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What is the Protocol?
The NSW Government introduced the Protocol to help ensure that homeless people are treated 
respectfully and appropriately and are not discriminated against on the basis of their homeless status. 
The Protocol also aims to assist homeless people to receive services if they need or request them. It is an 
important element in the Government’s strategy for responding effectively to homelessness.

The Protocol 
A homeless person is not to be approached unless:

• they request assistance
• they appear to be distressed or in need of assistance
• an  seeks to engage with the person for the purpose of information exchange or provision  
of a service

• their behaviour threatens their safety or the safety and security of people around them
• their behaviour is likely to result in damage to property or have a negative impact on natural and cultural 
conservation of environment, including cultural heritage, water pollution and  risks

• they are sheltering in circumstances that place their or others’ health and safety at risk (for example, 
staying in derelict buildings, high risk areas) 

• they are a child who appears to be under the age of 16 
• they are a young person who appears to be 16 to 17 years old who may be at risk of  harm
• they are a child or young person who is in the care of the Director-General of the Department of Family 
and Community Services or the parental responsibility of the Minister for Family and Community 
Services.

The Protocol does not prevent organisations from taking appropriate action where health or safety is at risk 
or a breach of the peace or unlawful behaviour has occurred.

If homeless people require assistance,  can
• involve appropriate services directly
• provide advice or information on available services
• provide a contact point that the homeless person can either call or go to for further advice or help.

Underlying principles of the Protocol
The Protocol is based on the following principles:
• Homeless people have the same entitlement as any member of the public to: 
 ‒ be in public places, at the same time respecting the right of local communities to live in a safe and 
 peaceful environment 

 ‒ participate in public activities or events, and
 ‒ carry with them and store their own belongings.

(オーストラリアNSW州政府 家族・コミュニティサービス局 住宅部)

(公共空間にいるホームレスのためのプロトコル)

プロトコルとは？

　NSW州政府は2000年に本プロトコル（議定書）を締結し、これはホームレスの人々が敬意を持って
適切に扱われること、ホームレス状態にあることを理由に差別されないことを確かにするためのもの
である。また本プロトコルは、ホームレスの人々が支援サービスを必要としたときに、そのサービス
が提供されるよう支援することも目的としている。これは、ホームレス問題に効果的に対応するため
の政府の戦略において、重要な要素である。

プロトコル本文
　ホームレスの人は以下の場合を除き、介入をされるべきでない（放っておくべきである）。

● 本人が支援を要請した場合
● 苦しんでいたり、支援が必要な状態にあると見られる場合
● 職員が情報交換やサービス提供目的でそのホームレスの人と交流しようとする場合
● そのホームレスの人の振る舞いが、自分自身あるいは周囲の人の安全を脅かす場合
● そのホームレスの人の振る舞いが、器物破損や自然・文化環境の破壊を招きそうな場合
　（例えば、文化財を傷つけたり、水質汚染、火事を起こす危険性がある場合）
● そのホームレスが、自身や他人の健康や安全に危害を及ぼす恐れがある環境で起居している場合
　（例えば、廃屋や危険な土地で寝泊りしている場合）
● そのホームレスが16歳未満であると見られる場合

　本プロトコルは、健康や安全上の危険がある場合、または違法な行為が発生した場合に、各機関が
適切な処置を行うことを妨げるものではない。

　ホームレスの人々が支援を求めた場合、職員らは以下の対応をすることが出来る。

● 適切なサービス提供機関を直接巻き込む
● 助言や利用可能なサービスの情報を提供する
● ホームレスの人が電話か直接行くことによって助言や支援を受けられる場所の情報を提供する

プロトコルの根底にある原則
　プロトコルは以下の原則に基づいている。

● ホームレスの人々は、他のすべての市民が有する権利と同じ権利を有する
　－公共空間にいる権利を有し、同時に地域コミュニティの人々が安全で平和な環境に住まう権利を
　　尊重する
　－公共の活動やイベントに参加する権利を有する
　－自身の所持品を運んだり、保管する権利を有する
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• Organisations that work in areas where their responsibilities are likely to bring them into contact with 
homeless people will receive  information to enable them to assist homeless people if required, 
or help homeless people make contact with appropriate services.

• Homeless people have diverse backgrounds and needs, these should be considered in any response:
 ‒ Cultural sensitivity and respect should be applied when engaging with Aboriginal homeless people 
 and those from different cultural, linguistic or religious backgrounds.  should use interpreter 
 services to assist with referring people to relevant services as required.

 ‒ Many homeless people have complex needs such as mental health and/or drug and alcohol issues,  
 or cognitive impairment. These issues may result in behaviour that is seen to be antisocial. 

 ‒ Homeless people may have experienced other issues that affect their needs. For example, they may 
 have experienced domestic violence or left custody or statutory care, or they may be asylum 
 seeking refugees with no contacts in the community.

 ‒ The Protocol does not override existing laws, statutory requirements or regulations. It does not 
 reduce the powers of organisations or their authority to enforce  laws and regulations.

• Homeless people have the same access  to a right of reply and appeals/complaints mechanisms as all 
members of the public.

Where the Protocol applies
The Protocol applies only to public places such as parks and outdoor spaces ordinarily accessible to the 
public. It does not apply to private property, or property which is not generally accessible to the public. 

The following government organisations with an operational presence in public places or who provide  
a service to assist homeless people have endorsed the Protocol:

• Housing NSW
• Community Services 
• Department of Premier and Cabinet
• NSW Police Force

 of Environment and Heritage
• NSW Health
• RailCorp
• State Transit Authority of NSW
• Sydney Harbour Foreshore Authority
• Sydney Olympic Park Authority
• Aboriginal Affairs
• Ambulance Service of NSW
Each of the above organisations will implement the Protocol within its own organisation and will determine 
how it should be used by all relevant staff, including contract staff such as security  Feedback/
complaints about the application of the Protocol will be managed through existing complaints mechanisms.

Local councils have been advised of the Protocol to inform their responses.

Review of the Protocol
This Protocol will be reviewed every two years from the date of its publication, October 2012.  

● ホームレスの人々との接触が起こりやすい地域で活動する組織は、要請のあったときにホームレス
　 の人々を援助できるよう、あるいはホームレスの人々が適切なサービスに連絡するのを助けられる
　 よう、そのための十分な情報を受け取るべきである
● ホームレスの人々は多様な背景やニーズを持っており、いかなる応対においてもこの点が考慮され
　 ねばならない
　－アボリジニや文化・言語・宗教的に異なる背景を持つホームレスの人々と接するときは、その人
　　の持つ文化に対して配慮と敬意を払わねばならない。職員は必要に応じて通訳者サービスを利用
　　し、人々を関連サービスにつなぐことを援助すべきである
　－多くのホームレスの人々は、精神疾患や薬物・アルコールの問題、認知障害など複雑なニーズを
　　抱えている。これらの問題の結果、ホームレスの人々が反社会的に見えるふるまいをするに至る
　　可能性もある。
　－ホームレスの人々はその他にも、支援ニーズに影響を与えるような出来事を経験したことがある
　　かもしれない。例えば、彼らは家庭内暴力を経験したり、拘置所や児童保護施設を出てきたり、
　　亡命を希望する難民で地域の中に頼れる人がまったく存在しない等がありうる。
　－本プロトコルは既存の法律、法定義務や規定を優越するものではない。本プロトコルを批准する
　　機関の持つ特定の法や規定を執行する権限を弱めるものではない。
● ホームレスの人々は、他のすべての市民と同様に、抗議や訴えを起こす仕組みにアクセスできる

プロトコルはどこで適用されるのか？

　本プロトコルは、市民にとって通常アクセス可能な公園や屋外スペースなどの公共空間のみに適用
される。私有財産や一般的にアクセス可能でない土地・資産には適用されない。

　以下に記載する、運営上公共空間における活動を行う政府機関、あるいはホームレスの人々への支
援サービスを提供する政府機関が本プロトコルを批准している。

● Housing NSW（住宅局）
● Community Services（コミュニティサービス局）
● Department of Premier and Cabinet（内閣省）
● NSW Police Force（警察省）
● Office of Environment and Heritage（環境・文化財室）
● NSW Health（保健省）
● RailCorp（鉄道局）
● State Transit Authority of NSW（交通局）
● Sydney Harbour Foreshore Authority（シドニー港湾庁）
● Sydney Olympic Park Authority（シドニー五輪公園庁）
● Aboriginal Affairs（アボリジニ担当局）
● Ambulance Service of NSW（救急サービス局）
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