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私たちは、貧困などで住まいをなくしたLGBTQ当事者の方が、社会復帰のために利用できるシェルターを
運営しています。生活が困窮したときに利用できる福祉施設の中には、相部屋でプライバシーを守りにくかっ
たり、自分が希望する性別でサポートを受けるのが難しかったりすることもあります。また異性愛を前提にし
た対応を受けることで居づらくなることもあります。安心して生活を立て直すために、まずは安心して生活を
立て直すための住環境が大切だと、私たちは考えています。

こうした現状を変えていこうと、LGBTQや生活困窮者の相談支援に携わってきた有志が集まり、2018年か
らハウジングファースト（安心できる住まいの提供を最優先する考え方）による住まいのサポートを行ってい
ます。市民の方々からいただいた寄付などをもとに、LGBTQ当事者が自分のセクシュアリティを隠さずに相
談ができ、支援を受けられるような体制で、東京都内で2部屋の個室シェルター（LGBT支援ハウス）を運営
しています。これまで、私たちが連携する他の支援団体などを通して、多くのご相談やお問い合わせをいただ
きました。その中で数名の方々が社会復帰のために支援ハウスを利用し、次のステップに移られました。

一方で、私たちの活動範囲は限られており、全国から寄せられるニーズにお答えできないことも多く、もどか
しい思いもしてきました。そこで、昨年度、各地の生活困窮者支援団体を中心にアンケートを実施し、LGBT
フレンドリーな団体の情報を紹介する冊子をつくりました。しかし、アンケートを依頼した団体のある地域が
限られていたことから、今年度、さらに対象地域を広げ、アンケートへの回答をお願いしました。

今回は、自由記述に書いてくださった内容の共有を重視し、報告書の引用の許可をいただいた記述を多く掲
載いたしました。また、昨年度に引き続き、LGBTQフレンドリーな団体の情報も掲載しております。家賃を支
払えなくなりそう、すでに住まいがなくなったなど、生活困窮したときの相談の参考にしてください。

支援活動でお忙しい中、アンケートにご協力くださった団体の皆様に心からお礼申し上げます。LGBTQへ
の支援に関心と熱意が伝わる記述に励まされる思いがしました。

なお、LGBTQフレンドリー団体のリストは、インターネット上で更新してきたいと考えています。今後の掲載
や情報提供が可能な支援団体があれば、私たちにご連絡ください。

2022年12月
LGBTハウジングファーストを考える会・東京 運営スタッフ一同

ごあいさつ



生活困窮者支援団体の皆様によるLGBTQ当事者への支援の状況を把握

生活困窮者支援団体

調査の概要

（7）調査委託

（6）助成団体

（5）回答数・回答率

（4）調査方法　

（3）調査期間

（2）調査対象　

（1）調査目的

質問は、大きく分けて次の三つのカテゴリーで、計15問の質問を尋ねました（支援経験の有無により回答質
問数は異なります）。

北海道地方 22団体
東北地方 5団体
関東地方 45団体（うち東京都 39団体）
中部地方 21団体
関西地方 28団体（うち大阪府 24団体）　
中国地方 4団体
四国地方 3団体
九州地方 25団体　　
合　　計 153団体

2022年9月9日～2022年11月2日

調査対象団体にメールまたは問い合わせフォームにて、グーグルフォームで作成した回
答用のURLを送り入力してもらう方法で回答をお願いしました。上記の手段で連絡の
とれない団体19団体については、郵送で依頼をお送りしましたが、グーグル・フォーム
上での回答をお願いしました。

回答数45団体 回答率29.4%

ファイザープログラム～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援

砂川秀樹（明治学院大学国際平和研究所研究員）

質問内容

1. LGBTQ当事者の支援経験と困ったこと、配慮したことについて 6問
2. LGBTQに関する協力者・団体との連携、研修経験について 3問
3. LGBTQ当事者に対して相談先として紹介することに関連して 6問
（団体内のLGBTQ当事者に対する肯定的支援態度の有無についての質問を含む）

ビッグイシュー基金の「路上脱出SOSガイド」と「NPO法人ホームレス支援全国
ネットワーク」会員リストを基に支援活動を行っている団体を抽出
アンケート依頼をお送りした団体の地域別内訳は下記の通り



アンケート結果

6.7%15.5%77.8%

3 735

わからないなかったあった

わからないなかったあった

わからないなかったあった

2.9%40%57.1%

11420

2.9% 20.0%77.1%

1727

6.7%15.6%13.3%51.1%13.3%

376236

その他わからないいない何人かいる皆／だいたい皆

4.4%35.6% 24.4% 35.6% 

2161116

わからないない外部のものに参加ある

＊昨年度回答団体には、過去1年間の経験をうかがいましたが、昨年度の結果と合わせて「これまで」を算出しています。

支援した際に困った／迷った経験（35団体のうち）

LGBTQであることと関連して配慮した経験（35団体のうち）

団体内にLGBTQについて詳しい人の存在

＊その他の内容…「専門ラインがあり詳しいが、その他のセクションの人も専門ラインとの交流の中で知識や経験を得て
いる」「一人いる」「関心を持っている人が多い」

研修や学習会などでLGBTQに関したテーマをとりあげた経験

これまでのLGBTQ支援経験（回答45団体のうち）



このアンケート調査では、内容上、LGBTQ当事者への支援がある団体が回答する傾向が高いと
考えられるが、回答団体45団体のうち、35団体（約77.8%）がLGBTQ当事者の支援経験がある
という結果が、生活困窮者支援の中で一定数のLGBTQが顕在化していることを示していること
は明らかだ。

また、昨年度回答の団体には、この1年間の支援経験について尋ねているが、17団体のうち9団
体が支援経験ありと回答している。この結果からは、継続的にLGBTQ支援のニーズがあると言
えるだろう。

なお、一般的に、LGBTQ当事者には、自身がそうであることを周囲に言わない／言えない人が
多い。よって、顕在化している以上のLGBTQが、生活困窮に関わる相談者、支援対象者の中にい
ることの想定が必要である。

LGBTQであることと関連して配慮した経験（77.1%）、LGBTQに詳しい人の存在（71.1%…回
答内容を鑑みその他の回答も含む）などの回答を見る限り、回答団体は、全体的にはLGBTQに
対する意識や関心が高い。しかしそれでも、支援経験のある団体のうち、約57%が支援の中で
困ったこと、迷ったことがあったと回答している。その内容の記述は次に示すが、利用者のプライ
バシーに配慮した上で、このような経験を共有しともに考えていくことが、支援団体を支えるとと
もに、LGBTQの相談者、支援対象者への対応方法を充実させていくことになると思われる。

2.2%17.8%80%

1836

その他ないある

4.4%6.7%6.7%20%62.2%

233928

その他わからないない人によって差があるある

LGBTQの支援に関して相談や連携ができる、団体外の人や他団体／組織の存在

＊その他の回答の内容…まだ調べたりしていない

利用者のLGBTQの性的指向、性自認、性別表現を肯定した上で支援する姿勢の有無

＊その他の回答の内容…「LGBTQに配慮した対応をしていると考えているが、一期一会の相談支援も多く、特に当事者ア
ンケートをとっているわけではないので、当事者側の受取方についてはデータがないため、断言できない。」「必要があれ
ばそのように動くことになる。（あるとお答えすることと少し違うため）」

コメント



▶年配の男性当事者が多い現場で無理解な言動がある、本人の性自認にも揺らぎがある、など。
少数者も宿泊可能な場所があることを広報したところ、無理解な反応が寄せられた

▶宿泊先が男性専用だった。

▶支援者同士でもLGBTQに関する知識や理解に差やばらつきがあり支援方針を協議したり共有
することが難しいと感じます。

▶住居を見つけるのに時間が掛かった。（LGBTQであることが理由であるかは不明）

▶①役所の生活保護課の窓口の対応が、性自認が女性である彼女を男性として行われるため、一
つ一つの受け答えで当事者が傷ついていたこと。②役所の方から勧められて宿泊先の簡易宿泊
所は男性が利用する場所であり、それを断ってビジネスホテルに変更することについての説明に
困ったこと。③当事者から、自分の性自認を守る上でも、ホルモン注射などの支援がほしいと頼
まれた時に、どうして良いかわからなかったこと。

▶スタッフ間で相談者の個人情報をどこまで共有するかという点で迷うことがあります。

▶性別について配慮が必要だった

▶ある相談支援員との関係が壊れて支援がうまくいかなかった。

▶ご本人さんが利用できる範囲でLGBTQフレンドリーな社会資源を探すことが困難

▶同じ人（数人）の同内容の相談が続いていて、それ以外の方からの相談が少ない。どうしたら相
談が必要な人に届くのか、に悩んでいる。

▶お住いがない状態で生活保護の申請をした場合に、本人が望むような待機場所（施設、シェル
ター等）が見つからない。

▶シェルターに入居できたけど、理由なく出てしまった

支援の場で顕在化しているLGBTQに関する問題は、性別に関わることが多い。また、団体の
スタッフ側が理解していても、行政窓口や他の利用者の理解が乏しいことが、性別に関するマ
イノリティの傷つきの原因になっていることがうかがえる。

自由記述

支援した際に困ったこと、迷ったこと

（報告書に引用可の自由記述の一部を掲載しています。また固有名詞を削除している部分があります。）

コメント



▶シェルターの利用について

▶性自認、服装、性愛等に関しては（ヘテロであっても）話題にされること自体で不快感を覚える
当事者がおり、話題にしないように繰り返し呼びかけ、情報提供（口頭、チラシ）を行うなど、
配慮している

▶シャワーを事務所で使用するなど。

▶入居施設のため、当事者本人が望むこと、困ることなど、事前に聞き取りさせてもらった。

▶宿泊する部屋をドミトリーではなく、個室を用意した。

▶（LGBTQであるかどうかに関わらず）名前の呼び方を確認する。「パートナー・恋人」と表現が
あった方＝異性等、マジョリティを前提とせずに対話する

▶本人からの申し出があった場合に、それに沿う形、かつ、可能な範囲で特別の対応を行ってい
る。

▶住居を探す際に、ご本人の要望をより丁寧に確認するよう努めている。シェアハウスや複数名で
生活をしているシェルターを紹介する際に、男性だけが住む住居は避けてほしい等の要望を受
けたこともあり、上記のような配慮をしている。

▶当事者の性自認をできる限り大切に尊重して接し、その上で、今後の生活再建のイメージを共
に考えるようにしています。

▶他の利用者にも理解を求めるなど

▶個人情報やプライバシー確保

その状況が改善されるためには、役所で働く人たちに、LGBTQに関する知識と適切な対応
スキルが、そして、社会全体の理解の広まりが求められている。また、簡易宿泊所やシェルターは
シスジェンダー*を前提として運営されていることが基本となっており、それによりトランス
ジェンダーへの宿泊支援に大きな困難をもたらしている。現在の施設の形からこぼれ落ちる
トランスジェンダーの人たちへの宿泊支援の拡充は大きな課題と言えるだろう。

LGBTQであることと関連して配慮した

＊シスジェンダー…出生時に割り当てられた性別と同じ性自認を持ち、その性別で生きる人のこと



各団体、利用者のことを考えて工夫をし、サポーティブな態度で接していることがわかる。これ
までLGBTQ（であることを明らかにしている人）の相談／支援に対応したことがないという団
体も、ここで回答されている例を参考にしておくことで、今後、対応する機会があったときに、よ
り適切な対応を準備しやすくなるものと思われる。

また、顕在化したケースに対応する前から、回答にあったように「マジョリティを前提とせずに対
話する」という意識を団体内で共有することは、自分のことを隠していたLGBTQがそのことを
話しやすい環境をつくり、より適切な支援ができるようになるだろう。

今回の調査で、利用者の大部分が高齢の男性であることからLGBTQは関係ないという内容の
回答もあったが、そうした前提に立つとLGBTQを遠ざけてしまうこと、自分がそうだと言えな
い状況をつくってしまうことを理解する必要がある。今回の調査のLGBTQの支援経験の記述
は、その逆の状況をつくる実践の記録となっている。

▶トイレ・風呂・呼び名など

▶性別について、特に意識しないように注意をした。

▶同性のパートナーというのか友人というのかなど本人の意思を尊重する、性別をどの範囲まで
開示するのか整理する。

▶御本人からの提案を受けて、支援団体のかたをお招きした学習会をスタッフ対象に行なった。

▶現在、弁護士会や関連団体の相談票から性別欄を削除することを協議中。

▶本人がLGBTQであることも含めて、理解してくれている機関と相談した。

▶常にしていることとして、事務所ではトイレを性別で分けずに誰でも利用できる状態にしてい
る。また、遮音性の高いブースを用意して聞き取りの際のプライバシーの確保に努めている。ほ
かに、他の人が目にするリスクのある受付簿に受付時に性別を記載することをやめた（相談活
動終了後集計時に記載）

▶普段は生活保護を申請すると施設やドヤへの入居になるが、シェルターを利用させてもらった

▶LGBTQの専門ラインを設けているため、生活困窮全般とSOGIに関する悩みとの両面から連
携を図って支援をしている。

コメント



▶宿泊先が一番難しい問題です。あとは周りの性別の認識がないことが問題と思います。

▶他の入居者の理解促進が必要。

▶15年ほど前から、当法人の場で、ジェンダーについての講座を開くなど積み重ねをしてきた。
だれもが多様な身体や性自認、経験をもっているが、社会が個人を規定し、立場のなかで固定
しがちであることを学んできた。そのうえで、なんとか、ひとりひとりが表しあい、できればほ
がらかに、しなやかに弾力をもつことで、立場を揺らしたり循環させたい。

▶当法人はゲストハウスを運営している。全国的なLGBTQの催しがあるときには、宿泊者がこ
こに泊まってくれることが多く、わたしたちがなにかを特別に支援しているわけではないが、
泊まりにきてくださって、催しに出かける前後、みなさんが交流されている様子がたのしく、う
れしい。その後も、ときどきお一人でも泊まりにきてくれるようになり、日常的なつながりがで
きたこともうれしい。

▶また、「なりたい自分になる」というコンセプトで地域にいるLGBTQも含む、企画を当法人に
関わる人が企画した。それをきっかけに地域に暮らす高齢のゲイのおじいさんがメディアに多
く取り上げられるようになった。メディアの取り上げられ方にときどきハラハラする（まるで消
費されるみたいで）こともあるが、当の本人はもっと達観していて、ともかく世の中がもっと正
直になればいいと思う。

▶例えば、女性専用スペースを使わせて欲しいといった要望にどうしても対応できない場合が
あった。ただ、可能な範囲での配慮と対応を行う中で、絶対に折り合えない問題が起きたこと
はなく、それが原因で支援を終了したという例はない。また、一部のケースとして、当事者が常
に「自分はそれが原因で差別を受けるのではないか」という被害的当事者心理が強い場合
や、統合失調症や解離性障害などを抱えているケースがあり、LGBTQ問題に限らない、精神
医療上の対応が必要となる場合もあった。

▶思い込みで事を成さず、本人や事業所と連携や話し合いを行いつつ、支援を進めることが大
切。

▶活動を始めてもうすぐ20年を迎えますが、LGBTQであることをお話し頂いた上の相談とい
うのはほとんど受けたことがありません。困難を抱えた方は多いと思いますが。まだまだ相談
へのハードルは高いのかなと感じております。

LGBTQの利用者の支援に関して



他の利用者や行政窓口の理解が乏しかったり、性別のことにより施設利用に関するむずかし
さに直面したりしながらも、本人に寄り添い、周囲と連携しながら支援を進めている様子がう
かがえた。その一方で、精神医療上の問題との重複による困難の経験からは、さらに多くの
機関や専門団体の理解と協力の必要性が見えてくる。

今回の調査では、そうした困難の経験も含め、各団体において、LGBTQ支援が積み重ねられ
ていることがあきらかになった。そうした団体が増えていることがわかることで、LGBTQ当
事者も困窮したときにより支援団体にアクセスしやすくなることだろう。

▶SOGIに関する差別や偏見を受けてきた経験が幾重にも積み重ねられてきた相談者が多く、
生活課題への支援や支援者を受け入れることに躊躇いがある場合も多い。支援者が、自身の
優位性を自覚し、相談者の心情に寄り添うことが大切であると思う

コメント



（アンケートでリスト掲載可能と回答いただいた団体です）

北海道

NPO法人 コミュニティワーク研究実践センター
生活困窮支援

〒064-0808
北海道札幌市中央区南8条西2丁目5-74
011-511-1315
http://www.cmtwork.net
info@cmtwork.net 

札幌弁護士会「にじいろ法律相談」
LGBT、その家族や周りの人向けの電話相談

〒060-0001
北海道札幌市中央区北一条西10丁目
札幌弁護士会館7階 
080-6090-2216（担当者直通）
祝日を除く毎月第2火曜日17:30～19:30、 
第4金曜日11:30～13:30

札幌司法書士会
法律に関する面談・電話相談

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地 
中菱ビル 
011-281-3505

NPO法人 女のスペース・おん
DV、離婚、児童虐待、性暴力被害、
ストーカー被害など女性の相談

住所非公開
011-215-0512
https://www.onnano-space-on.or.jp/

北海道ウイメンズ・ユニオン
女性のための労働相談

〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西10丁目
4-156 大通ホワイトビル4階
090-6006-1894
011-215-0576（FAX）
hokkaiwu@yahoo.co.jp

千葉県

NPO法人 ディープデモクラシー・センター
居住支援

047-701-5350
http://www.deepdemocracy.center
info@deepdemocracy.center

LGBTQフレンドリーな支援機関

北海道生活と健康を守る会連合会
生活保護、国民健康保険、介護、医療、税金など
暮らしに関わる相談

〒063-0868
北海道札幌市西区八軒8条東5丁目4-18
011-736-1722
doseiren@joy.ocn.ne.jp

2022年12月現在



東京都

首都圏追い出し屋対策会議
追い出し屋の被害や家賃の過酷な
取り立てに関する法律相談

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-42-4
代々木総合法律事務所
03-3379-5211
平日9:30～17:30
http://yoyogi-law.gr.jp/

NABA（日本アノレキシア・ブリミア協会）
摂食障害者の居場所、ピアサポートグループ。
電話相談、ミーティング（リアル・オンライン）など

〒156-0057
東京都世田谷区上北沢4-19-12
シャンボール上北沢212 
03-3302-0710
月、水、木、金曜 13:00～16:00 
https://naba1987.web.fc2.com

認定NPO法人 難民支援協会
（難民向け）法的支援、生活支援、就労支援

〒101-0065
東京都千代田区西神田2-5-2 TASビル4階
03-5379-6001
https://www.refugee.or.jp

ひとさじの会（社会慈業委員会）
生活困窮者支縁（炊き出し・夜回り）、
身寄りのない方々の葬送支縁等

〒111-0022
東京都台東区清川1-8-11 光照院内 
https://www.hitosaji.jp
hitosajinokai@gmail.com

一般社団法人 つくろい東京ファンド
居住支援、「仕事」と「居場所」に関する支援

https://tsukuroi.tokyo
info@tsukuroi.tokyo

認定NPO法人 ビッグイシュー基金
交流事業、生活相談、仕事応援、スポーツ・文化活動

〒162-0811
東京都新宿区水道町4-28
JC江戸川橋ビル2階 
03-6380-5088 
https://bigissue.or.jp/ 
tokyo@bigissue.or.jp

認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい
入居支援事業、生活相談・支援事業、交流事業

〒162-0801
東京都新宿区山吹町362番地 みどりビル2F
03-6265-0137
火曜12:00～18:00、金曜11:00～17:00
https://www.npomoyai.or.jp/ 
info@npomoyai.or.jp



一般社団法人 あじいる
フードバンク、医療相談、資源回収

〒116‐0014
東京都荒川区東日暮里1－36－10
あうん気付
03-5850-4863
https://agile.or.jp
aji_iru@yahoo.co.jp

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター/
相談支援事業
よりそいホットラインの運営

0120-279-338 
0120-279-226（岩手県、宮城県、福島県から）
https://www.since2011.net/yorisoi/ 

NPO法人 日本ダルク インフォメーションセンター
依存症からの回復を目指す人の通所・入所相談受付・ 
依存症回復を目指す人への支援・家族の方への相談
など

〒162-0055
新宿区余丁町14-4 AICビル3F 
03-5369-2595 
http://darc-ic.com

埼玉県

NPO法人 サマリア
生活相談、居住支援

04-2968-5960
https://www.samaria2009.net
info@samaria2009.net

神奈川県

フードバンクかわさき
生活困窮者への食料の提供

〒214-0012
神奈川県川崎市多摩区中野島6-21-2 
050-5527-5357
https://fb-k.jp 
info@fb-k.jp

小田原交流パトロール 
生活困窮者支援（毎週木曜日、野宿者支援の
夜回りをしています）

0465-48-7811
（現代針灸・国府津治療室、長橋）
月、火、木、日曜
https://odapato.jimdofree.com

一般社団法人 日本いのちの電話連盟
電話相談・インターネット相談

0120-783-556
（16:00～21:00,毎月10日は24時間）
0570-783-556
（ナビダイヤル 10:00～22:00）
https://www.inochinodenwa.org/



大阪府

認定NPO法人 ビッグイシュー基金
交流事業、生活相談、仕事応援、スポーツ・文化活動

〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島2-3-2堂北ビル4階 
06-6345-1517 （平日10:00～17:00）
https://bigissue.or.jp
info@bigissue.or.jp

NPO法人 生活支援機構ALL
住居支援、生活困窮者支援等

〒557-0003
大阪府大阪市西成区天下茶屋北2-1-20
0120-050-119（相談専用・担当者直通）
土日祝・年末年始除く 10:00～18:00
https://www.npo-all.jp
info@npo-all.jp

特定NPO法人 こえとことばとこころの部屋
（ココルーム）
ゲストハウス・カフェ・釡ヶ崎芸術大学運営

〒557-0002
大阪市西成区太子2-3-3
06-6636-1612
http://cocoroom.org
info@cocoroom.org

NPO法人 Queer and Women's
Resource Center
居場所づくり、自助活動、カウンセリング

〒530-0047
大阪市北区西天満4-5-5
マーキス梅田707号室
06-6585-0740
https://qwrc.jimdofree.com
info@qwrc.org

NPO法人 QWRC　にじむすび
障がい児・者、難病者相談支援

〒530-0043
大阪市北区天満2-1-6 天満橋MSビル7F
プライドセンター大阪
osaka@qwrc.org
06-7507-2775

認定NPO法人 いくの学園
DV、暴力、性暴力被害からの相談

大阪府（以下非公開） 
090-9629-4847
（毎週水曜日（祝日休）12:00～17:00）
https://ikunogakuen.org



愛媛県

NPO法人 ささえる
居住支援

〒791-1121
愛媛県松山市中村３丁目４番３号
089-909-6412
https://sasael.org

大阪ダルク
依存症からの回復を目指す人の通所・入所相談受付・ 
依存症回復を目指す人への支援・家族の方への相談
など

〒533-0021
大阪市東淀川区下新庄4-21
生島リバーサイドA-103号
06-6323-8910
相談 06-6320-1196（土曜日15:00～19:00）
https://darc.freedom-osaka.jp

Freedom
薬物依存当事者、家族、友人、支援者向けの電話相談

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄4-21-A105 
06-6320-1463 （月曜～土曜10:00～17:00）
（倉田 090-3359-8910)
https://www.freedom-osaka.jp 
mebako505@gmail.com

福岡県

NPO法人「美野島めぐみの家」
炊き出しと語らい、衣類・雑貨の提供

〒812-0017 
福岡県福岡市博多区美野島２-５-３１ 
080-6439-3294（瀬戸）
ramuji@ca3.so-net.ne.jp

熊本県

LINE公式アカウント
https://lin.ee/WPIj5ES
https://www.tonaribito.net
npo.tonaribito@gmail.com

NPO法人 トナリビト

相談窓口・居場所スペース、自立支援事業、
就労支援事業、学習支援事業

（子ども・若者とその関係者向け）



生活保護等、行政サービスへの仲介
医療サービスへの仲介
住まい探しの手伝い

1
2
3

LGBT支援ハウスの3つのサポート

〒162-0823
東京都新宿区神楽河岸1-1
東京ボランティア・市民活動センター
メールボックスNo.35

LGBTハウジングファーストを考える会・東京

https://lgbthf.tokyo/
info@lgbthf.tokyo

LGBT
支援
ハウス


