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1.ホームレス支援団体 を社会的企

業として捉 えた議論の課題

バブルが崩壊 した1990年代以降、大都

市や地方都市においても、道端、公園、駅

周辺に野宿する「アオカン」と呼ばれる

人達が増加し、ホームレス問題は本格的

に日本で社会問題として認知されるよう

になってきた。

ホームレスとは、仕事、食べ物、居住

などの経済的・物質的な財の困窮状態に

加えて、帰属できる社会関係 も困窮 して

いる状態のことを意味している。

また、ホームレス問題とは、路上で生活

している人々の個人属性に関わる (支援)

問題ばか りでなく、一般市場における産

業構造や労働の問題、政府の経済政策や

社会保障制度の問題、ホームレスに転落

した人たちに向けられる地域や社会から

の偏見や差別等の認知的問題など、広 く

社会 (シ ステム)に関係 した問題でもある。

言い換えると、ホームレス問題 とは、特

定の人たちが市場、制度、社会関係から

締め出され、かつその状態が差別や偏見

によって隠ぺい 。正当化される中で、社

会参加の場が奪われてしまうような、い

わゆる社会的排除の問題である
1)。

ホームレス問題のような社会的排除問

題の場合、取 り組むべ き問題が様々に存
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在するため、支援団体がホームレス問題

を解決するために採用するアプローチに

も差異が生じる。

例えば、全によれば、ホームレス問題の

ような社会的排除問題に対するアプロー

チには、「制度を充実化・拡大させるア

クション戦略」と「新たな社会システム

の倉1出 戦略」の 2つ がある (全2010)。 前

者は、人間らしく生きるための基本的な

生存権や権益を守っていくための活動や

社会的発信によって、社会全体のセーフ

ティーネットの再構築に対する認識を広

げ、制度を充実させる戦略のことをさす。

一方、後者は、行政や市場が対応し難い

社会問題に対して、ただ問題の解決を待

ち続けるのではなく、ビジネスのように、

先駆的にこれまでになかった新 しいツー

ルを活動に取 り入れながら、社会問題を

解決する新たな事業モデルを開発する戦

略のことをさす。とりわけ、全によれば、

社会的企業には、後者の役割が期待 され

るという に金2010)。

ホームレス問題を解決するために、異

なる問題解決のアプローチがあること自

体に異論はない。 しかし、この戦略の差

異が、団体の立場や考え方の相違 となっ

て、ホームレス支援団体間の衝突や不和

の原因になることが実践現場では存在す

る。さらに、ここで重要なことは、批判

の的になるのは社会的企業 (の あり方)で

あるということである。

すなわち、具体的には、居住場所や就

労機会を新たに創出するような事業開発

に力を入れている団体 (=「社会的企業」

2))は
、社会運動 (=制 度を充実化・拡大さ

せるアクション)の側面が弱いのではない

かという批判である3)。

このような実践現場の声だけでなく、

ホームレス問題に取 り組む団体を対象に

した既存の社会的企業の研究においても、

社会問題を解決するビジネスモデルを市

場で開拓するところから社会変革する役

割に焦点を当てる一方、社会課題を取 り

巻 く環境や制度面の改善に向けて働きか

けるような社会運動の役割に焦点をあて

てこなかった4)。

ホームレス問題のような社会的排除

問題に取 り組む社会的企業の場合、と

りわけ、就労困難者を対象に労働の機

会を提供する社会的企業 (WISE:Work

lntegration Socね l Enterpnse)5)の 経営環

境では、行政とのかかわりや制度面が大

きな影響力をもっていると指摘されてい

る (松本他2010)。 その意味で、政府に対

するアドボカシ
=活動を展開し、制度に

アクセスする戦略はホームレス問題に取

り組む社会的企業の経営戦略にとって重

要な要素である。にもかかわらず、一部

の指摘を除けば6)、
既存の研究において

社会運動の役割は看過されてきた。

以上の状況に鑑み、本稿では、ホーム

レス問題に取 り組む社会的企業を事例に、
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「アドボカシー」の観点から、組織的な活

動のプロセスを明らかにすることを狙う。

ア ドボカシー活動とは、「社会的に不

利な立場におかれた人々を代弁して、間

題提起をしたり、注意を喚起するキャン

ペーンを張ったり、政策提言」(Fnedman

1992=1995:7頁 )等の活動のことを指す。

このアドボカシー活動が、これまで社会

的企業として捉えられてきたホームレス

支援団体にいかなる貢献をしてきたので

あろうか。

また、本稿では、ホームレス問題に取

り組んできた認定NPO法人「抱撲 (ほ う

ぼく)」 (旧 北九州ホームレス支援機構 )、

ホームレス支援団体の連合組織である

NPO法 人「ホームレス支援全国ネット

ワーク (以 下、全国ネット)」 (抱僕が事務

局)を取 り上げる。

I●L僕 は、福岡県でホームレス・生活困

窮者支援に積極的に取 り組んできた著名

な団体で、ホームレス問題の社会運動を

牽引する主要な団体の一つである7)。
も

ちろん、抱撲を対象にした事例研究も数

多 く存在している。例えば、抱撲の事例

をもとに、NPO(協セクター)に よるホー

ムレス支援の優位性について調べた稲月

は、アドボカシー活動の重要性を指摘 し

ている (稲月2012)。 したがって、抱撲が

政策形成に関わる活動をしてきたこと自

体は既に指摘されている。

しかし、アドボカシー活動という点に

関して、連合組織である全国ネットが果

たしてきた役害1も 重要であることを指摘

したい。確かに、抱僕は北九州地域にお

いて積極的にア ドボカシー活動を行って

きた。 しか し、抱撲はア ドボカシー活動

をよ り推進するために、積極 的に全国

ネッ トの仕事 も担って きた。そのため、

抱撲のア ドボカシー活動を明らかにする

ためには、全国ネットの活動実態につい

ても明らかにしてゆく必要がある。

以上の問題意識を踏まえ、本稿では、抱

撲に対 しておこなったヒアリング調査の

結果 (2015年 11月 9日 、12月 23日 に調査実

施)と 当該団体を対象にした研究、資料、

刊行物等のデータをもとに、抱撲 と全国

ネットの事例から、ア ドボカシー活動が

持つ役割について明らかにしてゆきたい。

2.抱撲とホームレス支援全国ネットワー

クによるアドボカシー活動の展開

2.1 当事者との信頼関係を基盤にした

「代理」的活動

1988年 12月 、福岡県北九州市におい

て、カトリック教会関係者と福岡日雇労

働組合員によって、野宿者に対する支援

炊 き出しパ トロールが開始 された。翌

1989年 3月 、ボランティア・サークル「北

九州日雇越冬実行委員会」が発足、1990

年には「北九州越冬実行委員会」に改名

し、ホームレス支援の活動を開始 した。

現在の抱僕の始まりである。
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団体が発足 した当時、抱僕は、野宿者

に転落 してしまった人達が路上で死亡 し

ないために、自前の炊 き出し、 (越冬期な

どの)夜回リパ トロール、無料の医療相談、

(お にぎりを手土産に)実態調査などを中心

に最低限やれるところから手探 りで支援

活動を始めた。団体が出来上がった段階で

は、やれることから活動をするというのが

精一杯であり、例えば、就労機会の提供を

行う活動は、資源動員上難 しかった。

ここで抱僕が重視 したのは、当事者に

対する聴 き取 りを基本に据えた、当事者

の声に応える形での支援活動である。す

なわち、炊 き出しなどの支援活動は単な

る「栄養の補給」ではな く、「関係づ く

り」に重′点が置かれた (奥 田2006a)。

例えば、奥田が当事者とのやりとりを

回顧する中で語っているように、「「食べ

るだけだったらここ (炊 き出し場所)に

来なくても食べられる。でも俺は、ここ

に来る。顔を見てもらいに来る。俺のた

めに来てくれている人に『俺、いますか

ら』って言いに来る」。誰かにしってもら

いたい。炊き出しの場所は、生存へのサ

ポートとともに存在を確認し、関係を確

かめる場所」 (奥 田2006a66頁 )であった。

稲月が明らかにしてきたように、現

在に至るまで、抱僕は、当事者 との信

頼関係を築き、団体内部でのコミュニ

テイ形成を積極的におこなってきた (稲

月2012)。 藤井が指摘するように、適切

にニーズを表出することが困難な受益者

も多い社会的排除の現場では、彼 らの潜

在的なニーズを感得 し掘 り起こすために、

支援者 と当事者 との親密な信頼関係の形

成が欠かせない (藤井2013)。 この信頼が

基盤 としてあるからこそ、当事者の「代

理」 としてア ドボカシー活動をおこなう

正当性 (=「代理」であることの適切さ)が

担保 されているといえる
8)。

2.2抗 議活動 を通 じたステークホル

ダー形成機能

抱僕は、支援活動に加えて、活動当初

(1990年 頃)か ら、行政に対 してア ドボカ

シー活動 も積極的に行ってきた。活動当

初は、北九州市保健福祉局保護課に対す

る交渉、抗議行動 (座 り込みなど)を おこ

なった。ホームレスに関する実態調査、生

活保護の実施をめ ぐる問題、公園からの

追い出し、日雇雇用保険の活用を促進す

るための自手帳交付促進、生活保護以外

の緊急の法的支援 として臨時宿泊所の設

置等の課題を行政に対 して要求 していた。

だが、当時、ホームレス問題に責任を

もって対応する部局は存在 しなかった。

また、任意団体であるなどの理由で行政

側 も抱僕 との話 し合いのテーブルを設け

なかった。そのため、中身にたどり着け

ない「むなしい交渉」(奥 田2006a85頁 )が

5年以上続いたという。

その後、1996年 12月 ～ 1997年 3月 、l●L
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撲は署名活動を展開した。6480名の請願

署名 (「 野宿者のいのちに関する請願署名」)

を北九州議会に提出した。行政との膠着

状態を打破するために議会政治に訴えた。

この署名自体はその後審議されること

はなかった。だが、ここで重要なことは、

署名活動をすることによって、ホームレ

ス問題に関心を持つ市会議員や市民など

に抱撲が出会ったということである。奥

田も述べるように、署名活動を通 じて、

「ホームレス問題は決して孤立 した課題

では無 くなっていった。多 くの人々の関

心を引いており、多くの人々が問題解決

を願っていることを私たちは知ることと

なった」 (奥 田2006a88頁 )と いう。実際、

奥田によれば、「2000年以降は市民的な

広がり」(奥 田2006a88頁 )が加わり、キリ

ス ト者、学生、労働者、労働運動家、主

婦、研究者など様々な支持者の輪ができ

るようになっていった。

他方、抱撲と行政との対立関係が最も

ピークであった時期は2000年 であった。

具体的には、8月 、勝山公園にて、野宿

者に加えて炊き出しをおこなっていた支

援者ごと北九州市が強制排除するという

出来事がおきた。この北九州市の対応に

は、マスコミメディアもクレームをつけ

るほどだったという。

しかし、この出来事は、強制排除という

形で衝突した結果、支援団体狽1と 行政倶1の

双方が歩み寄るような次のステップを考

えるきっかけになったという。実際、2004

年以降、抱僕は行政との関係を改善してゆ

くことになる。

ここで重要なのは、活動開始から、抱撲

は抗議活動を通 じて、ローカルなレベル

で地域の様々な支持者、政治家、行政な

ど北九州周辺地域の様々なアクターと関

係を取 り結んでゆくことになったという

こと。そして、その結果、様々なステー

クホルダーとの関係が形成されてゆくの

に伴い、抱僕は団体として目指すべ きイ

メージを変えていったということである。

奥田によれば、活動当初、行政の支援や

地域 との連携が皆無の状況であったため、

抱僕はホームレス支援に必要な全てのシ

ステムを自ら構築する「総合型組織」(奥

田2006bil16頁 )を 目指す しかなかった。

しか し、2000年代に至る頃、抱僕は、支

持者の輪が広が りつつあ り、また行政と

の関係 も生まれつつあった。それに伴っ

て、抱僕がホームレス支援の全てを担う

のではなく、様々な分野の既存の組織 を

巻 き込みながら、地域でいかにして トー

タルなホームレス支援の形を構築するの

かという「協働型」 (奥 田2006bil17頁 )を

抱撲は志向するようになった。

具体的には、抱撲 は、NPO法人格 (北

九州越冬実行委員会から北九州ホームレス支

援機構」に改名)を 整備 した後、「北九州

におけるホーム レス 自立支援 グラン ドプ

ラン」 とい う計画案 を立て、ホームレス
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問題を解決するための目的の明確化、日

的達成のための活動方針や具体的な実行

プランを新たに策定 し、当事者、支援者、

行政、地域社会の責任や課題などをあげ

ながら、様々なステークホルダーと協働

で問題の解決にあたる方向性 を明確に打

ち出すようになった。

2.3上程運動による制度変革機能

2000年 8月 に勝山公園にて起 きた強

制排除という出来事は、支援団体狽1に

とって次のステップを考えるきっかけに

なった。具体的には、抱撲では、反対運

動や炊き出しばかりでなく、野宿者を具

体的に自立させてゆくために、自前で対

案型の自立支援事業を考えてゆくことに

なった。その第一歩が、2001年 、アパー ト

借り上げによる自立支援住宅事業の展開

である。この自立支援住宅事業とは、抱

僕がアパー ト5室 を借 り上げ、初期費用

がかからない形で、野宿者の人達に部屋

を貸し、住民票をおき、生活保護を申請

し、その費用で他のアパートを自前で借

りてもらうことを6か月でおこなうとい

う事業内容のことである。居宅確保を重

視したのは、居住実態がないという理由

で行政側が生活保護申請を水際でうけつ

けなかったことが大きな背景にある。

ただし、2001年 当時、 5室 しかアパー

トを借り上げることができなかったので、

高齢者を優先的に選択 し、 (300人 ぐらい

のホームレスの人達がいた中で)申 請者約

100人 のうち95人 を切 り捨てないといけ

ないという事業規模の限界 もあった。

この事業規模の限界を、抱撲は行政との

協働事業によって乗 り越えることになる。

具 体 的 に は、2002年 に制 定 され た

「ホームレスの自立の支援等に関する特

別措置法 (通称、ホームレス自立支援法)」
9)

によって、ホームレス自立支援センター

(2004年 北九州開所)が行政によって設置

され、抱僕はその内部の業務 を引き受け

(委託)、 就労支援事業を新たに開拓する

ことになった。

2004年 か ら開始 された この 自立支援

センター事業によって、10年以上の対立

を乗 り越えた形で、抱撲 と北九州市 との

協働 (事業)は始まることになった。

ホームレス自立支援法 (及 びホームレス

自立支援センターの開所)は、64歳以下の就

労層 といわれる人たちを対象に、50人 の

定員で、食住に加え技能訓練、職業紹介

がセットとなった施設で、抱撲のような

民間ボランティア団体だけではこれまで

できなかったような支援を可能にした
Ю)。

ホームレス自立支援法は、自前の資源を

豊富に有 していなかった抱撲にとって、野

宿者に対する就労支援事業に本格的に取

り組むきっかけを与えた。言い換えると、

2002年 に制定されたホームレス自立支援

法は、抱僕に対 して、生活困窮者に対 して

就労訓練の機会を通 して社会的再統合を
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図るような社会的企業 (=WISE)と しての

特性を与えた法律であったといえる。

また、ホームレス自立支援法には、支援

団体の要望 も一定程度入っているという

点に特徴があり、それが可能となった背景

の一つには、ヒアリングによれば、各地域

でホームレス支援活動をしてきた (抱撲含

む)主要な団体が2000年前後から結集、上

程運動 (=法案を議会で通すことを要求する運

動)を展開し、政府に対 して要望書を提出

してきたからである。ホームレス自立支援

法は、ローカルなレベルを超えたホームレ

ス支援団体間の連携によるナショナルな

レベル (=日 本政府を対象にした全国レベル)

の社会運動の成果でもあった。

したがって、一連のプロセスを抱撲の

ア ドボカシー戦略 として考 えると、ナ

シヨナルレベルでの制度変革を推進する

ことで、 ローヵルな北九州市行政 との

パー トナーシップのあ り方を変えてゆ く

戦略であったといえる
11)。

以上、ア ドボカシー活動を通 じた制度

変革によって、行政との関係を変え、新

たな資源動員の回路を作ったことが、抱

僕がWISEと して発展す る上 で重要 で

ぁった
12)。

2.4連 合組織としての全国ネッ トが果

たす 5つの役割

ホームレス自立支援法制定後、抱僕は

国政レベルでの制度運用にも関与 してゆ

くことになる。特に、抱僕は全国ネットの

活動を推進することで、国政レベルの活

動に関与 してきた。ここでは、抱撲に対

するヒアリングから、全国ネットが担っ

ている役害Jに ついて明らかにしてゆきた

い。既存の研究では全国ネットの活動実

態について明らかにした研究は少ない。

2006～ 2007年 にかけて、ホームレス

自立支援法の上程運動の際に中心的な役

割を担ってきた団体が主要な呼びかけ団

体 となり、ホームレス支援団体の全国型

の連合組織である全国ネットが立ち上が

ることになった。現在、この団体は北海

道か ら沖縄 まで含めた正会員85名 (団体

76/個 人 9)、 賛助会員 5名 (団 体 3/個 人

2)に よって構成 されている。

ヒアリングによれば、全国ネットが担っ

ている役害Jは 大 きく5つ ある。まず第 1

に、国に対 して政策提言をおこなう役割で

ある。ホームレス自立支援法制定以後、政

策上のことでどのように国と交渉するス

テージを作るのかということは、ホームレ

ス支援団体側にとっての次の課題であっ

た。もちろん、個別の交渉では国は動かな

い。そこで、全国で束ねた組織を作ってお

く必要があった。したがって、基本的に、

全国ネットは、ホームレス支援団体が全国

レベルでア ドボカシー活動をおこなうた

めに結成 した連合組織である
郎)。

第 2に 、全国で東ねた組織 を作るため、

全国ネットではそれまでお互いの団体が
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個別にお こなって きた活動 について学習

し共有す る機会 (ホ ームページの作成、メー

リグンリス トの作成、自主勉強会“
)や

研修会

など)を もうけている。全国ネットには

ホームレス支援団体同士の連携を強化す

る役割がある。

第 3に 、ホームレス支援団体同士の連

携 という点で、全国で困窮状態にある当

事者からメール、代表電話番号を介 して、

SOS連絡が入つた時、 (全国ネットの)事

務局を通 じて、当該地区の支援団体を紹

介 し、迅速かつ円滑な支援体制を作る役

割が全国ネットにはある。

第 4に 、学者のチームを作 り、政策提

言の際の情報を生み出す役割が全国ネッ

トにはある。すなわち、政府に対 して政

策提言をおこなってゆく際に、ホームレ

スや生活困窮者に関するデータをどのよ

うに示 してゆ くのかということは支援団

体にとって大 きな課題であつた。そのた

め、大阪市立大学などの研究者に協力 し

てもらい研究者のグループを作 り、国か

らの調査推進事業費を基盤に、調査研究

をおこなう形にした。その際、現場の活

動家が肌で感 じていることを研究者に聞

いてもらい、それを調査事業に枠づけて

実際に調べることをおこなった。

例えば、全国ネットによる調査研究活

動の中で も、特徴 的な調査 は、広義の

ホームレス調査である。具体的には、日

本のホームレス自立支援法では路上で寝

ている人 しか調査対象にしないが、この

調査においてはネットカフェ難民などの

不安定居住層まで調査対象に含めてデー

タをとる調査 を実施 した。

第 5に、人材育成という役割が全国ネッ

トにはある。2010年 、全国ネットでは、「伴

走型支援士」という独自の資格制度を作っ

た19。
全国ネットでは、研究者や現場の

実践家を動員して、『伴走型支援士認定講

座』を開催し、これまで600人以上の人が

受講し、500人以上の人が資格取得をして

いるという。全国ネットでは、この資格制

度を設けることで、ホームレスや生活困窮

者支援に関して、最低限の基本的な事柄を

おさえた人材を育成している。

一見、伴走型支援士という人材育成活動

は、アドボカシー活動とは関係がないよう

に見える。だが、ここで重要なことは、こ

の伴走型支援士という独自の資格制度は、

貧困ビジネスとの混同を避けるために、社

会に向けられたある種のキャンペーン活

動でもあるということである。

それまで、それぞれの現場で積み上げ

られてきた経験 (=実践知)を 基盤に、各団

体はホームレス支援を各地域でおこなっ

てきた。このことは、同時に、「ホームレ

ス支援」というスタンダートなものがな

いということも意味していた。

この「スタンダードがないホームレス

支援」のあり方は、2008～ 2009年 にかけ

て、世の中に席巻した貧困ビジネス施設
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に対する批判的風潮の中で、批判の対象

になってきた。具体的には、当時、ホー

ムレスを対象に生活保護を不当に徴収す

る貧困ビジネス施設に対する批判的風潮

が吹き荒れる中、政府の検討会議が開か

れた。 (抱撲も出席していた)そ の政府の検

討会議で、施設運営のあ り方に対する規

制の論議が出る中、ホームレス支援に従

事 している人達の資格の無 さも問題視 さ

れたという。すなわち、事業の実態が不

透明な貧困ビジネス施設と同様、ホーム

レス支援団体による支援が標準化されて

いないという意味で支援の質の不透明さ

が問題視された。

ローカルな現場の団体によるアピール

活動だけでは、この「スタンダードがな

いホームレス支援」という批判にこたえ

ることは難しい。そのため、抱僕は、全

国ネットを活用して、伴走型支援士とい

う独自の資格制度の構築と普及活動を始

めることになった1°
。言い換えると、全国

ネットというナシヨナルなレベルで、比

較的同質的なステークホルダー (=ホ ーム

レス支援団体同士)に よって、支援のあり

方の標準化をすすめることで、貧困ビジ

ネスと区別するためのアピールをする必

要性があった。

以上、全国ネットは全国型のアドボカ

シー組織として 5つ の役割を持っていた。

3.ま とめと今後 の課 題

本稿では、ホームレス問題に取 り組ん

できた抱撲 と全国ネットの事例から、ア

ドボカシー活動が持つ役割について明ら

かにしてきた。

それでは、本稿の作業は、既存の研究

に対 してどのような意義があるといえる

のか。

第 1に 、ホームレス問題に取 り組む団

体を対象にした既存の社会的企業の研究

では、社会問題を解決するビジネスモデ

ルを市場で開拓するところから社会を変

革する役割に焦点があてられることが多

かつた。それに対 して、社会課題を取 り

巻 く環境や制度面の改善に向けて働 きか

けるような社会運動から社会を変革 して

ゆく役割には十分焦点があてられてこな

かつた。その意味で、これまでの研究で

は、社会運動によるアプローチからホー

ムレス問題に取 り組む社会的企業の実態

を十分に捉えることができていない部分

があったといえる。

第 2に、抱撲が北九州地域において積

極的にア ドボカシー活動を行ってきたこ

とは既に指摘 されてきた。 しかし、それ

と比べると、抱僕が積極的に全国ネット

の仕事 も担ってきた狽1面 は看過されてき

た。そのため、抱撲の社会運動の実践 と

して、全国ネットの活動実態についても

明らかにしてゆく必要があつた。
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以上か ら、本稿ではア ドボカシー活動

という視点を導入 して、抱撲 と全国ネッ

トの事例から、活動のプロセスならびに

その活動の持つ意義を明らかにしてきた。

まず、「社会的に不利な立場におかれ

た人々を代弁 して、問題提起 をした り、

注意 を喚起す るキャンペー ンを張 った

り、政策提言」 (F五edman 1992=1995:7

頁)等の活動 を意味するア ドボカシー活

動は、当事者のあ くまで代理 としての活

動であ り、当事者 との親密な信頼関係を

基盤にしていなければ、ア ドボカシー活

動の正当性 (=「代理」であることの適切さ)

が担保できない。そのため、抱撲がおこ

なってきたように、コミュニティ形成を

基盤にしたア ドボカシー活動であること

が、社会的企業による社会運動アプロー

チの議論の前提 となる。

次に、抱撲の事例から、ア ドボカシー

活動には、様々なステークホルダーとの

関係を形成 してゆ く機能、制度変革をす

る機能があることが明らかになった。こ

こで重要なのは、抱僕がア ドボカシー活

動を通 じて、ステークホルダーを形成す

る一方、法制度にアクセスすることで社

会的企業 (=WISE)と しての倶1面 を獲得

してきたということである。

抱僕は、抗議活動を通 じて、ステーク

ホルダーとの関係 を形成 していった。例

えば、署名活動によって、抱僕が地域の

人たちを味方にしていったプロセスには、

抱僕 自身の変化に加えて、これまでホー

ムレス問題 との接点を持たなかった人た

ちの問題認識の何 らかの変化があったこ

とが推浪1さ れる。 もちろん、この抗議活

動の展開過程には、ステークホルダーと

の衝突 (=コ ンフリクト)も あった。北九州

市行政とは、10年以上も対立関係にあっ

た。 とはいえ、その後、上程運動の成果

も含まれるホームレス自立支援法の制定

によって、抱撲 と北九州市行政 との協働

が進みだした。また、ホームレス自立支

援法は、抱僕がWISEと いう社会的企業

へ と至るターニングポイントにもなって

いた。

この一連のプロセスは、例 えば土肥

(2006)が述べるような、革新的な起業 (を

成功させてゆくプロセスの中)か らステー

クホルダーの形成、及び社会変革 を遂行

してゆ くような社会的企業 (=社会的起

業)の成 り立ち、及び社会的企業のあり

方とは異なる倶1面 を持つ。

抱撲の事例からもわかるように、ホー

ムレス支援団体が社会的企業 (=WISE)

として活動を展開してゆくために、また、

ホームレス問題の解決に向かうような新

たな社会システムを創出してゆくために、

行政、地域市民、民間団体を巻き込むよ

うな地域全体でのホームレス問題に対す

る協働の推進が不可欠であり、その協働

を推進させる「起爆剤」としてアドボカ

シー活動は大きな役割を担った。
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このように、ホームレス問題に取 り組

む社会的企業の実態を考えるならば、社

会問題を解決する新たなビジネスモデル

を開発することに焦点を当てた「事業面」

ばかりでなく、アドボカシー活動ならび

にそれに準ずる活動に焦点を当てた「運

動面」にも積極的に意義を見出すべきで

あろう。その意味で、ホームレス問題に

取 り組む団体を対象にした社会的企業論

には、アドボカシー活動も踏まえた、事

業と運動を両立する視点が求められるの

ではないだろうか。

最後に、ホームレス自立支援法制定後、

抱撲は全国ネットの活動を発展させるこ

とで、国政レベルの制度運用にも関与し

てきた。本稿では、全国ネットの活動実

態について、主に5つ の役割を中心に明

らかにしてきた。

簡潔に要点をまとめるならば、全国

ネットは、ホームレス支援団体が国に対

して政策提言をするための交渉の窓口と

なる役割を持っていた。そのため、全国

ネットは、ホームレス支援団体間の情報

共有から支援活動の連携まで団体同士を

結束させてゆく役割を担う一方、研究者

グループも動員しホームレス問題に対す

る研究活動を推進し、政策提言に必要な

情報やデータを構築する役割も担ってい

た。また、貧困ビジネスとの差異戦略と

して、伴走型支援士 という資格制度に

よつて人材育成をおこなう役割も担って

いた。

ここで、全国ネットの事例から明らか

になった伴走型支援士制度は、貧困ビジ

ネスと社会的企業の混同問題を考察 した

既存の研究に一定の示唆を与えるだろう。

すなわち、社会的企業 (=居住支援をす

るホームレス支援団体)と 貧困ビジネスを

区別するポイントが何かを考察 した白波

瀬は、事業内容の質や運営の実態が地域

で認められていることが、両者を区別 し

てゆ くために重要であることを明らかに

している (白 波瀬2015)。 すなわち、ロー

カルレベルでのステークホルダーとの連

携、信頼獲得行為が重要であることを明

らかにしてきた。

しか し、伴走型支援士制度が設立され

たプロセスを考慮するならば、ローカル

レベルにおける事業内容の質や運営の実

態の透明性の確保 という要素に加 えて、

全国ネットというナショナルなレベルで、

比較的同質的なステークホルダー (=ホ ー

ムレス支援団体同士)に よって共有される

支援の質の標準化作業 も、貧困ビジネス

と区別するための戦略として重要である

ように思われる。

以上の結果は、ホームレス問題に取 り

組む社会的企業をア ドボカシー活動 とい

う視点から捉えることで、明らかにでき

たことである。ホームレス問題のような

社会的排除問題に取 り組む団体を社会的

企業 として捉えてゆ くためには、ア ドボ
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カシー活動という視点も有効である。    え、この観点の有効性を検討してゆきたい。

最後に、今後の課題について述べておき

たい。本稿では、紙幅の許す限りで、社会  【謝辞】

的企業のアドボカシー活動の役割と意義   本論文の執筆にあたり、調査協力者で

にしか言及することができなかった。事例  ある抱僕の関係者の皆様に感謝申し上げ

の展開過程の詳細な把握がより求められ  ます。また、様々なアドバイスやコメン

ていたと思う。今後、アドボカシー活動と   卜を指摘してくれた大学院関係者、査読

いう視点から社会的企業を捉えてゆくこ  者の方々にも感謝申し上げます。

との可能性や限界についてより検討を加
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社会福祉法人グリーンコープ「抱撲館福岡J開 所。運営に協働
福岡県より「地域定着支援センター事業」受託。累犯余計者の支援開始
「福岡絆プロジェクト共同事業体Jが発足し、福岡市より「パーソナルサポー トサービスモデル

事業Jの 委託を受ける(抱撲が事務局)。

2011イF 北九州市等と協働で東日本大震災に関わる被災者支援「絆」プロジェクト北九州を開始。避難者
への伴走型支援を実施

2013年 抱撲館北九州開所 デイサービスセンター「抱僕」開始
多機能型事業所「ほうぼく(抱撲)J開始

2014年 団体名称を「抱撲」へ と変更
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【表の作成について】
2015年 11月 7日 、 8日 の第 2回 生活困窮者

自立支援全国研究交流大会の際に収集 した資

料、11月 9日 抱僕へのヒアリングの際に配布

された資料を一部抜粋・筆者加工のもと作成
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1)社会的排除の定義については例えば西澤

(2010)、 稲月 (2014a)を 参照。また、社

会的排除概念の中でも、 (当 時者)自 身

が排除されている原因を自らに求める

(=自 己責任)よ うな「自発的排除Jの
考えについては例えば樋口 (2006)、 大

高 (2013)を 参照。

2)なお、社会的企業という概念は、大高が指

摘するように、コンセンサスのある安定

3)

した概念ではなく、この概念の多様な理

解による混乱が存在する (大高2009)。 社

会的企業論には、藤井によれば、米国と

欧州の 2つ の理論的潮流が存在する。前

者は、政府予算の削減によるNPOの 商業

化 という文脈で市場的アクター (営利企

業 とNPOのハイブリッド)と して語 られ

ることが多 く、営利企業形態の社会志向

型企業や企業のCSR活動を含みこみ、社

会的起業家によるイノベーシ ョンに焦

点を置いた議論がされてきた。他方、後

者は、NPOや 協 同組合等のアソシエー

ションによって構成されるサー ド・セク

ターを社会的企業 として把握 し、社会的

排除問題の解決 という文脈 において主

に議論が されて きた (藤 井2010a)。 ま

た、日本における社会的企業概念の受容

について、同 じく藤井によれば、アメリ

カ社会的企業論の系譜 を継いだ経営学

者による「企業サイ ド」、経済産業省や関

東経済産業局等による「政府サイ ド」、欧

州の社会的企業論の系譜 を継いだNPO
や協同組合による「サー ド・セクターサ

イ ド」の 3つの文脈から受容されてきた

(藤井2010b)。

もちろん、貧困ビジネスと社会的企業 と

の混同問題が もう一つの大 きな論争点

として現場ではある。貧困 ビジネス と

は、ホームレスのような「誰にも頼れな

くなった存在の、その寄る辺なさにつけ

こんで、利潤を上げるビジネス」 (湯浅

2007:136頁 )で、貧困から脱却するため

のエンパワーメントを度外視 し、貧困の

固定化 につながってゆ くビジネスのこ

とである。ホームレス問題の場合、政府

や 自治体 による居住支援施策 に代 わっ

て、民間のボランティア団体やNPOが
地域の事情 に応 じて居住支援事業 を開

拓 し、サービス を提供 して きた (阪東

2007)。 しか し、開拓 された事業モデル

が生活保護 を主要な収入源 として活用

するモデルであったことか ら、ホーム

レス支援団体にとって、この事業モデル

が貧困ビジネス と抵触するか どうかが

2000年代後半以降、大 きな問題 となって
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4)

きた。この問題を考察 した研究として白

波瀬 (2015)が あげられる。本稿ではこ

れか ら展開す るア ドボカシー活動に関

連する限 りで貧困 ビジネス と社会的企

業 との混同問題を考察する。

例えば、土肥 (2006)|ま ビッグイシュー

を社会的企業の対象にしながら、革新的

な「ビジネスモデルが地域社会や社会全

体か ら支持 されることによって」 (土肥

2006i145頁 )社会の人たちの考え方を変

革 してゆく起業家 (ソ ーシャル・アント

レプレナー)の役割の重要性 を主張す

る。また、他方で、ホームレス問題に取

り組む社会的企業の課題 を整理 した橋

本は、今後、貧困ビジネスと社会的企業

の境界をめ ぐる議論に加えて、社会的企

業 に運動の視点 を有 した議論の必要性

を指摘する (橋本2010)。

WISEと は、福祉国家再編過程における

欧州で普及 してきた組織概念である。欧

州の社会的企業研究グループのEMES
Iこ よれば、 WISEと は、 労働市場からllF

除された人たちを、団体内部で受け入

れ、社会参加や職業訓練などを通 じて、

社会的に再統合することを目指すサー

ド・セクター団体 (NPOや協同組合)の
あ り方である (BOrzaga and Defourny

2001=2004)。

例えば、社会的企業の本質がハイブリッ

ド性 にあるとい う藤井の考えを援用す

れば、社会問題に取 り組む中で、コミュ

ニテイ形成、サー ビス供給、ア ドボカ

シー活動など複合的に社会的課題 を解

決する能力 を社会的企業は備えてゆ く。

この性質は社会的排除問題 に取 り組 む

社会的企業の場合 において も有効であ

る (藤井2013)。

本稿では中心的に取 り扱わないが、以下

のことは確認 してよいだろう。抱僕は、

当初 こそ高度経済成長期 を支えて きた

典型的な元 日雇い労働者 (50代以上、単

身男性)を対象に支援 してきた。 しか し、

例えば、支援活動の中で軽度の知的障害

の課題、あるいはリーマン・ショックの

ような社会変動 によって生み出された

新たな若年貧困層の課題 に直面す る中

で、貧困という現場から様々な生活困窮

者 を対象に支援する団体になっている。

特に、2011年 以降、若年困窮者層を対象

にした就労体験及び就労訓練、東 日本大

震災の被災者支援 などに力 を入れてい

る。その際、グリーンコープや生活クラ

ブなど協 同組合 と連携 している点が特

徴である。また、問題の複雑性がます中

で、支援事業の内容 も、炊 き出し、応急

支援、居住支援、就労支援、居住後の生

活支援など多様化 している。

実際、奥田が述べるように、抱撲のア ド

ボカシー活動は、単純に専門家 として政

策を立案 し提言するのではな く、「無告

の民 (苦 しみを訴える先のない人々)」 の

声 を聴 き、聴いた者の責任 として行使 さ

れる「代理」であることが強調されてい

る (奥 田2014)。

日本政府はこれまで寄せ場対策を除いて、

ホームレス支援政策を軽視 してきた。し

か し、「平成大不況」が深刻化す る中、

2000年 代前後から、ホームレスに対する

政策を実施する。制度からの展開説明に

ついては福原 (2012)を 参照。

ホームレス 自立支援セ ンターの課題 に

ついては、例えば、北川 (2006)、 福原

(2012)を 参照。

詳細 について、ホームレス自立支援法、

ホームレス自立支援セ ンター北九州 を

対象 に公―民パー トナーシップ論の視点

から考察 したものとして山崎 (2006)を

参照。

もちろん、ア ドボカシー活動を通 じた制

度変革 によって もた らされるものは資

源動員効果だけではない。実際には、ア

ドボカシーによる制度変革が もた らす

効果はここであげる以外の もの もある

だろう。例 えば、ヒアリングによれば、

2007～ 2008年 頃、北九州市の生活保護

行政は転換 し、路上での生活保護申請が

認められるになった。これはホームレス

自立支援セ ンター以外か ら路上脱出の

手段を増やす効果があったという。

2010年度には、2012年 8月 に期限を迎え

8)

5)

6)

7)

9)

０
ん
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14)

16)

る予定であったホームレス自立支援法

の5年間の延長を決めた。2015年度にも

継続を求める申し入れを厚生労働省に

実施。その背景 として、現在 (2016年 )、

全国ネットは、ホームレス自立支援法か

ら生活困窮者 自立支援法への移行 (統

合)問題の課題に取 り組んでいる。詳細

は、ホームレス支援全国ネットワーク政

策検討作業チーム編 (2016)を 参照。

ただし、国等の関係機関も交えた学習会

なども実施。本稿で詳細な検討が必ずし

もできているわけではないが、政策提言

という点で重要であると思われる。

抱僕による個々人に対するきめ細かな支

援計画を策定する伴走型支援のモデル

事業の詳細については稲月 (2014b)を

参照。また、伴走の思想と伴走型支援の

理念と仕組みについては奥田 (2014)を

参照。

この独自の資格制度を作るに至った背景

には、社会福祉士の資格を取得するため

のハー ドルの高さの問題、社会福祉士の

資格がホームレス支援に適 しているの

かどうかなどの議論があったことも関

係 している。
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