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はじめに

生活協同組合のことを知っている人は多いが、日本におけるその創設者の名前を知っている人は

少なくなった。また、近年、特に、その動きの注目される社会福祉や社会事業についても、第二次

世界大戦前の日本の状況やその活動に貢献した人々の名前が忘れられがちになっているように感じ

る。アメリカでは、そのような人々の名前が、建物や道路の名前になっていたり、大学のキャンパ

ス内のベンチに、何々先生の記念のベンチというように残されていたりするので、これは何だろう

と、そのルーツを考える若い研究者の目にとまることになるようである。2 0 0 2年９月から約半期、

明治学院大学のプロジェクトの一つとして、賀川豊彦に関する講座が開講された。その４回分を担

当したことをきっかけに、賀川豊彦の社会事業についてまとめておきたいと考えたのが本論文の執

筆背景である。講義を担当することになったきっかけは、筆者が、かつて、賀川豊彦のセツルメン

トハウスでセツルメント活動をおこなっていたことであった。東京都江東区深川の高橋３丁目の一

角を占めていたドヤ街に隣接して、そのセツルメントハウスは存在していた。現在は、町名変更に

より住所表記も変わっているようであるが、そのセツルメント活動の場所と賀川の視角の一端は、

いまなお、後継者に継承され活動が継続されている。また、その視角や発想の一端は、東京都内の

中だけでも、いろんな形で継承され活動は展開されている。

筆者が4 0年来、活動に参加し続けてきた要養護児童や児童福祉法外で、自立できない青少年のた

めの自立支援活動等も、賀川豊彦の弟子たちによって継続されている活動の一つである。その法外

の施設も、数年前に、ようやく、社会福祉法人になったが。そのような賀川の弟子や孫弟子たちで、

2002年9月から約半年間、明治学院大学の賀川豊彦プロジェクト講座を担当したわけである。以下は、

一回90分４回分の講座の中で特に、記録に残しておきたい部分の一部である。

1. 賀川豊彦による社会事業の背景と活動の視角

１－１　生い立ちと思想的背景　―「死線を越えて」から読み取れること－

賀川豊彦の生い立ちは、著書「小説　死線を越えて」から、その一端を垣間見ることができると
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考える。直弟子や孫弟子やその家族から、賀川に関する多くの話を聞いたが、本人しか分からない

生い立ちや心の道程は、その著書による以外に知るすべはないであろう。

「小説　死線を越えて」は、小説という形をとっているが、ほぼ、彼の自我像が描かれていると

推察できる。そこから辿ると、「背は普通より、高い、痩型」であり、「顔色は非常に青く、鼻は高

いが、頬骨が少し出ている。目はどちらかと云ふと、大きくて鋭い。しかし、気高い輪郭の持ち主

であった」というのが、小説のモデルとして描かれている自我像であり、明治学院大学３年次、2 2

歳の青年の姿であった。哲学青年で、インドの経典を愛読したり、ヘッケルの一元論を論じたり、

理屈っぽい青年であったと見られるようであるが、学資に困っている友人に、自らも、それ程、豊

かではない軍資金を融通したりする心やさしい、多感な青年であったと推察できる。明治学院大学

在学中は、キリスト教には、興味をもちながら、疑問も感じ、クリスチャンになるには至っていな

かった。1 5歳のときに、故郷の中学を卒業後上京した。彼の言葉をかりれば、「僕はそれだから哲学

の方面から言えば仏教を取るが、併し仏教は駄目だよ。僕は、十七、八位の時から哲学じみた事が

すきで随分苦悶して歩いた方だがね。十五の時に国の中学の三年が終んで直ぐ東京にやって来て、

あっち、こっちの中学を漂泊したさ。その間は教科書などは少しも手をつけずに詩や哲学や雑誌を

朝から晩まで読んでね、随分それは苦悶したものだよ。僕は、高輪の仏教中学を卒業したのだよ」

というような状況であった。明治学院大学への入学動機は、以下の文章から読み取れる。「僕の父が

ね僕に強いて法律を研究せよと言うときにねー急に喀血してねー僕の母も姉も肺で死んだんだよー

医者が肺だと云うぢゃ無いか。茅ヶ崎で一年、八丈ケ島で一年遊んでね。今度はもう法律などをや

る勇気は無いぢゃ無い。非常に宗教的に傾いてね。佛教の方も飽いて居たから。明治学院の高等学

部で一、二年遊ぼうと思ってね、去年の九月、明治学院にきたのだ。（1）」明治学院大学に入学した

翌年、３年次に、勉学を続けることについての父親の同意を得られず、故郷に帰ることを決意した。

彼の出生地は、神戸であった。1 0歳になるまで、彼は、神戸の出生地で生母とともに過ごした。

1 0歳のとき、生母が亡くなり、阿波の板野郡の本妻のところへ、姉と二人で引き取られてゆく。引

きとられるとき、妹と二人の弟とは別れ別れになった。その後、姉は、母と同じ結核で亡くなり、

それをきっかけに、上京することになったようである。

神戸の父の家は、「日本郵船会社荷客取扱所」という看板を掲げる商家で、父は、彼が大学を中退

する２年前まで代議士の職にあった。2 2歳の彼が故郷に帰ったとき、父は、神戸鍛冶屋町に番頭が

３人以上はいる商家を営んでいたが、同時に四国の徳島本町に妾宅をかまえ市長の職にあった。た

だ、市長の職も商売もうまくいってはいなかったこともあって、父との関係はいつも問題をはらん

でいた。この徳島の父の妾宅に滞在しながら、小学校の教師の職を得たが、多感で潔癖な青年が生

活するには、決して、居心地のよい場所とはいえず、父への愛と不満は重積し、時々、葛藤が爆発

したりしていたと推察できる。

そうした葛藤の中で、教会に引き寄せられ、教会でこどもたちに賛美歌を教えている、かつての

憧れの幼馴染の女性に再会する。キリスト教への信仰を深めてゆくプロセスが、その心の道程とと

もに、紹介されているのが、本著のはじめのくだりである。
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１－２　キリスト教信仰と実践活動　

父との葛藤その他、複雑な家族関係に疲れはてながら、自らの健康問題も抱えながら、次第に、

キリスト教への信仰を深めていくのが、その後の賀川の自我像に描かれている。

彼のキリスト教への信仰は、次第に、実践活動をともない始める。教師として働いた給料をつぎ

込んで、セツルメント・ハウスを開設し、生涯、その活動は継続される。

隅谷三喜男は、その著書「賀川豊彦」の中で、以下のように述べている。

かれは生まれながらにして悩みの子であった。子供のころから妾の子の悲哀を味わわねばなら

なかった。そのうえ、兄の放蕩のために家産はかたむき、かれが十五歳のとき、賀川家は破産して

しまった。それからのかれは「三十五銭の聖書を買うのに苦心」するほど貧乏であった。病苦と貧

苦に、かれは打ちひしがれた。1909年の春の日記には、こう記されている。

四月十一日(日)

キリスト教などいっても嘘だ。経済の上に何等の権威もない。アア　飽くまで圧迫せられた此の

子。泣く、泣く、この弱き身体を保たんが為に。

五月三十日(日)

私は全く絶望だ。絶望。絶望だ。人生の価値を全く疑ってしまった。一晩泣いた。

その懐疑をかれはこう記している。

『私は恐ろしい疑惑に這入っている。昔は、三位一体論や、贖罪で困った。一昨年は、霊魂は社

会の運命的進化の上に、何の関係が有るかと言うので苦しんだし、昨年は社会はどうでも善い、個

人の霊魂は死後に連続するかと言うので苦しんだ。そして結論は、現在の価値あれば十分だという

のですましたが、今年は、現在は果たして、価値あるかということになった。…アア生存の価値は

根本から疑はれた。人間は何故生存するのであろうか…アア唯、解決は之だ…死だ…死、死、死…

人間は凡て価値ない者だ。最も価値ある者は死だ」（『無の哲学』賀川豊彦全集2 4、1 9 0 9年7月、

368ページ）。

このような重荷を負わされた賀川をキリスト教に導き、暖かい保護者となったのは、宣教師マヤ

ス博士夫妻であった。「マヤス先生は私の信仰の父です。私が貧乏して居た時にいつも金を貰いに行

ったのはマヤス先生でした。肺病の時病院に入れてくれたのもマヤス先生でした。……私が十五の

時にプリンストン大学総長パトンの書いた『神学緒論』を英文で教えてくれたのもマヤス先生でし

た。私が十七の時に四十日抱いて寝て貰い、十九の時に肺病で倒れている時にも、漁夫の家の畳の

無いところで二日も一緒に蓆の上で寝てくれたのもマヤス先生です。私の性格の上に、もっとも大

きな蔭を投げたものがありとすれば、それはマヤス先生です。私の悲観した時に、私の顔の涙を干

すことを教えてくれたのもマヤス先生です。最初の説教も、最初の伝道旅行も、最初の祈りも、み

なマヤス先生と一緒にしました。私は、協会にタッタ二度しか行ったことが無かった。三度目の日

曜日に私は洗礼を受けた。それはマヤス先生の感化であった。今でも、私は逃げてゆくところが無

くなればマヤス先生夫妻は私の為に、いつも膳立てして待っていて下さることを知って居る」（「身
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辺雑記」、全集24、1922年10月）。（2）

賀川が神戸新川の貧民窟に引っ越したのは、1 9 0 9年1 2月2 4日、クリスマスの前日午後であったと

されている。隅谷は、賀川の著書を引用しながら、賀川が貧民窟に引っ越した状況について、以下

のように述べている。

神戸神学校の学生賀川豊彦は、ディッケンスの「クリスマス・カロル」を思い浮かべながら、荷

車にふとんと衣類四、五枚と書物一行李を積んで、葺合新川の貧民窟に引っ越した。家は五畳敷だ

が、五枚の畳を買う金がなかったので、古畳三枚買って表の間にしいた。この家は前年の暮れに喧

嘩で斬られた男が死んだ家で、幽霊が出るというので、入り手がなかったのである。賀川は日家賃

七銭のところを月二円でこれを貸してもらった。かれはかなり以前から肺を患っていたが、二年ほ

ど前からそれが悪化し、前の年の大半は三河の蒲郡で療養生活を送らねばならなかった。その後も

健康ははかばかしくなかった。「どうせ死ぬのなら貧民窟で」（「地殻を破って」1 9 2ページ）と考え

て、ここに入りこんだのである。「どうせ、近い中に死ぬのだからー一年か、二年か、長くて三年位

の中には、肺で死ぬのだから、死ぬまでありったけの勇気をもって、もっとも善い生活を送るのだ

と決心した」（『死線を越えて』3 5ページ）。賀川は貧民窟の生活に一つの幻を、かれの言葉を使え

ば「宗教上のある確信」（『地殻を破って』（同上）をもっていた。自伝「死線を越えて」のなかで、

かれは主人公についてこう記している。「神が彼に委託したある事業―それは貧民問題を通じて、イ

エスの精神を発揮して見たいと思っていることーそのために貧民窟で一生送るという聖い野心を遂

げうるまでは、死なぬという核心を持っていた」(『死線を越えて』352ページ)と。（3）

１－３ 「宇宙悪」と「社会悪」との戦い

筆者がはじめて賀川豊彦の講演を聞いたのは、1 9 5 9年(昭和3 4 )、賀川が亡くなる前年であった。

青山学院大学での講演会で、「宇宙悪」という言葉が印象に残っている。その当時、大学2年生、耳

新しい言葉であった。しかし、「宇宙悪」こそ、賀川の一生の課題であったことを後になって知った。

隅谷は、賀川の「宇宙悪」について、以下のように述べている。

賀川の人生自体がそうであったように、かれの住んだ貧民窟も、矛盾と苦悩と悪に満ちていた。

いったい、この矛盾、苦悩、悪の根源は何であり、それはどうすれば解決されるのか。これが青年

時代以来の賀川の最大の問題であった。貧民窟に入ったのも、その問題に体当たりするためであっ

た。1 9 1 5年1月に書いた『貧民心理の研究』の自序に、かれはこう記していた。「『宇宙悪』の問題

は永らく私の頭を悩まして、私は数年来唯そのことばかり考えて居ります。そのうちにも貧苦と精

神の衝突は殊に私の注意を惹いたものですから、私はその材料を集めることになりました。即ちそ

れが此書であります。で、私から見れば此書は『宇宙悪』論の数頁―社会苦の方向が少しわかった

位いにしか成って居らないのであります。」この問題が彼にとって一時的なものでなかったことは、

2 1年に書いた『イエスの宗教とその真理』のなかで、つぎのように言っていることによっても知る

ことができる。「私の一生の研究題目は、『宇宙悪』の問題であるが、十六歳の頃から此問題が私を
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執へた。そして私は、悪の方面から宇宙を研究した時に、悪を跳ね返して進む一つの力が、其中に

あることを発見したのである」(『全集Ⅰ』192ページ)

そればかりではない。かれが晩年、もっとも精魂をうちこんで書いた本は、『宇宙の目的』( 1 9 5 8

年)であったが、その「序」にはつぎのように記されている。「宇宙悪の問題と取り組んだのは、私

の十九の時であった（これは前の記述と異なっているが、それは問う所ではないー筆者）。…その後

私はいそがしい日本の社会運動の暇をぬすんで『宇宙悪とその救済』を研究しつづけた…。太平洋

戦争が始まる少し前から、私は宇宙悪の問題を宇宙目的の角度より見直し、宇宙の構造に新しい芸

術的興味を感じるようになった」。宇宙悪の問題こそかれの生涯の課題であり、かれの世界観と神学

と実践とを支えた巨大な基盤であった。賀川豊彦なる人物とその思想とを解く鍵は、ここにあると

いわねばならない。それならば、かれの言う『宇宙悪』とは何であるのか。1 9 1 9年に「遠からず、

『宇宙悪論』の一体系の中に凡てを纏めたいと考えて居る。然し、それが纏るにはまだ永くかかる」

(『精神運動と社会運動』序)と記しているが、多忙のためなかなかそれは果たされなかった。その

一部が日の目をみたのは、その後四○年、第二次大戦後の五八年であった。それゆえ、当時のかれ

の思想はかれが断片的に書いたものによって、推測する以外に途はない。「貧民窟に這入ってから丁

度満十年、その間に貧乏と、病苦と、繁忙と、社会悪と戦って、深く宇宙悪の諸問題と、人間生活

の運命に考え込んだが、その一部の思想を、今論文集としてここに発表する」と記している『精神

運動と社会運動』によって、これを見ると、つぎのような問題が取りあげられている。

( 1 )機械の人間圧迫史論「機械は社会を凝結せしめて、血と理想はそこに存在を許され無くなった」

「人間は最早や思想としては実在しなかった」(17ページ)。

( 2 )残酷の歴史「人類の残酷な闘争性なるものは、自然界には珍しい、不自然なものであって、宇宙

意志にその責任があるものではなく、他の生物もそんな生活をして居るものではない」(55ページ)。

( 3 )ファブレの生存競争の研究　それなら自然界の闘争はどうか。ファブレは「ダァウィンが世界を

血で塗ったものと同じ材料で全く違った結論に達した。彼の世界は闘争の無い世界ではなかった。

然し彼の見た生物間の闘争は人間の戦争の様なものではなかった。争闘に整調があり、区域があり、

残酷最小限の規定のある争闘であった」(73ページ)。

( 4 )死の進化　人生の最大問題である「死は決して実在ではないのだ。死は過程なのだ」( 7 5ページ)。

「死は進化の道程であり、それ自体進化の形を取って生物界に現れ来ったものだ」( 9 1ページ)。以上

の簡単な引用から、賀川が宇宙悪について、どんな考えをもっていたかを、ほぼ推測することがで

きる。宇宙には闘争があり、苦痛があり、死がある。

しかし、それらは無規定ではなく、それら否定的側面をさらに否定する動きがあり、全体として

調和を保って進化している、というのである。「宇宙は偶然と混乱の支配するところではなくして時

間的にも、空間的にも秩序と法則の支配するところだとして知らるるのである」(同前、106ページ)。

先に引用した一文のなかで、かれが「悪の方向から宇宙を研究した時に、悪を跳ね返して進む一つ

の力が、其中にあることを発見した」といっているのは、このことを意味しているのである。こう

した宇宙観〓世界観を、かれはベルグソン以降の目的論的思考を有力な拠り所として展開し、そう

いう点で、かれはその後も、自然科学の発展に大きな関心を寄せ続けたのである。進化論の問題が

信仰的に十分に解決されえなかったこの時代に、かれがこの問題と四つに組んだその意図と努力と
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は、高く評価されなければならない。

だが、そこには大きな危険も存した。第一に、科学と信仰を連続的にとらえようとしたことであ

る。それは科学と信仰を同一平面におく結果とならざるをえない。第二に、科学を「主観的」に解

釈することとなる。それは逆の面からみれば、信仰は科学によって裏付けされうるもの、その裏付

けで支えられるもの、となることを意味する。科学の仮説性が見失われている。賀川の説教が、そ

の後、キリスト教界の科学者や学生たちに必ずしも受け容れられなかった障害の一つがここにあっ

たのである。（4）

２．賀川豊彦の主著「農村社会事業」に視る社会事業の軌跡

２－１「農村社会事業」と社会事業の軌跡

「農村の窮乏を救う道はないか？」という問いについて、賀川は、長い間考え続けていた。日本

の都市の貧民居住地区には、現代社会においても、農村からの出稼ぎ労働者等が多数居住し、ドヤ

街等でセツルメント活動を実践するとき、必ず、農村問題に直面するものである。神戸の貧民窟で、

セツルメント活動を続けた賀川が、農村問題にたどりつくのは、当然のことと考えられる。神戸の

貧民窟で、日本農民組合の組織運動を始めた賀川は、活動1 1年目に、「「農村社会事業」（昭和８年１

月）を出版した。

本著は、３編から構成されている。

第一編は、「農村の救貧的社会事業」、第二編は、「農村の防貧的社会事業」、第三編は、「農村の福

利的社会事業」となっている。

第一編「農村の救貧的社会事業」第一章「農村社会事業の本質」において、賀川は、農村の社会

事業のみならず、社会事業の本質について、興味深い見解を明らかにしている。以下に、その一部

を引用したい。

社会事業の本質―社会政策というのは、暴力や革命的手段でなしに、人間相互の協力によって社

会を改良し、また、改造してゆこうという方法である。然し、何も政府がやらなくとも個人または

団体が、社会のことを思うて、国民の生活状態を向上せしめようとする運動をしても差し支えない

わけである。社会事業というものは、人間相互の扶け合いによって、個人或いは社会の悪い処をよ

くしてゆこうという働きである。勿論、悪い処ばかりでなしに、より完全なる個人及び社会をつく

ろうとする事業もまた社会事業のうちに数えてよい。

それで、社会政策は、社会事業の表に立ち、社会事業はその裏に立つと考えてもよかろうと私は

思う。今日までの社会事業は普通慈善事業といわれてきたものであるけれども、時代が進んでくる

とともに、社会事業も社会政策的な部分を大いに持つようになってきた。それで私は、まず社会の

悪い処を救おうとする社会事業の話をして、社会政策に就いて論じたいと思う。（5）

その後に日本の社会政策学会では、大河内一夫を中心にした社会政策論争が展開されるが、そう

した論争の前提的論点が垣間見える気もする。

────────────────────────────────────────────

（4）前掲「賀川豊彦」19-23頁

（5）賀川豊彦「戦前期社会事業基本文献集36農村社会事業」(解説者：田端光美、日本図書センター、1996年1頁　



社会政策の対象領域である貧困について、賀川は、以下のように解説している。

貧乏の原因―「個人的にも社会的にも最も困ることは三つある。一『天災』。二『人間的不幸』。

三『経済的無産化』である。この三つを個人的にか、あるいは社会的の助けあいによって無くしょ

うというのが、社会事業の本質である。文明の進まない時には、一人の者が他の一人の者に同情し

ていればよかった。やや社会が複雑になると、助けなければならない者が大勢出てきて、一人で世

話が出来なくなる。例えば、昔は施しとか慈善とかでよかったけれども、失業者が大勢出て、飢饉

で死ぬ人が大勢出来ると、個人の施し位では間に合わなくなる。どうしても、東京市が今実行して

いるように、失業保険を実施するとか、昭和７年１月１日から日本全国に実施せられた救護法とい

うようなものによって、国家も税金をとって貧民を助け、県庁も村役場も税金で貧乏人を助けるよ

うにならなければならない。けれども国の税金には限りがある。どうしても、保険の組合を作ると

か、医療の組合を作るとかして、国家や公の団体に依頼せず、個人人々が社会的団体をつくり、着

物を糸で織るように、社会というものを織ってゆかなければならない。つまり、社会事業そのもの

がいつとは知らず社会政策になってしまうのである。（6）」

以上、賀川の社会事業と社会政策に関する見解の一端を、その著書「農村社会事業」から、推察

しようと試みた。賀川は、社会政策と社会事業を表裏一体のものと捉え、最終的には、社会事業そ

のものが、いつとはなしに、社会政策になってしまうと考えていたことが明らかになった。この場

合の社会政策が、現代社会における社会政策と同質であるのか、また、社会事業が現代の社会福祉

政策と、似ているものなのか、議論の余地は多々あろうが、介護保険制度創設以来の社会福祉政策

の動向を概観するとき、複雑な思いに至ることも否定できない。また、いつの時代も、賀川が挙げ

ている、三つの貧困の原因が、根拠なきものでないことも明らかである。もちろん、賀川が、「農村

社会事業」を執筆した昭和８年は、1 9 2 9（昭和４）年の大恐慌直後のことであり、救護法施行の翌

年にあたり、日本は、関東大震災後の天災による貧困に続いて、経済的無産化現象の真只中にあっ

た。賀川が、貧困問題の最も、見えやすい状況に直面し、その対応に追われていたことを銘記して

おかなければなるまい。

２－２　賀川による貧困の原因と社会救済に関する視点

賀川は、貧困の原因について、第一に、「天災」、第二に、「人間的不幸」、第三に、「経済的無産化」

を挙げた。第一に挙げられている「天災」は、関東大震災の体験者でもある賀川にとって、人事で

はない、強烈な貧困化現象の典型例であったと推察される。

その天災に対する社会救済について、以下のように述べている。

地震なり、火山の爆発なり、次から次に起こってくる災厄に対して、ある程度の積立金を設けて

助け合いをする必要が大いにある。村によって、こうした積立金を持っている処があるが、是非こ

うしたものを全国的に広めて共済組合というものを完備する必要がある。この共済組合へ政府の補

助を出してくれるなら、政府も僅かの金で大きな事業が出来るわけである。（7）

ここに、賀川の社会救済に関する見解の一端が示唆されていると考えることができる。

第二番目に挙げられた「人間的不幸」と社会救済については、以下のように述べていた。
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人間の不幸からくる貧乏はずいぶん辛いものである。生理的方面からいえば、出産、病気、老衰、

死亡、不具、廃疾、幼弱等の原因から貧乏するものが沢山ある。孤児などは両親がないために困っ

ている人々であり、養老院にゆく人々は、老衰しても子供や親類がないために困っている人々であ

る。今までこうした困った人々に対しては、個人的に世話したものであるが、今日では方面委員と

いうものが、日本にも各府県に出来、平素からカードに記載していて助けるようになっている。殊

に昭和７年１月１日から救護法によって、病気や、老衰や幼弱による貧民が路頭に迷うことがなく

なった。然し、まだまだ政府の方には金は少ないし、公共団体にも金がないから、慈善の金が要ら

ないという時はこない。例えば、労働者のおかみさんが働きに出る時に子供が邪魔になって困る。

これに対して、我々は是非、保育組合というものを起こして、労働者の主婦達が各自に組合を作り、

五十人位の子供に対して、二人位の保母を雇うようにすれば、安心して仕事に出掛けてもいいと思

う。病気の場合においても、同様であって、医薬利用組合によって医者を雇いさえすれば、産業組

合法によって、医者のない村に医者を雇うことが出来る。全国には三千からの村に医者がいないの

だから、早くこの医薬利用組合を作らなければならぬと私は思っている。こうすれば医療を社会化

することができる。医療の国営というのは、結局こうした組合を単位として国家的に普及したもの

に他ならないのである。こうした組合を通してのみ全国的の健康保険が実施せられる。日本には二

百五十万人位の労働者に対して、強制の健康保険があるが、農民や漁民や一般市民にはそれが無い。

だから是非こうしたものを通して、国家的健康保険が出来るように努力しなければならぬ。（8）

賀川は、第二番目の貧困の原因として「人間的不幸」をあげ、具体的には、これを「生理的欠陥」

と捉えて、出産や疾病、老衰や障害等による生活障害を見据えていた。こうした「生理的欠陥」に

ついても、社会的事故と捉え、社会救済の必要性を述べていた。一般的に、このような個別的生活

問題については、貧困事故責任的発想の強かった当時としては、斬新な考え方であったと思われる。

また、その社会的救済方法について、産業組合という発想のでるところが、賀川の独自性であった

と考えられる。

賀川による第三番目の貧困の原因は、「経済的無産化」であったが、この問題について、賀川は、

先ず、具体的には「社会経済の欠点」として分析している。また、これに対する社会救済について

も、興味ある見解が明らかにされている。以下に、その一端を紹介したい。

然し、天災よりなお恐ろしいのは、今日の経済組織が悪いために起こってくる貧乏である。この

種の貧乏は、体は健康であり、知能は発達し、道徳が完全であっても、国家内の産業の組織が悪い

ために天災が起こらなくとも、だんだん貧乏して行く傾向を持っている。これを一般的に経済的無

産化といっているが、社会政策はこの無産化を防止するのに、いろいろな方法を用いている。社会

事業もやはり無産者の困っている状態を助けることに努力している。

一番目につくのは、失業のために困っている人々である。その次は借財に困っているもの、その

次は、物価の変動や収入の少ないことによって困っている生活不安の人々、次は技量があっても信

用が無いために金の融通がつかなくて困っている人。この四種類の人々を救うために、失業救済と

か、失業保険とかいうものが起こされ、社会政策的に政府や公共団体がいろんな風に苦心している。

その反面には社会事業家がいわゆるルンペンを救うために、天幕を建てたり、食堂を作ったりして、

失業者の慰安につとめている。然し今日までの成績では強制的に国家が失業保険を強いた国は、ど

────────────────────────────────────────────

（8）前掲「農村社会事業」4-5頁　



ちらかといえば怠け者をつくるような傾向があって、失業者に渡す金が多いので困っている。それ

に反して、組合で失業保険をやり、新しい土木事業をつくって、失業者を救済している国の方は、

とにかくどうにかこうにかやっている。イギリスなどでは、近頃、二万人からの青年に新しい仕事

を教え、職業補導及び職業の再教育というようなものによって失業者の数を減らそうとしている。

こうなると、社会事業と社会政策は二つではなく、全く一つである。（9）

ここでも、賀川は、公的失業保険より、組合方式による失業保険を提案している。イギリスの事

例は、今日の「Welfare to Workfare」政策と重なり、興味深い。

賀川は、貧困の第三番目の原因として、「経済的無産化」をあげ、具体的には、先ず、「社会経済

の欠点」を取り上げた。そして、二番目に注目したのが、「社会不安」であった。以下に、その内容

と社会救済についての見解を紹介したい。

失業者の次に困るのは、物価の変動と、収入が釣り合わないことである。不景気になると、朝から

晩まで働いても一日たった八十銭しか儲からない、それでは妻子を養ってゆくことはできない。そ

こで社会事業家は米の廉売を始めたり、平素から方面委員を決めておいて困っている人々に米を配

ったり、お金を配ったりする。しかしそんなことでも追付かないので、政府が暴利取締令を出した

り、米穀法というものを設けて安い米を何百万石か買っておいて、高い時に之を売るようにしてい

る。しかしなかなかそんなことでは追付かない。そこで消費組合をつくり、米や日用品を買うもの

が皆で団体を作って、米その他の日用品を作る生産者と連絡をとって、物価があまり変動しないよ

うに努力し、したがって、米やその他の日用品を生産する職工の賃金が一定するようにはかる運動

が始まる。これは今日の産業組合といわれているものであって、社会事業家も、この産業組合を作

って、一般庶民階級が物価の変動に悩まされないように努力するようになった。ここでも、社会政

策と社会事業が近頃では一つになったように思う。(10)

ここでも、賀川は、産業組合を提唱し、また、この産業組合を通して、社会事業と社会政策の統

合化が図かれるのではないかと考えていたことを示唆している。

次に、「経済的無産化」現象に誘発される貧困の原因として「従属性」に注目し、社会救済につい

て述べている。以下の通りである。

今日都会の貧乏人が一番困っているのは、土地を借りているものは地代に、家をかりているものは

家賃に、道具や布団を借りているものは賃貸料に、多額の金を吸取られてしまうことである。そこで

社会事業家は、住宅組合をつくって、家を提供したり、土地を提供したりするようにしている。米国

やカナダでは、住宅組合の運動がとても盛んで、米国では、日本金にして百八十億円以上の資金を住

宅協会が持っている位である。カナダの各都市では、大抵人口の七割から八割までが、自分の土地に

自分の家を建てて住んでいる。政府もこれを奨励して、住宅組合に入るものには税金を免除している。

イギリスなどは、政府が労働者のために五万軒も六万軒も家を建てて、殆ど無料にも近いような金額

で売り渡すような政策をとっている。そこで、社会事業の方では住宅組合を作ることを急ぎ、国家的

立場から社会政策を考えている人は、社会事業家が努力する住宅組合に金を貸すような方法をとらな

ければならないと私は思っている。道具や布団等に就いても同じことがいえる。（1 1）
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（10）前掲「農村社会事業」8頁　
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賀川の考える「従属性」は、現代日本における現代的課題でもある。サラ金に追われ、山谷に逃

げこんで、住所不定のままホームレス生活を続けている中高年者、フリーターやネットカフェ難民

といわれている若者達の問題も、形こそ異なっているが、賀川の「従属性」という社会問題である

と考えられる。その社会的救済施策の大きな部分を占めているのが、住宅政策である。現代日本に

おいても、「従属性」と賀川が呼んだ貧困問題は、解消されず、その政策も、いまだ、プロセスの渦

中にあることを思い知るのである。

「従属性」という貧困問題の次に、賀川が注目したのが、「不信用」という貧困問題であった。こ

の問題に対する賀川による社会救済に注目してみよう。

貧乏人は金がないので一番困っている。そこで日本の村や小都市では頼母子講というものを作っ

ている。日本全国では正式に届けている無尽株式会社は八億円の金額を融通しているが、その他の

もので、恐らく四十億円以上の金額を無尽頼母子講で融通しているだろうと観測する人がある。日

本における約一万二千の村々で、頼母子講の三つや四つない村は一つもないといっていいだろう。

一年間に、統計表に出ているだけで五億円統計表に出ていないものを合わすと、十億円から収穫を

得ているだろうと思われる漁民が、わずか今日千百万円しか、銀行その他から金融をうけていない。

こういう状態であるから我々はどうしても、もう少し信用組合を作って、貧乏人が金に困らないよ

うにしなければなにない。

そこで社会事業家は、公設質屋を設けたり、質庫信用組合を設けたりして、旧来の頼母子講に並

行して、貧しい人々の金融をつけてきたが、これは社会政策の上からいっても、日本在来の最も美

しい貧民救済の金融機関である頼母子講と信用組合を一緒にしたようなものを作って、国家がこれ

を社会政策的に善導してゆかねばならぬと思う。頼母子講も和歌山市信用組合がやっているような

頼母子講をやれば決して潰れる心配はないと思う。そこで、社会事家は、潰れないような頼母子講

と信用組合をつくったり、社会政策に立つ人々は、国家的立場からこれに金融をつけなければなら

ぬと思う。（12）

貧困の原因の一つに、不信用という問題があることは、現代社会においても、変わっていないと

考えられる。そうした貧困の社会救済について、伝統的な日本の相互扶助組織である頼母子講に注

目したのが、賀川の社会救済の方法であった。そして、その方法は、やはり、信用組合という発想

に結びつくようである。

以上、賀川の貧困の原因とその社会救済方法について注目してきたが、最終的に、賀川が到達し

た「新しい社会事業形態」は、以下の通りであった。

今日までの社会では、あまり個人が金儲けをしようという動機で事業を勝手に起こすものだから、

儲けるものはますます儲け小さいものはみなそれに併合せられてしまう。

この傾向を学者は資本主義といってきたが、社会事業も、資本家から金を貰っていても、次から

次に困った人が殖えてくるので、旧式な社会事業ではやっていけなくなってしまった。むしろ金持

に金をもらって社会事業をするより、各種の組合をつくって、社会事業をした方が、資金が少なく

て、大きな事業が出来ることに気がついてきた。

こうして社会事業の方からも、資本主義の悪い処をだんだん減らしてゆく道がわかってきたわけ

────────────────────────────────────────────

（11）前掲「農村社会字行」9頁

（12）前掲「農村社会事業」10-11頁
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である。こう考えてくると、社会事業は、悪い方面、消極的方面をなくしようという運動であり、

社会政策はそれを表面から高等政策によって、社会事業が努力しているような方面を、一日も早く

なくしてゆこうという政策である。或ものは、社会事業や社会政策などは、近い将来に不必要にな

ると考えている。たとえば、ロシア流の共産主義などの思想を抱いている者にそういう人がある。

けれども、人間に病気がなくならない以上、白痴、低能、発狂者のなくならない以上、社会事業と

いうものは、いつまででも必要なものであり、天災が決してロシア流の共産主義によってなくすこ

との出来ないものである以上、社会政策はいつまでも人間社会に必要である。（13）

賀川の推察通り、社会政策も社会事業も、現代社会に、ますます必要な社会的施策として機能し

続けている。賀川が、当時考えた社会政策と社会事業が、今日、実践されている社会政策及び社会

福祉と同じ機能であるか否かについては、論議の必要があるが、賀川が考え、実践した社会救済施

策としての共同組合は、生活共同組合として、今日も、機能し続けている。

３．賀川豊彦による農村社会事業の視覚

３－１「農村社会事業の特異性」に関する賀川の視点

賀川は、社会事業、社会政策についての彼自身の考え方を明らかにした上で、農村の貧困問題と

その施策に取り組むことになる。以下に、その必然性に就いて提唱する賀川の考え方を紹介したい。

農村には農村らしい種々な困難と不幸が、次から次に起こってくる。農村の社会生活は、都会の

ように複雑ではないから社会事業が要らないと思えば、大間違いである。今日の資本主義的文化は

農村にまで浸潤している。小作人は土地を離れ、小地主は土地を失い、農作物の価格は暴落し、農

村信用組合は次から次に倒産する。土地をはなれた農民は、都市の貧民窟に充満する傾向をもって

いる。私個人の経験からいっても、最初神戸の貧民窟の救済にかかった時、その貧民の多くが農村

の貧民であることに気がついたので、都市の貧民救済をすると共に、農村の社会事業を起こさなけ

ればならぬと思いついたのであった。

農村に於ても、或地方に行くと、都会の貧民よりひどい無理な生活をしている人が多い。

それらの人々の八割までは群居生活をし、農村に住んでいて土地も家も持っていないものは、七

割から八割位ある。しかも都会に於いてはそうした貧しい人々をあまり軽蔑しないに拘らず、農村

に於ては特別にそれらの人々を侮蔑する傾向が甚だしい。最近の農村を見ると、資本主義の害悪が

一層深刻に波及しているにも拘らず、未だに封建的思想がとれないで、古い時代の罪悪と新しい時

代の罪悪とが、一緒になったような感じを与えられる。その上、都会に於ては、近代科学の発達に

よる各種の便宜や社会科学の発達による分業組織、工場組織、協同運動組織が、いろいろ応用せら

れているにも拘らず、農村は地理的隔離の諸法則があらゆる協同作業を阻止し、社会事業の発達を

碍げる。また、その反対に、一旦その地方によき精神が入れば、それを保存する点に於ても、特異

な性質を示す傾向がある。社会事業を経営するにしても、農村は不便であるために、都会のように

充分な施設を施してもその維持費に困る。然しまた、農村に於いては比較的容易に土地が利用出来

るから、都会のように無理をして各種の計画をしなくても、自然の恩沢を活用して、金を用いない

各種の社会事業を計画することが出来る。都会であれば、宅地利用など出来ないけれども、村であ

れば宅地や荒地を利用して、飢饉救済の準備が出来る。また、都会の生存競争の落伍者である白痴、

────────────────────────────────────────────

（13） 前掲「農村社会事業」11-12頁



低能、発狂、変質または犯罪者を教育する点で、農村ほど適当な処はない。農村に於いてのみ、こ

れらの心理的破産者を救済することが出来るのである。かく考えると、農村には、都会に見られな

い社会事業に取っての特異性があることがわかる。（14）

上記のように、賀川は、神戸の貧民窟における経験を通して、都市の貧民の多くが、農村の貧民

から構成されていることに注目し、農村貧民の救済施策を模索し始めたのである。

その具体的な提案は、以下に述べられることになる。

３－２「救貧的農村社会事業と天災」に関する賀川の視点

賀川は、農村における救貧的社会事業を、天災に対する社会事業と、人間的災厄に対する社会事

業に分類した。そして、天災に対する社会事業を積極的なものと消極的なものに分類する。積極的

なものは、「目先の金儲けを離れて、生活を基礎とするよき農村の設計をし、いかなる天災が振りか

かっても、必ず生活に窮しないような設備をすることである。（1 5）」と考えた。具体的農業設計の事

例として、デンマークのコーロイド農業を紹介し、天災に対する積極的方法として、「田畑の周囲に

植林せよ」と提言している。農業設計の第二番の要件として、バクテリア培養を挙げていた。さら

に、金儲農業から生活農業への転換を提唱した。以下のように述べている。

「農業に対する根本観念を生活農業に改めなくてはならぬ。即ち、村全体の生活の基礎となる農

業に醒めるのである。金儲作物よりも各自の生活に必要なものを作るのが肝要である。金儲作物に

一村一国の農民が集中すると、同一種類の生産物が過剰となるから、値段は急落することとなる。

至極真面目に農耕に従事すれば、どうにかこうにか食ってゆける。金儲の観念を中心にして村の改

造に着手しては、到底望みがい。村の生活の改良には、現金は少ないが、生活に必要な物資がある

という方針に変えなければ駄目である（16）」と。

また、多角農業や樹木農業を推奨した。

こうした考え方が、当時の社会に、どのくらい取り上げられたか否かの検証が必要であるが、農

業問題は、相変わらす、今日的課題であり、グローバリゼーションの潮流の中で、同じような課題

を抱え続けている現在日本の状況と重ねて考えさせられるのである。

賀川による農村更生設計の最終的手段は、農村協同組合の創設であった。以下に賀川の根本的精

神を現す一文を紹介する。

親切な心は、抽象的に持ち合しているだけではいけない。実際に実現するよう組織しなくてはな

らぬ。各自専門を分担して、労力出資組合を五人乃至十人で組織して愛村の精神を具体化するよう

に計ることが大切である。（17）

さらに、具体的な提案を以下のように表現している。

村で一番困るのは、健康問題である。薬価、看護婦の派出、医師の往診などなど、村の人々の健

康を保證するために非常に大きな負債と困難に遭遇する。日本人の病気は肺病が最も多い。村に千

人の人口があれば、病気の種類千五百五十種類あって、一人が一つ以上の病気の持主であるという
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訳である。肺病、心臓病に冒されるときは、薬餌の代に事を欠く人が殆ど全部である。こんな種類

の病人が多くなると、村全体が貧乏のどん底にぶち込まれる。そこで、どうしても、村に無料診察

所を設けられ、村の人々の健康を保證することが何よりも望ましいことになる。それから、村に互

助組合をつくり、産業組合を通じてその活動をするようにしなくてはならぬ。今日農村の信用組合

は、不信用組合となり、借金組合に堕落している。そして日本の信用組合の八割は、その資金が固

定している。（18）

賀川は、ここでも、協同組合の提言を行いつづけている。天災に対する互助保険組合の創設は、

賀川の悲願であるように感じる。

３－３「農村における救貧的社会事業と生理的災厄」に関する賀川の視点　

賀川による農村における救貧的社会事業の第二番目の対象は、生理的災厄である。生理的災厄に

ついて、賀川は、以下のように述べている。

人類は、出生に悩み、病気に悩み、老衰に悩む。そしてこれ等が貧乏の原因となる。私が人間的

災厄に基づく窮乏の救済事業というのは、こうした方面をいうのである。以下五章に亘って論ずる

ところは、みなこの人間的災厄に基づく窮乏を救護する運動である。児童保護の如きは災厄という

べきではないが、児童の虚弱性は保護を必要とするのであるから、生存苦から出発する社会事業を

必要とする。 社会で最も大事なものは生命である。然るに日本に於いては、文明が進んだにも拘

らず、人間の寿命が延びていない。これは悲しむべきことである。（19）

現代日本は、世界に誇る長寿国に成長した。寿命も延びた。しかし、医療費問題は、増加の一途

をたどっている現状に思い至るとき、改めて、考えさせられる。賀川は、農民の疾病に注目してい

るが、最も多数を占めている疾病が寄生虫病であることを、昭和四年三月の内務省衛生局の統計資

料から明らかにしている。確かに、寄生虫病の罹病者は、群を抜いており、1 0 0 , 9 9 4人、次の口腔及

咽頭の疾患が5 8 , 2 7 9人になっていた。その他、三番目は、トラホームの1 9 , 9 4 8人、耳目の疾患7 , 6 3 0

人、呼吸器の疾患5 , 3 7 6人、消化器の疾患3 , 9 4 4人、循環器の疾患3 , 0 8 2人と続く。当時、この調査は、

内務省がその労力の大部分をこれに傾注して行ったといい、この方面の調査としては、唯一無二の

資料であろうと賀川も述べている。これは、内務省が直接調査した3カ村と、地方庁で調査した6 8カ

村、計7 1カ村の結果であった。調査期間は、村の人口の多少によって長短はあったが、大体におい

て一ヶ月ないし三ヶ月の短期間に全村在住について老若男女の別なしに調査したとされている。調

査対象は、138,463人であったとされている。

こうした農村の疾病施策として、賀川は、以下のように、救療事業に関する考えかたを述べている。

農村の救療事業ほど今日その必要性を感ぜられているものは少ない。最近の経済的急迫で、やっと

政府当局も医者の無い村へ医者を送る運動をはじめたようであるが、岩手県の山村か沖縄県の如き

は最も医者に恵まれていない。然し、村医の制度が必ずしも成功していると限らないことは残念で

ある。私は寧ろ官僚的な村医よりも、もう少し自由のきく産業組合法による利用組合病院の方が、

日本では発達の可能性が多いのではないかと思う。勿論献身的にやってくれる村医制度が確立する
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ならそれに越したことはないが、産業組合で儲けた金の中から積み立てて病院を造るなら、このく

らい都合のいいことはない。予防医学の上からいっても、患者と医者が仲良くなる点からいっても、

将来の健康保険組合の基礎になる点からいっても、医療組合の将来は、実に日本の農村保険問題を

解決する上に、一大光明を投げ与えることと思う。然し、組合病院が出来ないほどの貧乏な村には、

勿論救護法によって無料診療を断行しなければならぬ。不幸にして今までの救療事業が都市に傾き

過ぎたことは、あまり感心しないことであった。もう少し農村の衛生設備や救療事業に、個人的に

も社会的にも、また国家的にも、意を注がなければならぬと思う。(20)

ここでも、賀川は、産業組合法にもとづく利用組合病院を提案している。医療が発達し、寄生虫

病等は克服できたが、相変わらす医療費問題になやみ、僻地医療問題の対応に追われつづけている

現代日本において、今後の医療施策の検討をせまられ続けるのであろう。

３－４「農村社会事業」に視る賀川の「人口問題と社会事業」

賀川は、「農村社会事業」の中で、その４章に人口問題にふれている。ただし、その対策は、優秀

な主の保存ということになっており、この点については、当時の社会的背景や医療の未発達状況等

の反映に思い至らざるを得ない。

たとえば、「生理的の遺伝性不具者、心理的の白痴、低脳、発狂、変質者、道徳的の不能者及び犯

罪者の遺伝を防ぐために、妊娠調節は最も必要である。また癩病のごときは、胎内伝染をする傾向

を持っているから、簡単な手術法によって男性の輸精管を切断して、子孫に黴菌が伝染しないよう

な工夫をすることも必要である。この手術のごときは私も見たことがあるが、非常に簡単であるか

ら、レプラ患者がすすんでこの手術を受けると、まことによいと思う。しかし私は、農村に於ける

優等な家族は、母性保険によっても多くの子を産んで貰わなければならぬと思う。母性保険という

のは、保育し得られない母に対して、母の生活費だけを補償するのである。社会事業の経済から考

えて、母性保険の方が、乳児院に赤ん坊をつれてくるよりずっと安くつく。東京では赤ん坊一人に

月2 6円6 0銭かかり、大阪でも41 円位かかると私は聞いている。それで、もしも、母の生活費を月

1 5円なり1 8円なり補助すれば、赤ん坊は母の乳を飲んで大きくなる。天才の子供はこうして保護せ

ねばならぬ。そうしなければ、世界は劣悪なものばかりの種になって、いくら社会事業をしても追

付かないほど人間は悪くなるだろう。[生めよ、殖えよ、地に充てよ]という法則は、梅毒や、コカ

イン、アルコール、阿片、モルヒネ等によって汚されない時には適用出来ても、今日のように人間

の血が汚れてきた場合には、優生学的な選択を妊娠の上に大いに加える必要がある。村に善い村と

悪い村があるのは、一つはその住民の性質によることは争われない。悪質遺伝の多い村では、将来

発展する希望は非常に少ない。さうした村は衰亡するより道はない。その反対に、優等な種を保存

すれば、その村の繁栄は期して待つことが出来る。(21)」

当時の日本における医療のレベルや社会的発想が、賀川をして、「優等な主を保存すれば、その村

の反映は期して待つことが出来る」と言わしめたのであろう。この論文が執筆されたのは、昭和初

期であった。その後、日本は、準戦時体制を経て、戦時体制に入ってゆく。
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賀川の上記のような発想が社会政策や社会事業を、個としての国民のための政策ではなく、国益

をまもるための社会政策や社会事業に、どのように影響したのかという点については、今後、検証

しなければならない。この章において、賀川は、妊婦保護についても、医療利用組合を組織し、そ

うした組織を通して、巡回産婆や訪問婦制度の展開を提唱していた。

３－５　賀川による「農村における児童中心の社会事業」に関する視点

賀川は、農村における社会事業について、児童中心の社会事業を提唱した。児童中心の社会事業

について、賀川は、これを、児童自身の保護と児童の環境の改造の二つに分類している。児童自身

の保護は、生理的方面、心理的方面、道徳的方面に分類し、環境の改造については、住宅問題、栄

養問題、地域問題、軍団問題、家庭問題等に分類した。

とりわけ、生理的方面について、児童の発育の問題、特に栄養について関心が強く、諸外国の政

策にも注目している。日本では、昭和7年度から義務教育と関係させて食費公給制度ができたようで

あり、賀川をこの制度を評価している。また、母性年金制度や母子扶助法の制度化を提言している。

また、この章においても、妊産婦の保護について触れ、優生学運動と産児制限を提唱している。多

子が貧困を誘発した当時の社会的状況からすれば、賀川が上記のように考えざるを得なかったこと

を理解できるが、同時に日本の貧困の深刻さを、改めて、確認できるのである。賀川は、こうした

農村における児童問題解決の方法として、農村託児所と農村保育組合を提唱している。もちろん、

当時も、農村託児所の存在は、確認されており、主として、季節託児所という形で、運営されてい

たようである。最も早く設置されたのは大正5年で、三重県三重郡神前村の洗心保育園であったとさ

れている。児童保護の施策の法制化や改廃について、賀川は、以下のように述べていた。

(1) 生産の簡易且つ迅速な届出、(2) 乳幼児を有する貧困な家庭、就中寡婦及び之に準ずべき状態

にある母に対する公の扶助、(3) 工業及び鉱業その他労働上における母性の保護、就中産婦の労働に

ついての完全な制度並にその生活に対する公の保護、( 4 ) 私生児に対する法律上の差別撤廃及び父

の認知についての特別法規、並に認知せられた父に対する養育義務の強制、(5) 孤児棄児及び迷子の

保護、並に里子や貰子に対する公の監督、( 6 )児童虐待に対する制裁並に児童を被虐待の状態から脱

せしむるための特別の保護、(7) 産婆に対する特別の規定及び小児保護婦の資格認定、( 8 )産褥保険、

(9) 母親金庫　(10) 衛生医官及び衛生視察婦の設置。これらの問題は、都市児童はもちろん農村児

童の上にも必要なことである。（22）

３－６　賀川による「農村における養老事業」の視点

賀川は、本著において、農村における高齢者に関する施策については、多く頁数をとらず、問題

提起や施策の提案を展開していない。それは、当時においては、高齢者問題がそれほど大きな社会

問題ではなかったということを意味しているのかもしれない。昭和初期において、日本の平均余命

は、今日ほど長くはなかった。人生5 0年といわれ、7 0歳が古希であった時代であり、かつまた、家

族制度のもと、高齢者は老いても家長であったことなどを考慮すれば、老人や高齢者の問題は本当
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に少なかったとも考えられる。歴史の流れを感じさせられる。賀川による高齢者施策について、以

下に、その視点の一端を紹介したい。

元来、老人に適当の仕事を与えなければ、老人はすぐ死んでしまう。老人でも生きてゆかなけれ

ばならぬ、労働せねばならぬと思っている間は、生命が続くものである。老人に仕事を与えてぽつ

りぽつり暢気に仕事をさせるなら、老人の命を延ばす工夫としてこれくらいいいものはない。それ

で養老事業を経営するのには農村に限る。村においても、老人を出来るだけ保護し単に自家の老人

のみならず、他人の親も、殊に子供ない気の毒な老人を、町の養老院などに送らないで村だけで保

護するのが最も必要なことである。幸い今日は、救護法も実施せられていることであるから、扶養

者のない老人をもう少し面倒見てあげる人がありさえすれば、充分救済する道はついている。しか

し、救護法だけの金では足りないから、将来養老年金制度を国家が設け、これを救済する方法をと

れば、老衰からくる貧乏はさけられる。（23）

上記の引用分から、当時の高齢者に対する世論や施策の一端をかいまみることができるが、今日、

なお持続している家族制度に関する以下の見解には、頷けるものもある。

また、実施されてばかりの救護法に関する賀川の期待の多きさに、意外な側面を視たような気が

した。

日本には、自分の親だけを可愛がっても他人の親を愛しないという風習がある。これは悪い風習

であって、敬老会をつくるとか、慰安会を設けるとかして老人をいたわり、その生活保證を村です

る必要が大いにある。しかし、養老事業といっても、自給自足の社会事業として経営するのが理想

的であると私は思っている。（24）

３－７　賀川による「農村における不具・廃疾者」の救済に関する視点

賀川は、農村における不具・廃疾の救済方法として、職業教育を提唱している。ここで述べられ

ている不具・廃疾者とは、今日でいう身体障害者に該当するようで、肢体不自由者、視覚障害者、

聴覚障害者等が対象者と考えていたようである。この人々の救済施策は、今日では、障害者福祉に

該当するのであろう。また、このカテゴリーの中に、不道徳者が入っており、賀川の言い方をかり

れば、以下の通りとなる。

今日の不道徳者の大部分が、低能か、性格異常者か、精神病者であることがよくわかってきた。

今日の不道徳者の７割位までは遺伝的素質をもっているか、あるいは生理的疾患をもっている。も

しこうした傾向を持たぬものがあるとすれば、多くは境遇の影響で不道徳になったものであって、

みずから進んで不道徳者になるのは全数の一割とはないであろう。多少精神薄弱な性質を持ってい

るものでも、環境を農村に移し、勤労教育を施せば、非常によい成績をあげることができる。（25）

こうした障害者に対する救済施策については、以下のように述べている。

これらの気の毒な人々に対する救済事業は、まづ第一に、現在の聾唖者や盲者に対して職業教育を
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施すとともに、将来そうした人々が増加しないような優生学的運動をすることが必要である。（2 6）

身体障害者に関する人権意識等の日本の昭和期における社会的レベルが理解できる施策の提案で

あると考える。

３－８「農村における心理的災厄の保護」に視る賀川の視点

農村社会事業の賀川による最後の対象領域は、心理的災厄であり、此の施策は、保護となってい

る。心理的災厄を担う第一は、白痴低能者となっている。賀川によれば、かれらに対する施策は、

以下の通りである。

白痴低能者の救済には、二つの方法、積極的のものと消極的のものとがある。積極的というのは、

妊娠調節による優生学的努力である。つまり、悪質者の遺伝を阻止し、酒乱、梅毒保持者、コカイ

ン、モルヒネ等の有毒者の子孫をつくらないように努力することである。低能者の数は児童百人の

中約二人位あることになっている。しかし、酒と梅毒の多い処には、この数は一層増加する。小さ

い時に脳膜炎をやったり、重い熱病にかかったりした子供は、低能になりやすい。胃腸の障害の多

い子供にはこの傾向がある。こうした方面で積極的に白痴低能児が出来ないように手をつくしても、

既に出来た以上は致し方がない。低能児は、筋労教育を主として教え込めば、八割位までは、一人

前の人間にとはいかなくとも、一人で生活出来る位の収入を得るようにすることが出来る。その中

でも、農業教育が最も適しているから、その方面に指導する必要がある。（27）

精神障害者の施策についても、「実際、農村ほど精神病者の予後に適当した場所はない（2 8）」と述

べている点に注目したい。

４. 賀川による「農村窮民と救済方法と方面委員制度」

４－１「救護法改正」に関する賀川の視点

昭和４年に成立した「救護法」は、昭和７年１月１日から実施された。当該「救護法」の実施に

対する賀川の期待は大きく、評価も高かったということが、本著に、たびたび、触れられている。

以下に、その当時の状況が述べられている。

救護法の補助額は、二百八十三万四千七百七十六円である。それに対して都道府県と市町村は力

を合わせて同額だけを貧困者に与えることになっている。それで約五百六十六万円位の金が、農村

の貧しい人々をも含んだ窮民に廻ることになった。五百六十六万円という金は大きな金ではない。

しかし決して少ない金ともいえない。ところが、今日まで、道府県には、約九千百六十六万円とい

う巨額の金が罹災救助基金として積立てられている。昭和７年夏の臨時議会から、この罹災救助基

金の利息を救護法による救済基金に廻してもよいことになった。その利息だけでも、四百万円にち

かい。それだけの金が救民補助費として使用され得ることとなったのである。（29）

以下には、当時の給付の状況と賀川の評価がのべられている。
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救護法による居宅保護の費用は、生活扶助費が一日当り最も多い処で都市が3 0銭、町村が2 5銭、

少ない処で長崎県の如き市が一日1 5銭、農村が1 0銭である。然しこの僅かな金でも、今日受け取っ

ているものは、居宅補助において六万五千三百八十一人、収容扶助において四千四百三十三人にの

ぼっている。これは昭和７年４月から６月までの成績である。

僅かこれだけではあるけれども、日本の社会事業においては、画期的事実であることを我々は見

逃してはならない。殊に農村に近い小さい町や村が、この救護法によって受けた利益は想像以上の

ものがある。（30）

賀川の救護法に対する期待の大きさが伺われる。また、制度成立から遅れて実施された救護法へ

の期待は、賀川に限らず、当時の日本国民全体のものであったのかもしれない。

４－２　農村における方面委員に関する賀川の視点

賀川は、救貧政策と防貧政策の狭間に、方面委員制度を位置づけていた。此の制度について、賀

川は以下のように述べている。

世界における方面委員制度は、決して新しいものではない。欧米におけるキリスト教教区の救済

制度は、一種の方面委員制度であるといえる。その発達したものが、ドイツのエルフルト（エルバ

フェルト？）において、近世社会事業の模範的形をつくった。エルフルト市においては市役所内に

方面委員事務局と称するものがあって、貧しい方面地区に、困窮した人々を救済する委員が、一々

平素より親しく貧民と接触していることになっている。この制度が日本に入ったのは、岡山県が最

初で、それを比較的に完備させたのは大阪市が最初であった。日本の農村にも、貧しい人々が集団

をなしている地方が頗る多い。それで農村にも方面委員制度を持つことが出来るなら、どれだけ幸

福であるかわからない。しかし困ったことには、この方面委員制度が政治運動と接近して、政治が

腐敗することが頗る多い。日本の大都市において既にそれが発見されている。オーストリアなどで

もこの腐敗が絶頂に達したので、ウインナあたりでは、公然と方面委員も選挙することになってい

るそうである。こうしたことは或いはやむを得ないことかもしれない。（31）

賀川による方面委員制度に関する視点は、当時の状況を踏まえた上でのことであることから、興

味深いものがある。今日、民生委員制度として、そのなごりをとどめている方面委員制度について、

今後の方向づけをあらためて考えさせられるのである。

賀川は、方面委員制度を救貧施策の一端であるとしながらも、防貧施策への可能性を示唆してい

た。以下に、その一端が述べられている。

都会においても農村においても、方面委員の仕事は主として救貧的の仕事が多い。大阪市などは

方面委員の手で防貧的な信用組合をつくり、数千万円の預金を持っているが、もし、農村における

方面委員が防貧的運動をしてくれるなら、それに越したことはない。方面委員の仕事で最も大事な

ことは、貧しい人々の住んでいる地方の調査事項である。特に調査の中で最も困難なケースウォー

クと称せられる、一軒一軒の窮乏の境遇的調査とその歴史的測定である。大調査は金をかけて出来

るけれども、戸別調査はその地区に長く住んでいる町のことに精しい、その地方の定住者でなけれ
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ば、調査することが非常に困難である。方面委員は、この最も困難な個人個人の心理的道徳的信用

程度まで測定し得る処に特徴がある。農村においても、特に貧しい人々の多く住んでいる地方には、

必ずこの方面委員制度を設ける必要があると私は思っている。殊に救護の布かれている今日では、

この方面委員制度の完成なくして救護法は徹底し得ない。ただ方面委員になる人々が注意しなけれ

ばならぬことは、方面委員が官僚化しないことである。どこまでも平民的に奉仕的出て、いつでも

貧しきものの友となり、骨身を惜しまないように努力することである。救済事業は金で出来る部分

と愛で出来る部分と二つある。身の上相談の如きは金では出来ない。

その金で出来ない処を方面委員がしなければならないのである。（32）

以上、賀川による農村の救貧的社会事業の概要と彼の社会事業に関する視覚を、賀川の代表的著

書を通して確認しながら検討してきた。賀川は、救貧的社会事業を述べた後、農村における防貧的

社会事業の検討に入る。賀川の防貧的社会事業の方法は、生産組合と消費組合の組織化である。そ

の点については、救貧的社会事業を論じる中にも、折々、述べられていたので、今回は、触れない

ことにする。

おわりに

本稿で検討の対象にした賀川の「農村社会事業」は、昭和８年１月に日本評論社から発刊された。

しかし、引用等に活用したのは、戦前期社会事業基本文献集3 6「農村社会事業」で、解説者は田畑

光美、日本図書センターから、1 9 9 6年７月に発行されたものである。こうした古い文献が、普通に

目に入らなくなる前に、賀川の社会事業の視覚を確認しておきたいと考え、本稿の執筆に至った。

社会福祉が市場化され、商品化されつつある今日、もう一度、かつての日本の社会事業家が、どの

ように、貧困に取り組んだかについても、もう一度確認しておきたかった。かつての神戸の貧民窟

も、東京の山谷も様変わりしたし、貧困の現象も変容したが、依然として、貧困は存在し続けてい

る。そして、賀川が切望した何倍もの救貧、防貧施策をも拡大させ続けている。賀川が防貧施策と

して、こだわりつづけた生産組合及び消費組合が、農業協同組合や生活協同組合として、現在も活

動を継続していることに、あらためて、深い示唆を受けたのである。ただ、生協の創設者であり、

日本で最初の提唱者のことを知らない世代が増えていることを、さびしく思うものである。
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【Abstract】

A Vision for Social Work by Toyohiko Kagawa
－through his Way of Approaching Social Problem－

Maki AMANO

This is a paper on a social work vision of Toyohiko Kagawa in Japan. 

Toyohiko Kagawa was a prominent settlement worker in the Showa era, especially in

the late 1920s. He was also a union leader while he worked for a settlement house which

he founded in 1909.

He fought against poverty in cities and villages all his life. Even today, we still benefit

from his great achievements. One of his accomplishments is a cooperative society that still

lives on to this day. Most people, however, are unaware that cooperative societies were

introduced in Japan by Kagawa. He worked for the settlement house in order to fight

against poverty in slum areas. He worked diligently to prevent poverty, but at the same

time he was aware that the war on poverty is without end. Cooperative societies were one

of his tools for preventing poverty. I would like to reconfirm his accomplishments and his

vision of social work. I would also like to examine his vision for preventing poverty in

Japan.
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