームレスの方々にも、当活動を知ってもらったらいかがでしょうか。

人とつながることを考えさせていただきありがとうございました。また参加します。

様々なことを考えるきっかけとなるストリートカウントを企画してくださりありがとうございます。

今日の活動が少しでも、誰かの役に立てば、仮に時間がかかっても嬉しいと思います。

今後の益々のご発展を期待しております。

たまたま見つけたボランティアですが、いい体験ができてよかったです。ありがとうございました。

これからもより良い街をつくるために、活動し続けてください。あと、多分これからもよろしくお願いします。

弱者に目をむけたこのような企画があることは貴重です。2020年オリパラにむけて更に大事になると思います

お疲れ様でした！！

これからもまわりの人たちをまきこんでどんどん活動してください。応援しています

とても良い活動だと思うので、これからも活動を頑張ってほしいです

これからもこういった活動を続けてほしい

このような場を提供していただきありがとうございました

今後もこのような活動を継続していって下さい

本当に素晴らしい活動だと思います。これからも、応援しています

今回この活動をはじめて知りましたが、想像以上に勉強になりました。また参加したいです

ホームレスの実態に迫ることができました

調査はできなかったけれど、色々なことを学べました。ありがとうございました。

貴重なお時間を有難うございました。また参加させていただこうと思います

遠方で難しいですが、また参加したいです

あと2年、大きなムーブメントになるように頑張って下さい。陰ながら応援しています

頑張ってください。お疲れ様でした

昼はスタディツアー。昼の時間を見直しましょう

まずは考えを広めるところを一番の目的にするといいかなと

ホームレスの人々の声をひろって社会に認識してもらうことの大切さを感じました。カウント以外にも勉強会等で興味を持ってもらうのも良いかと思いました

今日の出会いに感謝！これからの活動に期待していますし、一市民としてまた参加したいと思います。

起きているHLの方には、　我々がどういう活動をしてるか説明して、そういう視点からHLの方々を支援する！ということを知らしめるのも大事かなと思います。難しいですが･･･

また機会があればストリートカウントに参加してみたいです。

若年ホームレスへのreachは今後行うか、どのように？

長く続けて下さい。東京の変化をお知らせ下さい。

初めて参加しましたが、とてもの意義のある活動と思いました。頑張って下さい！

データは手にした！次はコミュニケーションだ！！受け手の立場を考えてみましょう。

いい機会をいただきありがとうございました

これからも参加して少しでも協力できると嬉しいです。

わたくしを招いてくれたことに感謝しています。"活動"の１つにしていきたいと思っています。

現状を明らかにするためにもこれからも活動のほう頑張って下さい。

今回この様な場を用意して頂き大変感謝しています。とても勉強になりました。今後も注目しています。私も出来ることがあれば参加していきたいです。

私が行った場所は意外とホームレスの人がいなくて少し驚きました。

一人一人の幸せって一人ひとり違いますよね。そういうことが尊重される都市ってどうしたらつくれるのでしょうね。

この様な活動は普段ホームレスの方と関わりがない人が現場を自分の目でみれる良い機会だと思います、ぜひ今後も活動を続けてほしいです。

すばらしい活動をさらに活発に。カウントは手始め、そこからの広がりに期待！

また参加したいと思いました

このような活動に携われてあり難く思っていますし、社会的に発信することに携われて良い経験になりました

オリンピックに向けて整備をされた東京のメリット・デメリット

これからもこの活動を続けて下さい

初めて参加しましたが、参加してとても良かったです。

調査お疲れさまでした。大勢の人を巻き込むのは大変だと思うけど、ソーシャルインパクト楽しみにしています。

暑い中お疲れさまです！

是非続けて下さい

ストカンに参加して、実際にまちを歩いてみることで、沢山知ることがありました。ありがとうございました。

お疲れさまです！明日の河川敷決行できますように！

尊い活動をありがとうございます。次回も是非参加します。

生まれて初めてのボランティアを無事に終えることができました。ありがとうございました。

Time was short (for the continuing)

頑張ってください

これからも活動を続け、人数が増えてもっと広められるようになるといいと思います。

ぜひ、この活動を進めて欲しい。ホームレスの人について考えるきっかけとなった。

ストカンにアウトリーチ相談を加えて

路上生活者に関わる団体は政治的に偏っているところも多いので、大学のバックグラウンドを持つARCHが普段からアウトリーチ等の機会を提供すれば、より広い層と現場の接点になると思う。

社会を変えられる取り組みを応援しています！

今年もお世話になりました。準備や運営など、お疲れ様です。

またよろしくお願いします

これからもがんばって下さい

もっと宣伝してほしい！！

やまて、反省して下さい。

埼玉県民なので特には…

公約はひとつも実現していないですね！

本当にオリンピックやりますか？夏に?!

見えないままにせず支援をしてほしい

大変だとは思いますが皆が住みやすい地域をつくってほしい

東京を歩いてみましょう！

ホームレスには関心ありますか？ぜひ都庁の足元に目を向けて排除ではない包摂のプランを

ホームレス0人をどう実現するか具体的に教えて欲しい

眼の前にある問題だけでなくその先にあることについてももっと考えて欲しい

貧困とは？実態をみてみて下さい。(希望すれば)支援要請がどんな立場の人からもスムーズにできるようなしくみを考えてもらいたい。

まずは、貧困とはなんなのか、貧困の状況を具体的に知ってほしい、

社会保障をしっかり考えて欲しい

オリンピック・パラリンピックという明るいサイドだけでなく、現実をみて欲しい。あなたの足下だよ？
オーストラリアをご参考に！

実態を冷静に把握して欲しい。

現場へ足を運んで下さい。

がんばってください。

見てくれだけ良くしても、いつか破綻してしまいます。ボトムアップが大切です。

ホームレスの人々に人権は必要ですが、自分から自立しよ

うわべだけでない矯正のまちづくりへかじを切って下さい、多様性の尊重こそ人間社会の根源です。

実際に歩いてみてほしい！

オリンピックで使う東京なのだから東京すべてを見て欲しい、東京をいい都市だと思うためにも

仕事して下さい。

民の知恵に富のチカラをもっと貸して下さい。

ホームレスの人が再帰するプログラムは作れないのか

きちんとしたデータを元に政策を

原点会費

これまでの福祉政策の延長上にない、新たな福祉政策の転換を

夜の[場所名]公園を歩いてみてほしい

ホームレスの方も大切な都民の１人。何か政治の力できないものでしょうか。

もっと福祉に力を入れて

真夏の公共施設の開放・エアコンシャワー。水道民営化反対！一般市民がこういうことをしていることに感想は

もうやめましょうオリンピック。前任者たちの無責任をかぶって大変だとは思いますが。

実行的な福祉政策をして、ホームレスを排除しないでください。

”都民ファースト”を貫いてください。

公約というのは選挙活動の材料でしかなのでしょうか？

実際に歩いたら良いと思います。

誰も知らないデータなのだから、ぜひPublicにしてほしい

ぜひ見て下さい、この活動を！

ホームレスや弱者も住みやすいまちづくりをこころがけてください。ホームレスの人たちを追い出さないで下さい

弱い者いじめのような制作をとらないで弱い立場の人に優しい都政を目指して欲しい。

ホームレス状態にある方々を排除しないでください、世界に胸を張れる人権都市東京を

ホームレス対策は排除するだけでは解決しないと思いました。

排除しないでください

優しくね。

おもてなしは大事

とりあえず暑さ対策を･････選手も観客も健康第一!!

ホームレス支援団体を支援してほしい。

あらゆる差別と排除をなくすよう、自らの言動を改めて、都として取り組んで欲しい。

共生、そして自立に向けた支援ができる東京にして頂きたい。

みんなが住みやすい都市をつくってください。

「都民ファースト」の「都民」ってどんな人ですか。

ホームレス問題含め諸社会問題について真剣に取り組んで欲しい

行政もホームレスをしいたげるのではなく守る方向で政策を打ち出して欲しい

ぜひストリートカウントしてください

公園から排除するな。空き家を住居に活用する施策を打ち出して下さい

実態を把握して、行政として何が出来るのか、人権的観点から検討をお願いします。

税金をどこに使うか、今一度考えた方がいいと思います。

ARCHの意見に耳を傾けていただけるとうれしいです。

様々なものをうけとめられる器の大きいまちにして下さい

この調査データが少しでも研究の役に立てれば幸いです。

ホームレス支援に力を入れていただきたい

オリンピックを注視して知事を辞めて下さい。

一度ストカンに参加してみて欲しい

西新宿にホームレスが安心して暮らせるように！

ホームレスの人に対する政策をしっかりしていってほしい。

東京をいい都市にしてください。期待してます

人気につながらないと思いますがホームレスも真正面から取り上げて！

見かけだけ生前とした冷たい都会にはしてほしくない

小さなことから大きな事までさまざまな都市問題があると思いますが、ゆっくりでもいいので一つ一つ軽視せずに取り組んでほしいです

文化的な生活の保障が必要

都政よくしていただけたら。

やまて、反省して下さい。

一緒に歩きましょう！

ホームレスの方々が社会復帰できるような仕組みをお願いします

ノリだけじゃない、真摯な政治をしてほしい。1つくらい公約を実行しろ!!

東京は良いまちです。現状維持ではなく、より良い街にしていって下さい。応援しています。

東京はまだまだ不完全な町で改善すべき箇所はたくさんある。多角的な視点を常に持って欲しい。

「人にやさしい」を本当に実現してください。

明治公園を封鎖したことは大きな間違いです。

オリンピックを理由に公園等からの排除のみではない、昨今の厳しい天候時に避難できるシェルターを設置してほしい

”公園でねる”ということ。都内でなくして下さい。

ホームレスを排除せず包摂する政策を！

排除しない、されない。
ホームレスを人じゃなくてhomelessという単語で考えてほしいです。

ホームレスは好きでやっているわけではない。排除するのではなくよりよい支援を！

早く退陣して下さい

ホームレスを追い払っても何も解決しない

触りのいい言葉ばかり使ってないで、しっかり問題と向き合って下さい

高い都庁の窓から見下す世界の混沌さに眼差しを。

全く期待できないのですが。

ホームレスに限らず、都内の貧困は見えない所に沢山かくれています、行政としてもアウトリーチ出来る体制を作って欲しいと思います。

すべての人が住みやすい優しい都市にしてください。

辞めて下さい

誰かを排除するのではなく、どんな人にもやさしい都市をつくてほしいです。

差別、排除のないまち、東京へ。都知事ご自身から発信を。都民は見ています。

市民がホームレスのことを考えている(つつある)状況だということを知っていますか！

ホームレス排除しない東京にして欲しい。

ホームレスを払うのではなくなくすための、また条例をつくるなどの支援をしてほしい

ホームレスの人をただ排除するのではなく、そこへの対処を考えるべき

ぜひ東京から人に優しい社会づくりを発信してほしいです。
ホームレスの宿泊施設を作るべきだ

まずホームレス状態の人々が公式発表より多いことを認め、排除ではなく支援をして欲しい。

ホームレスの現状を都がもっと詳しく調査すべきです

プロトコル適用お願いします。

一刻も早くオリンピック返上し、基礎自治体の福祉を強くするため、ケースワーカーなどを増やすべきである。

都民ファーストの都民にホームレスの人など弱い立場の人は入っていますか？

都市問題を放置せず、まずは現実を知ってほしい

ハウジングファーストを政策に掲げよう

ストリートカウントをやってみてはいかがでしょうか

こういった活動を生かすも殺すも小池さん次第です。誠実に受け止めて、都政を動かしてください

ホームレス問題にもっと力を入れるように…

1人1人の市民の声を聞け

本気でホームレス対策とはホームレスを守ること

社会的弱者にもっと目を向けて

現状を見てほしい

オリンピックの後でなく前にパラリンピックをやるというのはどうでしょうか

ホームレスの問題に目を向けて進めてください

築地市場移転反対！

女性の都知事なので期待している

コンクリートジャングルの東京を、もっと緑を多くして

ホームレスの方を排除するのではなく共存できる制度の整備が必要だと思う

貴殿の政策に日本国民が期待しています。実現に向けこれからも邁進していただきたく思います。

都知事がんばれ

ホームレスの人たちを排除すべき他者として扱わないで下さい。彼らは東京の住人です。

存在を認め、人間としてみて下さい

ホームレスの人たちを守る活動をお願いします。

理想を追い求めすぎないで欲しい

ホームレスの方に目を向けて頂きたい。

これまでの福祉の延長線上には未来はない。革新的な福祉政策を！

社会的弱者にもっと目を向け、問題・課題解決を！

2020に向けて多様性を包摂する東京に舵をきれるか。出来ないならリーダーの交代を。

都政を私物化するのは恥ずべきことなのでただちに辞めて欲しい

ホームレスの方を追い出すのではなくもっと根底から改革して欲しいです

オリンピックを目前に、目に見える部分だけを取り繕うのではなく、見えない部分も含めてしっかりやってほしい

ホームレスの人々の実態を知っていますか？夜の東京、歩いてみて下さい。その上で政策を考えてみて下さい。

無視することはできないし、住み易い環境を与えるべきだと思う

政治問題ではなく、このような事を世間に広めてもらいたい

内容のある政策をやって これからの東京の形とは？（モデルケースや将来像）

良い都市にして下さい

東京をより素敵な街にしましょう。

シェルターを作りなさい。プロトコルを作りなさい。

世界から注目されてる東京が2020年までによりよい都市になるといいなと思います。

マイノリティに優しい社会の実現に力を入れて下さい。

ホームレス問題をなんとかして欲しい。

政治に興味がないので何をしているかよく分からない

ストリートカウントに参加して欲しい

現実問題を直視して欲しい。

昼や夜にぜひ自分の足で見に行って、現状を知って欲しい。

東京をもて遊ばないでください。

オリパラやってる場合じゃない！他に金使うべきことあるでしょ。

巨大施設と管理された空間ばかりで東京を息苦しくしないで下さい

一緒にストカンで深夜の東京を歩きましょう！

都庁のふもとをあなたは歩いたことがありますか？

どこまで実態把握していますか？

応援はしていませんが頑張って下さい。

"オリンピック開催は総力戦"という言葉に、ホームレスのひとは含まれるか

優しさ溢れる都政に！

是非前向きに検討して頂きたい。

路上生活の実態についてよく考え、これからの将来、特に2020年に向けて考えていくべき。

東京を美しく魅せたいのなら、この問題にも強く手を出すべきだと思う。

路上から公共空間からホームレスの人たちを排除しないで欲しい

見栄えだけに拘らないで。特別視する必要もないけど虫するのは違う。

ホームレスの方も同じ東京を成り立たせています。一部の国と同じように排除して見えなくすることはしないで欲しい。

優しくなりましょう

ホームレスの人々を排除せず、そこに住まう全ての人々を大切にした、真の意味で魅力的な都市を目指して下さい。

ホームレスの方がどうすれば快適に過ごすことができるか、少しでも数がすくなくなるか考えて。

今度お忍びで一回歩いてみませんか。

一度ホームレスになってみませんか

東京はあまりに広くて深いから「全部わかっている」まｍｍては言えないという謙虚さをもって

人を大切にする東京を是非モットーに。

生活保護費で生活してみることを強くおすすめします。

あまり目立とうとせず、ホームレスの方を含む都民に役立つ政策を実行してください。

オリンピックやめてもいいと思います。

様々な視点から世界標準をクリアできる都市づくり考えて下さい。

誰もが排除されないまちにしてほしい。

生活困窮者自立支援法、生活保護法が改正され、良い面、悪い面ありますがそれでも社会的弱者を見捨てず都が守って欲しいと思います。

五輪や観光の為の開発も大切ですが、誰も排除しないやり方についてもしっかり検討してほしい。

墨田公園はもう少し見通しよくした方がよいかも。

オリンピック後もすたれない都市開発を計画してください。

しっかりと目を向けて欲しい。

行政が福祉に繋げるべき。非申請主義

特になし

ホームレスも都民、都民ファーストに変な差つけないように。

ホームレス生活から施設ではなく居宅に移行する支援を願いたい。

最も弱い者まで包括して底上げするような都政をお願いします。

多面的に、東京を捉えてもてなすだけでよい。東京五輪を考えられたらいいと思います…。

"形"に残るものだけでもなく、人々にやさしさと幸せをもたらす無形のレガシーを残してほしい。

石原都政の悪行を改め、夏のダイバーシティ東京を目指して下さい。

地域生活移行支援事業の再評価を

いつも同じ場所で寝ている(定住している)ホームレスをどう思っているか知りたいです。

暑さ対策を！！

まずは現実を知って欲しい。

ホームレス問題を無視しないで欲しい。

キレイにすることだけが仕事ではない。

ホームレス問題についてもっと議論して下さい。

人目を避けて、居場所を見つけられずにいる人々が大勢います。公の目に触れないところから、少しずつ立ち直る時間と場所が必要な人々がたくさんいます。

レガシーへの盛り込みをぜひ！！

満員電車、駅や駅周辺の衛生面への取り組みを期待しています。

何にせよ明文化してください。お願いいたします。

東京のキャッチコピーを「やさしい都市（東京）」にしては？

人気集める政策だけじゃなくて、立ち退きとかの問題をもっと対応して欲しいです。

「都民ファースト」の都民てどこの誰ですか。どんな人たちですか。

ホームレスゼロとかはあまりにも排他的なのでやめたほうがいいと思います。

キラキラしていなくても世界に誇れる誰にでも優しい都市を創造しましょう。

いろいろな優先課題があるでしょうが、都民でなくてもこの問題は東京で暮らす人の人権問題だと思います。

福祉先進国を含むグローバルスタンダードの価値観に基づき、東京をアピールしてほしい。

ホームレスの人々が受けることのできるサービスの情報をより発信してほしい。

ホームレスを邪魔者扱いせず、一人の都民として生活について考えてあげてもらいたい。

野宿者や貧困状態にある人を排除しない街にして下さい。

誰もが「ホーム」を持てる社会に

都知事の大好きなレガシーを是非。昼間調査と夜間調査の差の認識を持っていただきたい。ホームレスの方の権利を尊重した対策を進めて下さい。

コミュニティが崩れてきてそれを再生せるため、いろいろなしかけをされていますね。現場や当事者の声を是非忘れないで下さい。

誰もが抱く問題意識に関する取り組み以外の東京の課題にも東京全体で取り組みたいです。

東京オリンピックをはじめとして都民全員が一丸となる必要は多いと思う。それを念頭においてほしい。

一緒にストリートカウントに参加しませんか？真の都民ファーストが達成できると思います。

今日体験したことをもっと多くに人が知るべきだから、東京全体でそういう知る機会というのを設けるべきだと思う。

居住支援、住宅政策の新たな検討を！

排除しない社会を！着実な政治を！ダイバーシティにホームレスは？

オリンピックの”おもて”の面だけでなく、陰の部分にも光をあててください。

都市化が進んでも今もなお生活するのに困っている人たちがたくさんいます。東京をより良い街にするためにはホームレスの人々の対応は第一優先だと思います。

一緒に歩きましょう

ホームレスの方にどのような支援を行っているのかを知りたい

弱者に目をむけた都政をしてほしい

河川敷は問題です！！（衛生上の問題！！）

もっとこういった人達への支援を進めてほしい

なんとかしてください。現状をよく把握してください

ホームレス問題への政策をしっかりお願いします

ハウジングファーストを実現してください

ホームレスの人を排除しないでほしい

色々な立場の都民の声は届いていますか

ホームレス状態の人を排除するのではなく最低限の介入で良い方向に持っていってほしい

オリンピックなどよりも前にホームレスの人への支援などからした方がいいと思います

都民ファーストの中の「都民」にホームレスの人が入っているのですか

東京オリパラが目標ではなく長期的な支援を考えてほしい

ストリートカウントという動きが市民間で広がっていることに気付いて！

東京の長所を伸ばし、短所をなくしていってください

ホームレス状態でも最低限生きていけるように住む場所を無くさないでほしい

ホームレスになる人の出ない都市を目指してほしいです

オリンピック開催都市である東京が"やさしい"都市であってほしい

実際やるとかなり考えが変わると思います！

オリンピックで諸問題が露見することが多く、それをバッシングする人がいますが…

目の前のことじゃなくもっともっと先の未来を！

もっと人にやさしくあって下さい

目線を低く誰も排除されない東京へ

住居喪失状態にある方も「都民」です。

東京オリパラをホームレス問題の改善につなげるきっかけにしてほしいです。 東京を美しく魅せたいならこの問題にも考えるべきではないでしょうか。
是非オリンピックまでにホームレス排除でなくホームレス支援を

多様性を受け入れる東京を描き、推進して下さい。
東京の人間は冷たいというイメージを払拭して下さい。

きれいごと並べすぎ。政治家として気が強いことは大事かもしれない。リアルな声に耳を貸すことを忘れるべきではない。

都としてサポートできるような体制がもっと活発になるようにしてほしい

プロトコル出してほしい。優しい都市、東京

プロトコルよろしくお願いします
東京をよくするためには、まだ沢山の問題がある。全てを一気に手を出すわけにいかないが、認識しておくべきだ。

ホームレス対策でハウジングファーストの導入して下さい

ホームレス支援をしている方々を支援して下さい。
あんまり関係ないけど喫煙者用スペースをつくってください。都立喫煙者用スペース絶煙設備絶対必要!!

ホームレスの人の悩みを把握したほうがいい。

よくわかりません。

このような活動があることを知っていますか？

ホームレス問題について真面目に対策を考えるなどしてほしい。
ホームレス対策を予算をなるべくかけずにとってほしい。

ホームレスの人たちを"排除"することなく、オリパラを一緒に盛り上げ、成功させるメンバーの一員として見てもらえるような取り組みをしてほしいです

ホームレス対策の根本的な政策見直しを

貧困など、せいかつが大変な人に寄り添った都政にしてほしいです。
少なくとも野宿の邪魔はしないでください。

ただ排除するだけの方向性に進まないでほしい。

開発は町をきれいにする一方、小さな公園などからホームレスや生き物を追い出しているのではないですか？

やるべきこと学ぶべきことはたくさんあります。

東京をもっと知って下さい！！本当にあなたがやるべき事はそれだけですか？

スポーツがんばりましょうー！

東京は暑いですよ！その路上でおなかを出して寝ているおいちゃんも見て欲しい。仙人か！

東京の街にポイ捨てなどせず、キレイにしてほしい。

日本に刺激を与えて下さい！

日本を様々な視点でみて海外で話題にして欲しい

ホームレスの人たちについてを含め、感じたことを率直に伝えて欲しい。

東京でも全部を知ってほしい

路上生活の方がいる＝治安が悪いなどとは思わないで欲しい

競技場の建設や準備のために路上生活の人々を排除していることも知ってほしい。

外国の眼から見て日本のホームレスはどのようなものであるかなどを発信すると良いと思います

「やさしい都市、東京」にようこそ！

日本の現状をぜひ見て欲しい。おかしいところはおかしいと、素直にください。

日本の東京文化を楽しんで下さい

期間中だけで東京を評価しないで欲しい。

目に見えることだけでなくそうなった原因も一緒に見て欲しい。(国の対策など)

きらびやかなTOKYOだけでなく、雑多な街「東京」の素顔にも触れ、外から見た目を向けて下さい。

暑い東京へようこそ！きれいな東京かな？

日本のスマートな面だけでなく、先進国である日本が抱える課題について知って、一緒に考えて欲しい

東京の”良くないところ”もしっかり見て、持ち帰って下さい

”東京”の感想を聞かせて下さい。

競技だけでない街としての東京の奥深さを感じて、発信してほしいです。

ホームレス問題はこの日本にもある問題。考える機会になるかもしれないです。

日本は、習慣ですごいことをいているので見て下さい。

ARCHの提案い耳をかたむけて

東京の町を楽しんで下さい。

様々な主体に注目して欲しい

東京は美しいとか新しいとかいいえんだけではないです。もっと本当のTOKYOを知ってほしい。

熱中症対策はしっかりとしてください

グローバルスタンダードかつ日本ならではの良さでむかえたい

日本のことを好きになってください。

日本は、東京は、まだまだ優しくないところです…

東京は先進国で貧しい人はいないと思っているかもしれませんが、実施は違うということを実感してください。

DeepなTokyoをツアーして欲しい

東京に住んでる人たちの暮らしは守ってほしい。

ご覧になった東京のそのままのイメージを(ポジティブ、ネガティブ問わず)そのまま発信してほしい

華やかな世界の裏も見てください。

特になし

楽しんで下さい。キレイに街を使って下さい。

いろんな人がいることを知って下さい

東京の中の多様性も見てみてネ！

ありのままを知ってもらう多様性を理解してほしい

実際と想像の差も知りたい。

東京を楽しんで下さい

暑いよ。来ないほうが良いよ。もし来たら、日本の現状をあなたの国に伝えてね。

東京の都市をたのしんでください！

先進国と思われている日本でもホームレスはいます

オリンピック・パラリンピックそのものもいいが、それまでの過程もみてほしい。様々なところで色々な人の努力がある

東京はホームレス状態の人がいる都市です、

サポートお願いします

日本の、東京の陰の部分もよく見て気づいてほしいです。

中止！

東京、夏は夜でもあついです。宿がみつからんかったら、外で寝る･･･というのも難しいかも知れないですよ。

海外の方々に対する"おもてなし"とともに同国民に対する"思いやり"も忘れない東京にしていきたい

東京はひどい街です。差別と排除の街です。

東京や日本を多角的に見て下さい。

きれいなところだけを見ないで豊かと言われている日本にもホームレスはいることを知って下さい。

お祭りを楽しむのもいいですが、オリンピックにひそむ問題にも関心を持って

あなたの国にあるものは世界中の何処にも存在する。見ないことの不可能性。

日本はどんな国だと感じますか？

一見、にぎやかな街ですが、見えない所に沢山の貧困や苦労が、かくれています。表だけでなく裏にも興味を持ってほしいです。

世界の人は日本をみてどう思う？ホームレスの人をみてどう感じる？

なぜTOKYOに来たのですか？

東京は色々なところが整備されてきれいになっています。誰にでもやさしい都市になっていますよ。

外からの目で東京を見つめてください。きらびやかな"TOKYO"だけでなく、素顔の東京をのぞいてください。

東京の都市はホームレスに、世界の人々にも優しい都市になるぞー

こういう人たちもいるということを理解して欲しい。温かい目で

世界一丸となって対処を考える

技術大国といわれますが弱者に冷たい日本社会の現実を知っていただきたいです。

オリパラは都市単位のイベントですが、都市の魅力とは施設の華やかさだけでなく、弱者を受け入れる寛容さもその一つだと思う

本当の東京を見て欲しい。良いところは良い、悪いところは悪いという正しい評価を。やさしいと思える経験が東京で多くあることを願います。

東京の本質を見てほしいと思います

一緒に世界をもっとやさしくしましょう！

東京をもっと楽しもう

最も弱い人が笑っているかどうかが成功の基準です

世界では日本より人種、人権を尊重しているのでマナーを守ってほしい

夜中の新宿も歩いてみると面白いです

東京の治安の良さを誰にでも開かれたオープンスペースの風景から感じ取って欲しい

猛暑の夏にならないように祈っています。

皆さんが知らないようなことも東京にはあります。

日本は暑いですよ。（夜も）

過去のオリンピックの開会式ではホームレスの人によるパフォーマンスもあった。それをみて、偽善と思うか、もしくは啓示と捉えるのか。

ようこそ！

華やかな東京だけではなくホームレスなどの問題に注目してほしい

アドバイスを頂きたい！

東京の良いとこ、日本いいとこ、たくさんの方に来日してほしい。日本はするスポーツがさかんです。施設もいっぱいあります。

ようこそ

世界中のホームレス状態にある人たちのことを教えてください。

良いところ、悪いところ見てください。

皆さんが来ることをきっかけに東京を変えていけたらいいです。いろんな東京に気付かせてください。

深夜の東京もクールですよ！

スポーツの祭典として、誰も排除されない採点という声をあげよう。

世界から指摘されて変わるかもしれないので厳しい目でみてほしい！

日本も成長します。

暑いから気をつけてね。

東京は暑いです！

東京にも、人目を避けて居場所を探している存在が大勢います。リアルな東京も忘れないで下さい。

東京はきれいで治安が良いまちです。

ホームレス含む社会的に排除されている人々へ各国どのように対処しているのか共有できると良いなと思いました。

いろんな面から東京を見て欲しい。

多面的に見て欲しい。相対化した視点をもたらしてほしい。

東京の良いところを是非見つけて行ってください。

夜の東京も楽しんでね。

いろいろな人に対してやさしい東京でありたいので、ぜひ来てください。

これが東京です。

東京は生きづらいまちかもしれません。

治安良いので安心して野宿してください。

日本の人はシャイですが、本当は交流したいと思っているので、ぜひ話しかけてください

もしも東京のおかしい点、良い点があればSNSで教えてほしい。

東京が決して完璧でないところも見てほしい。

東京の”良くないところ”も見て発信して下さい。

東京はホームレスの人権擁護をレガシーとして参ります。

送る言葉が届けられるように考えて動いていきたいと思います。

東京が世界でもっともやさしいまちに変われるよう、まずは自分自身が変わろうと思った。期待して東京にやってきてほしい。

東京のありのままの姿を見て体験して、好きになってもらえたら東京に住む者として嬉しい。

Let's go to "Street Count"! It's very important for you.

ホームレスだからといって、勝手に地位を決めつけて、文句を言うべきではない。

東京の様々な側面を見てほしい。そして、多様な価値観を私たちに教えてほしい。

東京はまだまだ改善すべきところがたくさんありますが、でも東京を楽しんでください。そして、その後、東京がどのように映ったかを教えてください。

今まで持っていた日本に対するイメージとどう違うのかを是非考えてほしい。

日本にもホームレスの人がまだたくさんいます

日本では路上で生活している方が多いということを知ってほしい

東京のホームレス状態を見て、世界にもストリートカウントが広まってほしいです

東京は思ったよりも整備がしっかりしていない国です
東京の良い部分と問題点、両方知ってほしいです

オリパラは明るい話だけど、同じ東京でホームレス状態で暮らす人が居るのを知ってほしい

治安が良い国、日本。そんな日本にもこんな一面があります。ぜひ募金などしていただけると幸いです

どんな方でも快適に過ごしてほしい

日本について感じたことを率直に聞かせてほしいです

日本という国の独特なコミュニティ意識、助け合いを体験してほしい

東京のいろんな所を見てほしいです

自分にとって身近な事柄のうち課題に思うようなことは、自分が訪れる都市ではどのようになっているかというようなことも1人1人が少しずつだけでもリアクションを起こせば大事なことになるかなと思います

外から圧力をかけてほしい

先進国の日本でも路上生活者は大勢いることを知って自分の国について考えてみると、もっといい世になるかも？

様々な東京の姿を見て感じて下さい。

東京はまだまだいい都市ではありません。私達日本人が日本の東京を頑張って変えていきたいです。

新宿や渋谷だけが東京ではないので東京の他の顔も見て欲しい。

暑いから来るのをやめた方がいい。長野か北海道へどうぞ
東京の本当の姿を見て下さい。

いろいろな面を見て欲しい
東京のあちこちを見て欲しい。

世界中のマイノリティ出身に視点のある大会(選手、広報、観光)になってほしい。移民、少数民族の選手、観客もたくさんきます。スラム出身者も

どんな人も排除しない街にしたいです。

東京を汚さないで下さい。なるべくうるさくしないで下さい。

陰も見て下さい

日本のいろんな面を見て。
オリパラは見せたい所しか見せるだろうがホームレスの方々が暮らしていることも知ってほしい

ぜひ東京を楽しんでいって下さい！

ぜひ、東京の良さを知って下さい！楽しいところは沢山あります！

東京のいろんな面を見て、ぜひ東京を好きになってください。

むつかしいです

この街を見てどう思うのでしょうか。どう見えるのでしょうか

これが東京です。

ごみのポイ捨ては許しません
日本の不の側面を知り、先進国などという幻想である世界に知らしめて欲しい

オリンピック何がそんなにいいんですか？

2020にオリンピックが東京でできるのか…と不安ですが、来てくれたならwelcomeです。

オリパラ観戦だけでなく、ぜひ様々な土地を訪れて日本での思い出を増やして欲しいです。
色々な面を見て、知ってほしい。 日本は豊かな国のイメージを持っているかもしれないけど、ホームレスの現状を知ってもらいたい

平和の祭典であり、誰にでも楽しむ権利があるので、それを踏まえて過ごしてほしい

表の華やかな部分だけでなく、見えないところで一生懸命生活している人がいることもしっかり見てほしい

華やかな場所以外にも注目してください

東京にもウラがある

東京を本当に豊かな都市にできるよう、手を貸してください！

東京の明るい面と暗い面の両方を知って、日本について感じて欲しい。

東京をもっとひはんしてね。

この暑さ大丈夫かなあ

ありのままの東京を見て欲しい
ようこそ

日本の現状について意見を下さい

良いところだけではない日本をみていってください

きっとホームレスよりも気になることがたくさんあるでしょう。

頑張って下さい。

ホームレスを排除しないオリパラにしよう

東京がどんなふうにどのような町に見えるのか教えて下さい日本の旅を楽しんで下さい。

町をよりよいものにするためにいろいろなボランティア活動をしている人がいることを知ってほしいです

2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに東京をより魅力のあるまちにさせたいので、期待して欲しい

東京都一緒にもっとやさしい世界を作りましょう！

東京を気に入ったのならば、定住を考えてみてはどうでしょうか。

現状を見てほしい

ホームレスの人々を見て日本の東京を判断せず、取り組みを評価してほしい。

ホームレスの人たちも含めて東京の住人です。ありのままを見て行って下さい。彼らの事を気にかけて活動している人がたくさんいます

しっかり見てほしい。そして自国に帰っても関心を持っていて欲しい。

見て見ぬ振りはできないし、世界に知ってもらえる良い機会

全力でベストを尽くして下さい

東京だけで考えるのではなくもっと地方を巻き込んで考えていくことが必ず必要だと考える

ホームレスとオリンピック・パラリンピックは関係ないので、気にしないで欲しい。

見栄えのある都市にしたい！

スポーツだけでなく現代で社会の問題を見直すキッカケともしてほしい。

楽しんで下さい

東京は昼と夜で全然違う顔を見せる場。夜でも安心安全な場になるかもしれない。

東京の良いところもそうでないところも見て欲しいです。後者については率直な指摘をお願いできれば嬉しいです。

日本の綺麗な所だけでなく、なかなか見れないホームレスの人達のことなどを知って欲しいです。

東京というまちについてポジティブでもネガティブでも感想を聞いてみたいです。綺麗なところだけでなく暗いところも見てほしい。
東京がよい街というイメージを持ってくれますように…。

東京は安全な所です。

日本は楽しいものばかりではなく、それを解決しようとしている人もいることを知ってほしい

東京には光と影があるんです。残念ながら

東京を素晴らしい都市だと思って帰ってほしい

東京にもちろん、貧困状況があることを知って欲しい。

日本は決して経済大国ではないことを知らせるべき。オリパラで追いやられた人々もいることの衆知

楽しんで下さい。

日本の現実を見て欲しい
日本を明るくしよう

東京って予想通りでしたか？

東京の豊かさと貧困を見て欲しい

暑さに気をつけて、楽しんで欲しい、日本の現状をシビアに見て発信してほしい

東京は良いまちです。東京のことをもっと知ってほしいです。すみずみまで知って下さい。

ぜひボイコットして下さい、暑くて倒れます。危険です。

オリンピックもいいですが、見物・観光をどうぞ楽しんで下さい。

もっと良い東京を準備します

海外に比べると日本はまだまだ

みなさんがいらっしゃるまでにもっとやさしい都市になっていると思います

先進国と言われている日本でも、貧富の差はあるということを感じてもらいたい

日本はホームレスの人たちを受け入れるぞ！
今の自分の生活が当たり前だと思ってはいけない。

人権的に劣っている東京の変実を見て批判して下さい

日本にもホームレスの方はたくさんいるよ

暑くてすいません。

国外からも日本のホームレスに対する意見を言って欲しい

「クールジャパン」だけが日本じゃないよ

東京に来てくれてありがとう。

東京のメインストリートじゃないところも是非見て帰ってくださいね。

東京の表と裏の両方を是非見てください。そして裏のない東京にできるように力を貸して下さい。

鋭い目線で都市を見てもらうことでよりよくなるので問題点は多く指摘してください。

暑いので覚悟していらしてください。

もっと涼しい東京を感じてください。

東京の排除する社会を監視していてください。

自国の都市と東京を比較していろいろな意見を伺いたいです。

様々な東京の面を知って、ぜひ東京を好きになって下さい。関心を持って下さい

世界の他の地域での知恵を教えて欲しい

先進国の東京でもホームレスの人がいるということを忘れないで下さい。

日本の夏は暑いです！！

熱中症に気をつけて！東京はめちゃくちゃ暑い

東京が良い都市になれるように私たち都民、日本人ががんばります

日本の良さを知ってもらえると嬉しいです!!

暑いよ。来ないほうが良いよ。もし来たら、日本の現状をあなたの国に伝えてね。

セーフティなまち東京へようこそ！
日本にもホームレスがいることを知っておいてほしい

日本を楽しんで下さい、

一緒にストカンやりましょう！

個人が持っている"優しさ"を尊重して関わりたい

東京オリンピック反対！

綺麗なイメージだけで語れない都市の側面があることをぜひ知ってほしいです。

東京で隠されてしまうかもしれない暗い部分に意識を向けていって欲しい

きらびやかな"Tokyo"だけでなく、「東京」の実情にも外からの目で触れて下さい。

日本の現実を知って欲しい。決して「おもてなし」する国ではない。

東京にホームレスの問題はあります。そちらの国々のホームレス問題を考えてみてもいいのではないでしょうか。貧困等の問題も日本も同じくあるお元気で

ホームレスの人々が住まうことが出来ない東京ではなく、全ての人々が安心して住むことが出来る東京を目指します！

言っとくけど、暑いよ。

オリパラ以外にも東京は変な面白いスポットがあるので探してみてください。

東京のいろいろな面を探してください。

LOVE&PEACE

([ARCH共同代表]さんへ)もっと後輩連れてこれるようにがんばります！

(体操部部員へ)僕が誘ったら断らず来て下さい！

([個人名]さんへ)お疲れ様です。ちゃんと母のごはんたべて下さい。

(今日会ったあの方へ)暗がりから足がでてきて心底おどろきました。どんな気持ちであの場所をさがしたのだろう。

(飲食店へ)廃棄があれば捨てるのではなく食べ物が無く困ってる人に与える

(担当者へ)問題が起きた時に迅速に対応してくれてありがとうございました！

([地名]駅へ)夜中、シャッターをしめるのはやめましょう。人を排除しない駅になって下さい。

([個人名]さんへ）情報をshareしてくれてありがとうね！！

([ARCH共同代表]さんへ）今後の活動も応援してます！！

(オリパラ委員会へ）優しい東京（プロトコル）をレガシーに。ソフト系レガシーは何もない？LGBT？

(国民へ）日本の様々な問題は東京に集中していても、全ての地域で起きていると認識して欲しい。他人事ではなく。

(自分へ)支援出来る人は支援しよう。

([大学研究室名]の皆様へ)準備等大変だったと思いますが、暑い中お疲れさまでした！

(森会長へ)オリンピックの時期を春か秋にずらす努力をしてください。

([ARCH共同代表]さんへ)笑顔がとてもチャーミング、「またお話をききたい！」という社会福祉会のメンバーが複数いらっしゃいました。

([団体名]大学へ)このボランティアを知らせてくれてありがとうございます。勉強になりました。

(自分へ)明日は我が身。

(若い人たちへ)何か困ったら知人、家族など相談してなんでもいいから頼って欲しいです。

(私へ)頑張った！エライ！スゴイ！ちょっと怖かったね。夜中の東京は。

(日本政府へ)格差と貧困をなくし減らす政策を実行してほしいです。

(一緒に参加した息子へ)よく頑張ったな！大きくなったら今日のことを思い出してよい経験だったと意味づけてくれたら嬉しいよ。

([ARCH共同代表]さん)ご連絡ありがとうございます。

(自治体へ)"住民参加”が流行りですが、そこにホームレスの人が含まれることがあればもっと面白いまちになるのかなと思いました。

(国へ)まずホームレスがでないような国の対策をうってほしい。

(自分へ)もっといろんな側面から街を捉えられるように精進しましょう。

([個人名]先生へ)　ゼミでもっとホームレスとか行政、NPOを扱って欲しいです。

(警視庁の方、警察官の方、夜勤の方へ)夜勤ご苦労様です。夜の街を知る存在として、活動に参加してみませんか。

([ARCH共同代表]さんへ)「東京版ホームレスプロトコル」に向けて大田区という地域が動くことがありますね。[地域名]社会福祉士会でのお話ありがとうございました。話を繋いで生きたいと思います。

(自分へ)おつかれさま。次もがんばりましょう

([個人名]へ)一緒に来てくれてありがとう。また来よう

([個人名]へ)さそってくれてありがとう

(政治家の皆さんへ)汚職などするお金があるのなら、皆さんよりきつくてつらい生活をしている方たちに寄付したらどうですか？もっと国民のためにお金を使ってください

(その他)オーストラリアのプロトコルで、例外以外では「介入すべきではない」。ホームレス状態にいる
ことについてそのような言及がなされていることに驚きました。情報が乏しいためにホームレス状態に
自らなる人に対しては「駅員による情報交換等」で対応されているのかなと気になりました

([ARCH共同代表]くんへ)今度飲みましょう！

(自分へ)もっと動きなさい！

(自分へ)眼の前に見えていることや報道されていることがすべてではない。見えていない所、知らないところで様々なスタイルで人の生活が送られているので、自分の目で現状をたしかめることが大事だと思います。

(本日お世話になったみなさまへ)飛び込みにもかかわらず参加させて頂きありがとうございました。大変勉強になりました。

(我が家の元ノラ猫へ)自由猫だったキミを家につれてきてしまったがうらんでいるかな？

(議員の方(国、都、市 ･･･)へ)もっと現場を見て、勉強していただき、当事者にとって実益的な政策の立案を行っていただきたい。

([ARCHメンバー]さんへ)もう少し大きな声でお話しましょう!!(オリエン時において)

([団体名]大学へ)この企画を宣伝してくださってありがとうございます。楽しかったです、

(お母さんへ)夜中に歩き回れる健康な体に生んでくれてありがとう。

(お母さんへ)夜中に歩き回れる健康な体に生んでくれてありがとう。

(万国のプロレタリアンへ)団結せよ

(政府へ)日本の中の貧困について長期的視野での政策を示して欲しい。高齢化社会でホームレスまでいかなくともギリギリの生活をしている人々が増える

(後輩へ)世の中には色んな人がいますよ。本当に。

([地名]ボランティア協会へ)ご紹介ありがとうございます

([個人名]へ)生きろ！

([ARCH共同代表]さんへ)お疲れ様でした。お手伝いできてうれしかったです。またよろしくお願いします。

([ARCH共同代表]さんへ)女性の風俗産業問題、日本と海外の意識の違いなど様々なお話を聞けて、たくさん考えさせられました。貴重なお話をありがとうございました。

お・も・て・な・し

理解して下さい。

大事にします！

ホームレスの人が居たら少しだけ気にして欲しい。そうすれば優しい世の中になりそう
自分が見たり、聞いたりしたことに耳を傾けて欲しい。

自分らしく生きよう

他人事ではなく自分にもそうなる可能性があることを知っておくべき何でも話しましょう！
世の中の実態を知ろう。

みんないろんな人の立場に立ってものを考えてみて。いろんなものがみえてくるから
いろいろと感じたことがあったので、1回でもボランティアに参加するのもいいと思います。

次回は連れてきたいです。

今度は一緒に歩きたいな！

ホームレスをどう思っていますか？ホームレスに目を傾けてみてはどうですか？

俺はHLにならない！

ホームレス状態の人に関心を持ち行動する人がいっぱいいる･･･希望があるね。

"眼の前の幸せ”に拘泥せず、”社会”について一緒に考えましょう

人は多面的である。ストカンに参加していることもその1つ。

ホームレスに対する偏見をなくしたほうがいいと思います。

私の大切な人々のみんな、自分や家族を大切にするように他人をも大切にしましょうね。

今日も私は元気です。

ホームレスを考え直そう

比較的近所で調査で正直複雑です･･･私に何ができるかな･･･と思いました。

色々な世界を見て下さい

幸せであることに感謝しよう。

ホームレス問題を一緒に考えましょう
夜の東京には気をつけてくれぐれも酔っ払って道で寝ないように。

私も同じですが、どうしても目の前のことに追われてしまいます。少しでもやさしくあれる様共に考えていきましょう

いつもありがとう。これからもよろしく。
新しい経験をすることで、また新たな世界が生まれる、その積み重ねを大事にしたい。ずっと元気でいて下さい。

間違ってもホームレス排除などしないように、ホームレス状態の人の抱える問題を知ってほしい。

ここの尊厳に基づき寄り沿い支えあえたらいい!

ホームレスもみんな同じ権利を持っています。

命を大切に

それぞれの場から問題に向き合い、線が重なることがあれば一緒にやっていきましょう。

いつもありがとう。

頑張らなくていいよ

まずは身近な大切なあなたから一緒にアクションを起こしていきたい。そう願っています。

自分が少しでも満足できる瞬間があるならばその原因を振り返って下さい。

ふだんと違う時間に違う町にいると、見えてこなかったものが見えてきます。

いつもありがとう。あなたたちがいるから私が居ます。居場所をくれてありがとう

帰れる場所を提供してくれてとてもありがたいです！

普段見えないところを見に行ったら、固定観念を変えましょう！

ホームレスにさせず、支え合うことが出来れば良いと思う

苦しんでいる人のことを時々語りたいと思う

ホームレスの人たちを無視せず、一緒に気にしてくれるとうれしい

ホームレスカウントを舐めてたそこの友人、やってみんかい！
何か起こった時は一人で抱え込まずに相談して欲しい。

人権意識の高い都市に変えて行こう

自分の生き方が正しいとしても間違いだとしても自分が納得する道を選び自分の人生に誇りを持てるような生き方をして下さい
参加してみよう！

今度一緒にストカンいきましょう！

健康に過ごして欲しい。命を大切に、、。

機会があれば一緒にまわりましょう。

家をしっかりと確保してくれた両親に感謝。

やっぱり東京にはホームレスはいるんだね。本当だったわ。

お元気で

またまた好き勝手なことやってます。お許しを！よかったら一緒にやりましょう。

世の中には色々な人がいることを見て来ました。

安心、安全な生活は自分だけのものではありません。困難を抱えている方々にも思いを馳せましょう。

一緒に歩こう。

理解→興味→共感してほしい

真夜中の街を歩いたことは新鮮でした。その夜の街でひっそり生きている人の命を強く感じることができました。次はぜひ一緒に！

もっと知ってほしい。この取り組みについて。

東京ストリートカウントで調べてみて！

今日の気づきを次につなげよう。

今の東京を知ってほしい
ホームレスの人たちに対して、偏見を持たないで。

もし自分の身近な人がホームレス状態になってしまったら支援したいと思います。

社会をより良い方向に努力しよう

次のストカンに一緒に歩いてみませんか？
なんとか仕事辞めずに頑張ります。中学生の息子へ 次回は一緒に参加しよう！

みんな違ってみんないい

社会と関わって社会問題に興味を持って欲しい

よりよい社会にするためにもっと社会活動に参加しましょう。

一緒に様々な活動に参加してみませんか？ 興味を持ったら参加してみない？

決して他人事ではないので関心を持っていきましょう これからもよろしく。
また一つ社会の現実を目の当たりにしました。

今度ご一緒に

「自分には関係がない」と思ってしまえるのは何ででしょう？

ホームレスの方達の現状
[個人名]は元気です

守る力をつけます
一度まず参加してみましょう！

ホームレスの人など満足な生活を送ることができない人々が日本にはたくさんいます

私は元気に生活しています。

もっとホームレスに関心をもとうー！

夜の東京を歩くのはとても不思議な気持ちになります。自分の家族、友人にも一緒にホームレス問題を考えて欲しい

貯金は大切。

困ったら助け合う。

むつかしい

夏は沖縄に行くよりハワイに行くより夜の東京を歩こう

自分の住む街のホームレスの人々の実態を一度考えてみましょう。

明日は我が身。

自分の住んでいる街が昼と夜でどのように異なっているかを見てほしい

自分たちのすぐ側にある社会問題について一緒に考えましょう。

いつ自身がホームレスになるか、誰もわからない。

自分の立ち位置をちょっと変えるだけで社会が違って見えました。面白いね。

小学生の頃からきちんと人権教育をして他に優しい人になってほしい。包摂を分かってほしい

やっぱり東京にはホームレスがいると認識させられました。本当だった。

「気をつけてね」と送り出してくれる人がいることがありがとう！です

声にならない息遣いを感じ取れるようになりたいものです

しっかり働きます！ 面白いし、安全だし
ホームレスの人々の心も理解しよう

困ったときは相談を

エキサイティングでした！次はぜひ。
当たり前に横にいる人たちの大切さを感じる。

自分のまわりの人にも自分のことばかりではなく色々知ってほしい

ストリートカウントを通して多くのことが学べるので、1度参加してほしいです

自分の現在の生活がいかに恵まれた環境であるか認識し、感謝の気持ちを持とう！

路上生活の問題は決して他人事ではない。日常の会話の中で、自然と会話を交わせるといいなと思います。

夜の新宿は歩いている人も多いし電気もすごいついてる

実際にみることでどういう状況か分かる 東京も世界の他の街と同じかどうかを問いたい

身体は大事。

自分が思っている「東京」は表の顔であって、もう１つの側面を持つことを伝えたい
人にやさしくして、世の中のどんな方へも気配りを

自分のホームレスの方々への活動を通じてホームレスについて考えていただけたらと思います。

私に家をくれてありがとう。笑

ぜひ、次のストカンに参加してみて。考え方が変わるから。

温かい家を提供してくれて本当に感謝しています！

一緒に考え、行動しよう！

目を背ける問題ではないことを知って欲しい。

ホームレスがどういう状況なのか知ってもらいたい。

ホームレスの人がどういう人かという理解を深めて欲しい

いつもありがとう。

ホームレスの人たちを無視せず、一緒に気にしてくれるとうれしい

東京の夜を散歩すると様々な気付きがありますよ。

私を冷房がある快適な部屋で育ててくれて毎日顔を見せてくれる。ありがとう！

この時間をくれてありがとう。

ホームレスの人達の現状を知って欲しいです。

次は誘うから一緒にストリートカウントやろうね！

今回興味を持ってくれた人もいたので、まずは夜回りや炊き出しから一緒にできたらと思います。

綺麗な空間を作るだけでなく、綺麗な街をつくるためには必要なことです。

日常的な身近な空間に、違った世界があることを意識していきましょう。

商店街の仲間たちへ。すぐそばのホームレスの実態について少しだけ目を向けてみませんか？排除ではなく双方にとって良い改善を探ってみませんか？

ARCHの存在を知らせてくれてありがとう（母）

ホームレスの現状について知ってもらいたい

一度、ストリートカウントに参加してみることをおすすめします！！

ホームレスになったらいろいろ工夫して楽しく生きましょう。

いろいろな立場、環境について考えられるようになってほしい
自分の目でみることでホームレスの人がどのようにしているのか知りました

人とのつながりを大切に生きていきましょう！

無事帰ってきたよ！(笑)

快適な環境を一緒につくりあげていきましょう！

いつもありがとう！
ホームレスをけむたく見ない

いつも有難う

今回会社の先輩も興味をもって参加して下さったので良かったです。

ホームレスは思っているより多い！ホームレス問題について考えてみよう！

他人に対する想像力を常に持っていたいものです。 このような活動があることを知って欲しい！

元気で居て下さい
是非、ストカンに一緒に参加してください！

(これは、直接伝えます。)

ストカンに参加していることを伝えたい。興味を持ってほしい。良ければまた次回は一緒に参加してみようよ！

いつもありがとうございます。本当に。

昨日に引き続き、やはり参加することで感じること、考えることがあるので次回は是非一緒にカウントしましょう。
家をなくす背景について考えてみたい。

一緒にストリートカウントに参加しませんか？ホームレスの実態を探ることができますよ。

ホームレスと一口に言っても、いろんな境遇があって結果なった人

ぜひ参加してください

参加をすすめてくれた兄に感謝したい

居場所としていてくれる方々に深謝
すごく楽しくて勉強になったのでぜひ参加してほしい

もっとホームレスのことを知った方がいいと思います

参加してくれてありがとう。無理せず参加しつつ今後もよろしくね

ホームレス問題に対してぜひ一度目を向けて見てください
みなさんのまわりにはまだまだ知らないことがたくさんあります。もっともっと知りましょう！

ストカンに参加しよう

いつもありがとう

ホームレスにならないように気を付けよう。
ボランティアをしよう。

東京はキラキラしているだけのところではありませんでした。

ホームレスのライフスタイルを尊重する。

ありがとう

ホームレスを恥だと思わない社会にするため、どうすればいいのか一緒に考えたいです。

無意識に弱者の排斥をしないように気を付けてください。

色んなひとがいますよ。

まず、ホームレスの人が多く存在するという現状を知って欲しい。
ホームレスの人は中央区にも意外とたくさんいました。

ホームレスの人たちの暮らしや現状、その原因を知って欲しい

今の帰るところがあるということに感謝しましょう。
困った時には話して欲しい。

夜出歩いてすみませんが、ご理解ください。
一緒にストリートカウントに参加しましょう。

やさしくあたたかい気持ちを大事に生きていきたいですね。

何故かはうまく説明できないけど、良いことしている気がしています。

色々なことを教えて頂きありがとうございました。

また、よろしく。

今回は話だけでしたが面白かった。高校生も居たので未来が明るい。

日本の/東京の未来をよろしく

次回はいろいろなことをお話しながら歩けるといいです！
同じ考えをもてる人と話せてよかったです。

若い人たちがこの課題に取り組んでもらえることはすばらしいと思う。
調査できなかったですがまたお会いできたらと思います

今日は歩けなくて残念でしたが、思いがけず仲間を見つけられました！
暑い中、ご参加いただきありがとうございました。

とても良い経験になりました
色々な事が聞けて勉強になりました

今回は中止となりましたが、機会があれば、またよろしくおねがいします。
お互いに情報共有して勉強していきたい

またあるきましょう！

ここでしか出会えなかった皆様。様々な興味や問題意識を伺い勉強になりました。ありがとうございました。

出会いをありがとう・参加理由素晴らしいです。

今日はほんのすこしだけでしたが、また機会があったらがんばりましょう。

いろいろな仕事の方や学生の方もいろのでビックリしました。

　こういう活動だけでなく、なぜ人はホーレスになるのか?を考えて欲しい。

いろいろと話しをしていただき、その中で知ることができました。ありがとうございました。

炎天下での中止、本当に残念でした! 様々なバックグラウンドの人が集まっていて、皆さんの関心の高さを感じました。

(一緒に歩いた高校生へ)今日歩いて思ったことを素直に学校で友達に話してみてほしい

今日一緒にできなかったです。普段こういうことを話す機会がないので楽しかったです。

暑い中お疲れ様でした。

もっと話せたね。ごめんね

初めてあった人とも年代を超えて交流

暑い中、お疲れ様でした！

おつかれさまでした!!真剣に話を聞いてくださりありがとうございます。

またストリートカウントで会いましょう。話をしましょう。

またご縁があればそのときはよろしくお願いします

体を壊さないように･･･

常に社会に疑問を持ってほしい。

勉強になることばかりでした、ありがとうございました。

今まで参加したストリートカウントについて教えてくれたり、知らないことを教えてくれてためになりました、
まわりの人にホームレスへの偏見をなくすように伝えて欲しい！

1人では歩けなかったのでありがとう。おもしろかった。

ありがとうございました。みなさん知識が豊富で、勉強させていただきました。

お疲れ様でした

お疲れ様でした。これから映画。

ありがとうございました。勉強になりました。

今日参加するに至ったそれぞれの思いを、広く社会にひろげていきましょう。

楽しい時間をともできました。ありがとう

立場は違っても掲げている方向は同じ。またお会いしましょう。

ストカンに来る人って面白い人ばかりですね･･･何故？

足を引っ張っていないか心配です、今日はありがとうございました。

6人で話してとても楽しかったです。ありがとうございました。

ご苦労さま次回は参加を

ホームレスに関わることもそうでないことも、色々話しながら夜を歩くことはとても楽しかったです。

いろいろ話してくださり教えてくださりありがとうございました。

いろいろお話ができて楽しかったです、ありがとうございました。

たまたま振り分けられた班ですが、一緒に歩いてカウントできてありがとう！

始めてのストリーおカウントでわからないことだらけだったので助かりました。

ともに時間と経験を共有できたことも嬉しく思います。

お疲れ様でした。

お疲れ様でした。

おつかれさまです

初めて参加させていただいたので不安でしたが、みなさんが引っ張ってくださったので良い経験になりました。ありがとうございます。

ご一緒させてもらってありがとうございました。

今後もがんばりましょう!!

ありがとうございます

色々な方面から色々なきっかけで参加されている方々でそのような方々がいることを知れただけで、今日は有意義でした。

異なる年齢の人たちと話しながら歩いたことはよい刺激になりました。楽しかったです。

みなさん感じたこと、考えたことを共有しましょう。

お疲れ様でした。来年も一緒に活動できたらうれしいです。

お疲れ様でした、娘にも話しかけてくれてありがとう！セミ多かったですね。

活動することの大切さを知っている方々だと。心強いです

お疲れ様でした。地元の方と東工大の学生さん

本日は暑い中、本当にお疲れ様でした

面白い時間をありがとうございます

貴重な経験を共有できたこと、嬉しく思います。ありがとうございます

勉強になりました！

話ができただけでも良い経験になりました。

はじめての経験でしたが、楽しく活動できました。また会いましょう

知らない世界を学ばせていただきました。ありがとうございました！

今日は様々な場面で助けていただきありがとうございました。

疲れたけど楽しかったです

[個人名]さんの解説がわかりやすかったです

車の運転が雑ですいません
意見交換できて楽しかったです。ありがとうございました

適度な運動と有意義な時間をありがとうございます。
また機会があれば是非おしゃべりしましょう。

またご一緒しましょう

年齢も性別もバラバラのチームで動いて、良い経験をさせてもらいました

暑い中お疲れ様でした。初対面の方との調査、新鮮でした。

ホームレス問題のより良くなるきっかけの1つをおこしていて行動力がすごい

楽しかったです。お疲れ様です。

色々話したり聞いたりできて楽しかったです！

また機会があればご一緒しまよう
今日は正確な調査よく頑張りましたネ

心優しくすばらしい

今日はおつかれさまでした！学生さん達が記録係りをしてくださり助かりました
お話しながら歩けて楽しかったです。アイスごちそうさまでした。

長い距離歩いて本当に疲れましやが、たくさん話せて楽しかったです。
同じまちの様子を共有し、意見を交わすことで共にホームレスの人たちについて考えることができたと思う

色々なお話が聞けて有意義でした
優しく、教えてくださり、ありがとうございます。

ありがとう助かった

お疲れ様でした！

どこかで同じ思いを共感していたと信じます。

今回はありがとございました

沢山の方々が参加していて、同じ問題に興味を持っている方々がとても勇気になりました。

色々お話できて楽しかったです。機会があればまた会いましょう

貴重な経験を共に過ごすことができて嬉しかったです。

昼と夜で違う風景が見えてきましたか。
今日はお疲れ様でした。道案内やお話もありがとうございました。

いろいろとお話をきかせていただき、ありがとうございます。
いろいろ教えてくださりありがとうございます

お疲れ様でした。

お疲れ様でした、一人で歩いているだけでは気づかないこと、感じられたのはよかったかもしれません。

真夏の熱帯夜をご一緒して下さりありがとうございました!

吉祥寺の話がきけて面白かったです。ありがとうございました。

これからもつながっていきたいですね。

いろんなお話・知識教えて頂きありがとうございました。

広範囲の調査をくまなく歩いて実施できて感謝です。

お疲れ様でした。

想いを持続して下さい

今後もがんばりましょう

今回一緒に歩けて楽しかったです。今後もこういった活動を継続していければうれしいです。

一時をともに過ごす時間の不思議さ

お会いできて嬉しいです。

今日はありがとうございました、すぐに役割分担、チームワークも出来、良いチームだったとおもいます！！
一人では歩けなかったです。ありがとう。

沢山の共通点がある方や、色々な意識を高久持っている人と出会えて良かった！こういう緑を大切にしたいです！

お疲れ様！

色々なお話をきけて、興味深く思いました。ありがとうございました。

ちょっと不思議で非日常の一時楽しかったです！この経験が僕たちの日常へとつながっていきますように。

お疲れ様でした、2時間あっという間でしたね。ホームレスについて考えるきっかけをみなさんと共有できた事。

ありがとうございました。

学べることが多かったハズ、

たくさんの知識があり勉強になった

みなさんの考えが判りとても勉強になりました。
ホームレスのイメージを変えるために他人にも参加を呼びかけて欲しい

同じ目的を持って、それぞれの知識や感じたことを共有しながら歩く時間は有意義でした！！

お散歩楽しかったです！ワーイ！

今日はありがとうございました。勉強になることがたくさんありました。
夜の東京で歩いたり、話したり、とても楽しかったです。一緒に有意義な時間を過ごしてよかったです！

ホームレスの方々のことにかかわらないことももっと話しましょう。
おつかれさまです。いろいろタメになるお話ありがとうございました。

私の子どもと同じ年代の方々がこんなに意識的に社会をとらえていることに感動しました。
お疲れ様でした。ホームレス生活者はほぼ見かけませんでしたね。でも夜中の国立を歩くのもレアな経験です。

友人でも知人でもフォロワーでもない、不思議な関係だと思います。活動は短いですが、記憶には残っていきそうです。

いろいろ知らないことを教えてもらいました！ありがとうございました！

今日はご縁あって一緒に調査することになり、楽しかったです、お疲れ様でした。

目的を共有した仲間と歩くと夜の道も楽しい
次またお会いできるといいですね

皆さんとても頼りになりました。ありがとうございました。
若い人たちが参加していることに驚きました。今回の体験を色んな人に共有してください

色々教えてくださって、ありがとうございました
色々お話を聞かせてくださって、ありがとうございます。お疲れ様でした！

お世話になりました
おつかれさま おつかれさまでした

楽しかったです

お疲れ様でした

ためになる情報をたくさんくれた。これからに生かす
Muchas gracias! Un gran abrazo!

普段できない体験をさせていただきました。お疲れ様です。ありがとうございました
この経験を広めていきましょう

ありがとうございました

土屋さん「見物しているみたいで居心地悪い」、本当にそうですよね。次に何をしましょうか

新たな観点を教えて下さりありがとうございました
ありがとうございました！ とても有意義な時間でした。ボランティアには参加する意味があると思う

お互いの現在の状況など、意見が聞けてとても勉強になった
この活動は決して一人ではできないことです。ご協力本当にありがとうございました。

真夜中に長時間お疲れ様でした

率先して行動する姿にすごいなと思いました

　楽しくカウントできました。ありがとうございます。

和やかに進められて楽しかったです

それぞれのキャラクターで各々の役割を完遂して下さってありがとうございました。無事にカウントできて良かったです。

皆さんとても話し易い人たちで良かったです。

実際に歩いてみたからこそホームレスって本当に存在するんだと感じました。

一緒にストカンに参加して頂きありがとうございます。様々な意見を聞けたのでそれらを吸収していきたいです。

経験に基づいて教えて頂いた。自分自身ももっと積極的にいこうと感じた。

是非周りの人に伝えて下さい

遠方から来られた方がいて驚いた。お疲れ様でした。

お疲れ様でした。全てお任せしてしまいました。

大学１年の方もいました。今日の経験を入り口に、実際に路上生活の方と関わる機会へと一緒につなげていきましょう。

お疲れ様でした。いつまでも当然のものとしてセーフティネットがあるとは思えない

ついていくだけで何も出来ずすいません

お疲れさまでした。
実際に自分の目で見て知るべき良い機会だったと思う

頼りない班長で申し訳なかったです。

貴重な経験でした。有り難うございます。

今日の経験を是非色んな方へ共有してみてください。

お疲れさまでした

お疲れさまでした。

宮城からはるばるようこそ。皆さんと歩けて楽しかったです。

来てくれてありがとう。

皆さん学生で、東北から来ている方もいて、一緒に夜の東京を歩いて少しでもホームレスの実態を見て知る事ができ良かった。

色々な話が出来て楽しかったです！ありがとうございました。

楽しかったです。お互いこれからも頑張りましょう！

自分の"好き”を大切に

色々なお話有り難うございました。初めてこのような活動をしたのでとても良い発見が沢山ありました。

ありがとうございました。

深夜でまだ暑い中、ストリートカウントをして貴重な時間を過ごす事が出来ました。ありがとうございました。

お疲れ様でした。心強かったです。

頼もしいリーダーさんにThank You.大阪からの参加に、仙台からの参加に敬服

色々と池袋のホームレスや支援者（活動）のお話を、ありがとうございます。

初参加でしたが、チームワークばっちりでとても歩き易く調査しやすかった！また、お会いしましょう

貴重な経験をさせて頂きましてありがとうございました。

お疲れ様でした。興味深いお話ありがとうございました。

お疲れさまでした。

地図係の方お疲れさまでした。

ありがとうございました

また一緒に参加しましょう。

歩きながら為になるお話を聞かせて頂きありがとうございました。

ホームレスの実態や保護について様々な事を聞けてためになりました。ありがとうございます。

初めての参加だったが、経験者の方々に色々助けられたので感謝している。

是非次回も参加しましょう

お疲れさまでした

大学生でこのような取り組みに参加しようと思うなんて素晴らしいです

足を引っ張ってしまったでしょうか。今日はありがとうございました。

暑い中お疲れさまでした。お二方にサポートされて、充実した時間となりました。ありがとうございました。

時間を共有出来て楽しかったです。

ありがとうございました。

お元気で

参加するまで考えなかったこと、知らなかったことを沢山教えて下さいました。ありがとうございました。

これをきっかけに問題に関心をもってもらいたい。とても熱心でした。

お疲れさまでした。是非、また次の機会にもお会いしたいです。

また、一緒に歩きたいです。道と道じゃない道も。

楽しかったです。思いがけずご近所さんたちに巡り合えました！

ありがとうございました。皆で歩くと時間が短かく感じられました。

お疲れさまでした。サポートがあって、生まれて初めてのボランティアを無事に終えることができました。

ありがとうございまして。水戸から来られたのは素晴らしい。

ありがとうございました。一緒にストカンできて楽しかったです。

本日参加した想い、これまでの経験などが聞けて楽しかった。

楽しかったです。教えて頂いてありがとうございました。一緒にこうした現状をどう捉えどう社会を変えていきたいか考え、行動したいです。

お疲れさまでした。貴重な機会をありがとうございました!!

街のいろいろな姿を知るきっかけにしてほしいです。

新しい発見をした時間を共に過ごせてよかったです。

手際悪くてすみませんでした。

同じ思いを共有できてうれしい時間が過ごせました。

一緒に深夜のお散歩楽しかったです。

be move polite, please.

お世話になっております。

ありがとう。お疲れさまでした。

こういう活動とか色々な活動にもっと参加したいです。

楽しかったです。

ありがとうございます。

知り合ってよかった！

途中で抜けさせてもらい、ありがとうございました。

暑い中お疲れさまでした！普段出会う事のない人と夜回りできてよかったです。またどこかで！

楽しかった！

楽しかったです。

楽しかった！

今日はありがとうございました！名ばかりリーダーで申し訳なかったです。お世話になりました。

気楽に出来て楽しかったです。

いつもあることのない様々な分野の人たちと一緒に取り組むことができてとても楽しかった。

それぞれの経験・視点から学びもあり、面白かったです。ありがとうございました。

お疲れさまでした！4人で協力して無事に終えられてよかったです。ありがとうございました。

お疲れさまでした。学びの多いイベントとなりました。

目が悪くて記録では全く役立たずですいません。

会えてよかったです。長いコースでしたがお疲れさまです。

新たな発見が多くあってとても有意義な時間が過ごせました。

またいろんな町を一緒にいろんな角度から見たいですね。

普段と違う活動を一緒にできて楽しかったです。

ゼミでしたね。楽しかったです。ありがとうございました。

ありがとうございました。

あまりリーダーらしいことができず、申し訳ない気持ちでいっぱいですが、お二方のご協力のおかげで無事にストリートカウントをでき、感謝です！！

今日は一緒に参加できてありがとうございます。

いろいろなまちのことを知ることができました！ありがとう。

お疲れ様でした！

お疲れ様でした。皆さん立派ですね。

お疲れ様です。長い距離歩いて大変でしたが、貴重な経験ができましたね。

みな初めてのストカン参加、素敵なご縁うれしかったです。ありがとうございました。

お疲れ様でした。ありがとうございました。

お疲れ様でした。こんな夜中に一人では絶対にいけないところを歩けて楽しかったです。自分が気が付かなかった人とかも見つけてくださりありがとうございました。

お疲れ様でした。

お疲れ様でした。いろいろお話しできて楽しかったです。

ありがとうございました。これからもこのつながりを大事にしたいです。

ホームレスについての意識、考え方をもっと共有すればよかったです。

この度はありがとうございました！あまり役に立てず申し訳なかったですが、楽しかったです。

次は自分も経験者として頑張ります。

見つけにくい場所にいた人たちのことをよく見つけていたので、すごいなと思いました。

またこのような機会があれば紹介して欲しいです。

ありがとう！！

ありがとうございました。学生の方の話を聞くのは久しぶりだったので刺激になりました。

ありがとうございました。異なる視点・立場からの見方を知ることができました。

2人とも貴重な時間を使っていてすごいです。

短い時間でしたが忘れないと思います。

ともに東京という街の陰の部分や、昼間には見えないものを見ることができ、ともに考える時を持てました。ありがとう。

今日の思いを大切にしよう。

ありがとうございました。

方向感覚の補助ありがとうございました！

これを機に、時々、この問題について一緒に考えましょう。

関心を持ち続けて生きましょう。

出身の山形にも大学時代の新潟にも見ることがなかったという話と[ARCH共同代表]さんの「社会構造的要因」がつながり、東京都の課題を感じることができた気がします。

互いに気遣いしながらの参加ありがとうございました。

様々な意見を交わすことができてとても良い経験となりました。ありがとうございます。

いろいろなことにチャレンジして社会に必要とされる人材になってほしい。

一日お疲れ様でした。皆さんのおかげで有意義な時間を過ごせました。

ちがう分野で活躍していらっしゃる皆さんとボランティアを一緒にできてよかったです。

今日はおつかれさまでした。またぜひ！

今日は私の暮らすエリアだったのでちょっとリードしすぎてしまいみなさんの関心を狭めてしまったかな？（反省）私は色々な気づきをいただきました。

お疲れ様でした。ありがとうございました。 様々なこと（ホームレス関係だけでなく）を吸収できました。ありがとうございました。

暑い中でしたが、とても貴重な体験ができました。ありがとうございました
暑い中、御一緒にありがとうございました

暑いなかお疲れさまでした

今回共に見て感じたことを忘れずにそれぞれで出来ることをしていきましょう

暑い中おつかれ様でした

暑い中、お疲れ様でした！！

ありがとうございました。初めてのボランティアでしたが楽しかったです

ありがとうございます

おつかれさまでした。また機会があったらよろしくお願いします

おつかれ様でした。また世界のどこかで会えるのを楽しみにしております

自分にはない視点からのお話を聞けてすごく興味深かったです

初めての活動でしたが、とても楽しくできました。ありがとうございました

暑かったですよね！時間設定間違えてすみません

暑い中一緒に歩いてくれてありがとうございました！一人ではできなかったと思います

本日は有難うございました。一緒に「学ぶ」時間を共有できて嬉しかったです

暑い中お疲れ様でした

また来年のストカンで会いましょう！

暑い中、お疲れ様でした

おつかれ様

努力次第で今後の生活を変えられる!!

現状を知れるよう、私もがんばりたいと思います。

無理すんな。

実態を知りたいです

すべてのホームレスの方に居場所を一緒に造りたい

日々の生活での困りごとを教えて下さい。

大変な苦労をしていると思いますが、手助けをしてくれる人は必ずいるので、諦めないで下さい。

がんばって欲しい

いつか家に住めますように

暑い日が続いています。水分、塩分補給を!!(できるかぎり･･･。)

よい家なくてすいません

「アウトドアライフ」といえば感じ良いでしょうか。もう少し緑や水が豊かだといいですけど

ちゃんとした家に住むことは権利なので、一緒に権利行使をしましょう
そこに居てもいいですよ。でも、その他の居場所もありますよ

熱中症に気をつけてほしいです！！

自分なりに生きてほしいです。苦しいかもしれませんが･･･、生活の知恵の塊である気もします。

おつかれさまです

気温変化などに気をつけて下さい。

工夫して生活しているのがすごいと思いました。

生活困難者に対する制度は日本にもあるのでそういった情報をもっと知ってほしい

相談して下さい([団体名])

普段の生活で、何に困ってるのか、率直な意見を聞かせて下さい

あなたらしく社会とのつながりをもってネ！

私は、まだ直接的に何ができるのかわかりません。まず、現状を知ることから始めます。

夜遅くに失礼しました。

より良い生活を営めるように頑張りましょう

可能なあ、あなた方とお話がしてみたいです

今まで知ろうとせず、ごめんなさい。

身体を大切にしてください

今の時期すごく暑くて、暗くて大変ではないですか。

そっと、ともに、生きられる社会へ。そして、必要な時は助け合える街へ、必ずしていきましょう。

私達は同じ東京という街で暮らしています。

　少しずつは良くなると思います。

健康に生き抜いて欲しい、頑張って働いてほしい。

夏は暑く、冬は寒いと思う。思い切って家族に相談したり、社会に出て働くことも良いと思う。

支援が充分でなく申し訳なく思います。

ホームレスの方にとっては行きにくい環境だと思いますが、頑張って生きて下さい。

どこに住むのも自由であることを体現してくれる姿は、本来の人間の尊重の追求です。

なぜそこを選んだのか？夏場は暑いのでそういう面でも心配･･･

人に頼ることに躊躇しないで

昼間はどこに行っているのか？暑い間生きていくのはすごい

また会いましょう！これからもよろしくお願いします！

私はいつでも見守っていますよ！

ホームレスから脱出出来る何か糸口でも見つけたいし、考えたい。

自然にその場所にいること

されてはいけないと思うし、かといって放置されるのもよくないのではないか

信用できないかもしれないし、言いたくないかもしれませんが、本当に何かあったら言って下さい。決して見捨てたりはしません。

環境づくりが不十分で今回知る事が出来て良かったです。

ホームレスで仕事を持っている人はいつかしっかりした家に住んで下さい

暑くて大変だと思いますが頑張って下さい。

生保を受けて支援団体などを頼り…

幸せになって欲しいと願っています！どのような夢や希望を持たれていますか？知りたいなと思います。

何かお手伝いできることがあればしたいです。

私もいつ仲間入りするかわかりません。そのときはよろしく。

熱中症に気を付けて下さい

色々な人が見ています。助けが必要なときは、いつでも助けになります。

個々の人の生活等さまざまであり、私には分からないことが多いですが、今回参加して暑い中生活していた

お元気で

傘を使って覆いを作ったり工夫して寝やすい環境をつくられていてすごいと思いました。

今、何に困ってますか

お身体に気を付けて下さい。

今年の夏は厳しいので、どうぞお体に気を付けてください。

声をあげたいですよね？体に気を付けて

テント暮らしのテクニックを学んでみたいです。

生命は長いからもっと生活をめざしましょうー！

おからだお大事になさってください。

つらいと視野が狭くなると思いますが、NPOや支援団体へまず行って仕事を見つけるかサポートをもらえるように少し動ければと思います。

良い生活を送ってください。

暑いですね。体に気を付けてください。

定住場所がある方はいつ出て、いつ戻ってくるのですか。

いろいろ生きづらい世の中ですが、頑張って生きて下さい。

私はホームレスの人々と関わったことはなく、内部の事情やコミュニティなども全く知りません。より多くの人々が生きやすい環境になるよう、目を背けず理解し合える機会があればと思いました。

どのようなことがあって、ホームレスになったのでしょうか。

一緒に考えていきたい。

今の暮らしで不自由なところ、これからどうなりたいかを聞きたい。

たくましさを感じました。

あなたはあなたのままで存在していい。でも助けが必要な時は声をあげて下さい。

お騒がせしました。

何かのニーズがある際は、声をあげてほしい。（公共施設への相談等）

この酷暑、頑張って乗り越えてください

社会のゆがみ等に気づいたら声をあげるべきだと思いました

孤独にならないで

いろいろと話を聞かせて下さい

暑い中、具合うがわるくなったりしていないですか？SOSが必要なときにはぜひ発信を！

少しでも、人間として当たり前に教授される権利や生活を送ってほしい。

つながってほしい。ハウジングファーストに同意して、住居へ

お話しませんか？

日頃感じている生活のしづらさについて、聞いてみたい。反対に、楽しいことや安心できることについてもきいてみたい。

あつかったね！

どんな人にも居場所が必要だよね。酷暑の中どこに？

東京がもっと暮らしやすい町になりますように

ケースワーカーなどから介入されうことは、どう感じますか？

ホームレスの問題について日本でもっと考える必要があると思います。

堂々と享受できる福祉への転換へ協力します

こんばんは涼しかったけど、まだまだ暑いので体に気をつけて欲しい

風があると気持が良いですね。熱中症に気をつけてください。

スティグマを感じること無く、困ったら支援を受けてほしいと思います。

あなたはあなたのままでいていいのです。困難の中にあって辛い時は遠慮せず、たすけを求めて下さい。

ひとりではない。

助けてといえる判断もできない状況なのでしょう。それがなんとなくわかりました

あなたたちのことをもっと知りたい。

どんな生活を、どんな思いで送っていますか。

何事も頑張ってもらいたい

頑張って生きていってください。

無理すんな。

強制的なことをするのはよくないことが想像がついた気がします。

いつか一緒に食卓につきたい。わたくしの願い。

さびしくないですか？私はたった1時間ほど歩いただけなのにとてもさびしくなりました･･･｡

身体に気をつけて。この夏は暑いし

生きる力を与えてもらっていることに感謝

排除にまけず、生きていきましょう。

苦しみは変わらない！変わるのは希望だけだ！

支援は必要でしょうか？

夏の暑さも、冬の寒さも、苦労が多いと思いますが、まずは生きることを優先して、困ったら支援団体を頼ってほしいと思います。

夏の暑さ、冬の寒さなどの際、健康状態が心配になる

個人的には、ホームレスであろうがなかろうが幸せであれば良いと思う。他人の目を気にしないのは人生において大切！

猛暑で大変だと思います。くれぐれもお体にはお気をつけ下さい。

ホームレスにも公共空間にいる権利があると思います！何か力になればと思います。

炊き出しボラなどしてますがお話することは少なく、表面的な関わりしかしていないなと。

どうしてそこにいるんですか？どうしてホームレスに？今何を考えていますか？

困ったときはお互い様

都市の中で生き抜くすべを身に付けている強い人だと思います。東京がやさしい都市になるまで生き抜いてください

応援したいと思っている味方はたくさんいますよ

社会に対して何か貢献できることはあると思います

社会復帰を！

社会復帰への道をあきらめないで欲しい

救いの手があったら、踏み出してほしい

人間であるということを忘れず、考え続けてその人なりの解決、幸せをつかんでほしい

道路のお掃除をして下さってありがとうございます！

様々な理由を抱えてホームレスになっている方もいると知った

弱い立場の人々に手を差しのべている人々がいることを知って、がんばって下さい

ホームレスを生き生きと、楽しく、誇りを持ってできるようになってほしい。続けられるのなら

成熟した社会となりもっと人権意識の高い都市に出来るよう努力します

セーフティネットを活用して頂きたい

そっと共に生き、必要があればしっかり支え合える、そんな街に東京をしたい。そう願っています。

住所不定→職に就けないという問題が根本にあると思うが、どのような支援があればこうした悪循環を断つ事ができるか？

体調に気を付けて下さい

望まない路上生活から脱出する術はあるはず。決して1人ではないです。

もっと居心地のよい自由空間が使えるようになるといいですね。"居場所"を考えるヒントをThank you.

良い夜を。ぐっすり眠れて、疲れが取れますように。

今年は厳しい暑さが続いていますね。具合が悪かったらどうかSOSを発して下さい！

頑張れ！

ほんの一部ですが皆さんの生活について知る事ができました。

生のあり方が棄損されてはいけないと思うし、かといって放置されるのもよくないのではないか

ぜひ意思表示をする機会を持って欲しい

本人が幸福であれば別にいうことはない。生きている人間より偉い人なんていないから恥じる事でもない。

結構色んな人が助けてくれています。少し勇気をもって援助を申し出てはどうでしょうか。

支援が必要なときは声をあげてほしい。

ハウジングファーストというのもありますので色々諸事情あるとは思いますが是非利用して頂きたいと思います。

何を望んでいますか？どのような生活、人生を望んでいますか？どのような助けが欲しいですか？

行政に何を望むか、何をしてほしいか聞きたいです。

支援を受けて、その中で段々と自立し、ホームレスから抜け出してください。

好きでやっていらっしゃるわけではないはずです。ハウジングファーストの支援に是非繋げて頂きたいと思います。

起こしてしまったらごめんなさい。寝苦しい夜で体調が心配です。

自分の選んだ生活を頑張ってください。

路上生活は健康に厳しい環境なので、何とか屋根の下でおふとんで寝られるようになれたらいいですね…

お休みの所、申し訳ありませんでした。

様々なセンサーがついて寝にくそうでしたが、場所を見つけだしてください。

プライバシーを侵害してしまって申し訳ないです。

「福祉」は施設だけではない。まず把握を。

前の歩いたところを回ったのだが暑さのためか雰囲気が違う気がしました。

暑い中大変だと思いました。人として、より良い生活ができたら良いと思いました。

どうやったらお互いに近づけますかね。

助けることはできなくても、木本を寄り添わせたいと思っている市民がいます。希望を捨てないで下さい。

ホームレスになった経緯は何か

公共の道路等で寝るのはやめてほしい。

話してみたいこと、聞きたいことがたくさんありますが、いかがでしょうか。きっと逆はそうでもないのでしょうね。

必ずしも社会は敵とは限らないと思います。

なぜホームレスになられたのでしょうか。そして社会福祉を拒絶されている理由も知りたいです。

お邪魔してすみません。彼らにとって私たちはどう見えるのでしょうか。

異常気象の影響を受けやすいと思いますが、非常時こそ助け合いたいと思っています。

ホームレスになった理由は？また、ホームレスで居続ける理由は？

社会には、いろんなことがあってやろうとしてできない人はたくさんおり、せっかくの社会に出る機会を利用してほしいです。

（失礼かもしれませんが）なぜあなたはホームレスになったのですか？私はあなたから学ぶことがあると思います。

求めることがあるときは遠慮せず、声をあげてください。

今、つらいと思いますが、今は生きていてください。

とにかく自分の身を守って、時には人を頼ってみてほしいです

どんな気持ちでいるのか実際にお話しできたらいいなと思ってます

ホームレスとなった経緯は分かりませんが、厳しい環境の中で生活されるのは大変だと思います

なんとかならないものですかね。何があったのでしょう？

酷暑の中、健康面が心配です

暑い日が続いているので無理をせず辛いときは涼しい施設などを利用してほしいと思います

どんな社会になったらよいと思いますか

受援のあり方を教えてほしい。債権者から身を守れるなら、支援を受け入れられるとか

なぜホームレス状態になったか、生活はどうなのかが知りたいです

つらい思いをしているのはあなたたちだけじゃない。もっと自分らしく生きてください

いろいろな方がいると思いますので関わるきっかけになりました。

気をつけて
話して下さい

中には今の環境が好きという人もいるかもしれませんが、よりよい生活になるように応援しています

自分のスタイルが全てではないです。

ホームがあることを当然として、サポートを得てほしい

抜け出せると良いですね

熱中症には気をつけて下さい

東京は大変ですね。川崎においで

何を目的として生活しているのか

どのように世の中が変わればすべての人にとって住みやすい世の中になるのかあきらめず考え続けたいです

それぞれの人生がある。無理しなくていいのです。
まずは生命維持を大切に

暑いから、無理しないでね。
もっと楽に暮らせる街になると良いですね。私に何ができるでしょうか･･･今日は少し考えるきっかけになったかもしれません。

SOSを出して良いんだよと伝えたいです。

生活保護を受けよう

本音が聞きたい大変だと思います。支援につながるといいな

「生きる」ということは中々難しい概念ですが、生き方が命の本質を変えれる訳ではないはずなので、できる所からやっていってほしいです。
家がんばって見つけてください

共に考え、歩みましょう
何を考え、何の為にいきているのか。あなたたちにとっての生き甲斐ってなんですか？

暑いので、水分補給を忘れずに

工夫して生活していてすごい！頑張って下さい！

何をもって問題の解決と捉えるのか。自分が裕福になる事、自分が受け入れてもらえる事、社会が変わる事・・

暑い中寝苦しいですよね。是非一度ゆっくりお話し伺いたいです。

寝ているところを邪魔してごめんなさい。

屋根のある場所で寝起きするのは無条件で得られる権利なので良ければ一緒にそれを行使しましょう。

オリンピックに向けて、排除など不安なことはありますか

河川敷はキケンです！
社会において共存して生ける方法を探していきたいです

感じたことがありました。

生きてさえいれば、いつか何かが起きる。
自分らしく、でも無理はせずに

お身体に気をつけて

力になれる限り力になれたらと思います。

がんばってください。

同じ人間であると強く感じた。共に尊重して暮らし合って行きたい。

排除する人ばかりではないので手をさしのべてくれる人もいる

自我自尊、困ったら早期相談を

暑いですね。昼はどうしのいでいますか？蚊に刺されそうですね、夜は。

ホームレスとそうでない人との境界は感じているのか気になりました。どれくらい介入してもいいものなのかと思いました

市や区からの手当てが出る可能性もあるので相談してみてほしい

現在一人で悩んでしまっているかもしれませんが、人との繋がりは簡単には消えません。良い都市づくりをしてもらいたい。ホームレスの人に出来る事もたくさんあるはず。

頑張って下さい
支援が必要なのか、現状のまま滞在したいのかを表明できるような環境になるといいなと思います。（現状があまり把握できていませんが）

熱中症に気をつけてください。
今日のところは快適そうでした。周囲の住民ともうまくやっているのかも？

暑いときも寒いときも耐えて過ごすあなたたちの根性と頑張る力に圧倒されました。ありがとうございます。

人としての権利を理解し、堂々と生きてほしい。

外で住まうことが大変なことがわかりました

同じまちに住む仲間として共生していきたい

視野がせまくなっていませんか？生き抜くことは大事ですが自分が見える範囲でも見渡してみて下さい。

私はホームレスの人々を助けたいです。ホームレスの人々が少しでも人を頼ってくれたら嬉しいです。

権利を表現するだけでは社会は変わらない

誰でもホームレスになる可能性があるほど世の中が不安定だからホームレスである現状を恥じる必要はあくて堂々と生きていいんです！

話を聞いてみたい。

身体に気をつけてください。

この暑さの中でどうやって暮らしていますか

なぜホームレスになってしまったのか、必要な支援は何か(自立のために)

この暑さの中、しんどくなったときは、助けをどうか求めて下さい。

私はホームレスの方を排除しません

様々大変なことがあると思いますが、明日へ向かって一日一日を楽しんで生きて下さい。

家を求める強い気持ちも大事だと思う

ホームレスの人々を取り巻く社会が変化することで、ホームレスの人々自身の変化もあることを期待しています

私に何か出来ることがないか、探しています。微力ながら今後も考え行動していきたいです。

眠っていらっしゃるところを失礼しました。

辛かったら助けを求めても大丈夫

思考を止めず、人間であることを最大限に活かしてください。

人は誰でも公共空間を利用する権利があると思いますので、他人の目線を気にせずしっかり生活し続けてください

早くご相談を。

一緒に考えて行きたい。意見を聞きたいです。

居場所がなくて不安ではないですか？暑くて辛くないですか？手伝いますので声かけてください。

はた目からみるととても大変な生活に見えるのですが、どうしていきたいですか？

頑張って生きて下さい。

身体にきをつけて

何とかしていきましょう。

自由に生きて下さい。

夜のここちよい風の吹く公園は寝やすいですか。気をつけて下さい。

高架下での暮らしは、どんなところがホッとするのでしょうか。困った時、話を聞く人はたくさんいます。そんなときはいつでも！

住みづらい世の中になっていますね。私はみなさまとどんな風な距離でいるとOKですか？

居場所を奪われていく東京の現状を変えるためにも、共に変わっていきたいです。

酷暑の中、無理をしないように

暑いので体に気をつけてほしいし、支援も求めてほしい

思っていたよりも近くに多くにいることを実感できた

支援を必要としている方が必要な支援につながれますように

この街で共にくらしましょう。しんどくなったら支援の手も頼ってほしいです。

思いを声に出してみてほしい

今の生活で不自由に感じていることはあるのか。

どんな支援が必要なのか、一緒に考えたい。

支援の人たちとつながって下さい！

身の安全に、気をつけて

協力して暮らしやすいまちをつくりましょう。

なんでホームレスの場所にそこを選んだのですか？

少しでもより住みやすい環境になることを祈っています。

生きづらさを声にしてもいいですよ。

自分たちで発電など、自給自足の生活をしているのがすごいと思いました

自分がどのような生活を望んでいるのか教えてほしい

一日一日を有意義なものとして過ごせるようにがんばってください

無理につながる必要はないけど、ふとした時につながれる糸をつむぎ続けたほうが良い。

ともに社会で生きていきましょう

異常気象でホームレス環境も年々悪化していると思います。

何が障害となって家がある生活を取り戻せないのか

暑さをしのぐときにはどこにいるのですか？店の中？

気にしています

優しい街を作ります！

HELPの声を上げてもいいんだということを忘れないで

つながりを大切に


