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各界で活躍する識者や青年リーダーと創価学会青年部が語り合う
ユースフォーラム。今回は、世界の貧困をみつめてきた作家の石井
光太氏を講師に迎え、貧困からみえる地域コミュニティの在 り方に
ついて参加者とともに語り合った。

ュニティの在り方について、石井

ーも参加していますので、教育現

もに、創価学会教育本部のメンバ

そこに頼ることができずに苦しむ

の社会保障制度が未整備なために、

貧困を支えたかつての
コミュニティ

におけるコミュニティの存在意義

ョン作家として海外や日本の貧困

橋元太郎 本日は、ノンフィクシ
場からみえる子どもの貧困の観点

人たちが、生きるために一つの場

かと思います。

のヒントを見いだすことができる

ープに近いものがあります。

に向き合ってこられた石井光太さ
も踏まえて、私たち創価学会が果

これらのコミュニティには、国

さんからレクチャーを受けるとと

んをお招きして、「現代の貧困か

コミュニティの
力をもう一度復元
星田剛秀 私には、最近ＳＮＳ上

所に集まった、という共通点があ

で知り合った友人がいます。彼は

たす地域コミュニティの役割につ

このコミュニティの目的は助け

児童養護施設で育ち、誰一人頼れ

らみえる地域社会の在り方」をテ

合いです。誰かが仕事でたくさん

る人がいない中、仕事を解雇され

ります。つまり、生きるために形

石井光太 日本の貧困におけるコ

稼げば、そのお金を皆に分配した

て経済的にも精神的にも苦しんだ

いても有意義に語り合っていきた

ミュニティを考えた場合、大きく

り、食料などの物資を分かち合う

末、路上生活を余儀なくされてし

ーマに、皆さんとともに学び合っ
世界では、一日一・二五ドル以

戦前の貧困時代におけるコミュニ

など、人とのつながりやお互いの

成されたコミュニティなのです。

下で暮らす
「絶対的貧困」
状態の人

ティと高度経済成長以降のコミュ

助け合いの中で、貧困を乗り越え

いと思います。

がおよそ一二億人いるといわれて

ニティとにわけられ、それがまっ

ていきたいと思います。

います。日本では絶対的貧困状態

たくちがうことがわかります。ま

万人いるといわれ、その割合は六

困」状態の人は、実に約二〇〇〇

鮮人部落」といった地域的なコミ

ていきます。当時の日本には「朝

ず戦後の貧しい時代のそれから見

出すことは難しくなるといった負

入ると、自分だけがそこから抜け

この助け合いは、一度その中に

ている若者が増えているように感

ながりを持てずに孤立してしまっ

が、今の社会の中では、人とのつ

助け合いがあったということです

ぎ

の人は少ないものの、標準的な収

人に一人にまで及んでいます。

ュニティから、「上野駅の地下道

の側面があったとはいえ、それで

じます。

かつてのコミュニティの中には、

相対的貧困の問題は、社会から

に暮らす浮浪児たち」のコミュニ

も何の保障も得られない人たちが

よ

入の半分以下で暮らす「相対的貧

まいました。

の孤立や、教育格差の拡大、貧困

ティなどがありました。

ようとする姿がありました。

の固定化、さらには貧困の連鎖と
いった複合的な問題を引き起こし

ていた、ある種の全体主義的な価

いずれも、日本社会の中に漂っ

このように、かつてのコミュニ

を解体し、年金や生活保護、障が

程で、日本は貧困のコミュニティ

石井 それが発展後に日本が抱え

ています。こうした社会問題を前

値観から排除されたり、生活に必

ティは、困窮者を支える一つのセ

い者手当などの社会保障制度によ

生きていくためには必要な在り方

に、その解決の糸口として、地域

要な経済活動からこぼれ落ちてし

ーフティネットの役割を担ってお

た問題です。国が成熟していく過

社会やコミュニティの在り方が模

まった人たちが集まって形成され

だったのだと思います。

索されています。
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ミュニティの中に生まれた人と人

断されると、そこにあった〝つな

しました。が、コミュニティが分
ことがどれだけ困難なことである

分断された社会の中で生きていく

とのつながりを目の当たりにして、

って困窮者を守る仕組みへと変化

がり〟まで消えてしまい、孤立化
かを強制的に実感させられること

ま

が生じます。

ニティの在り方を模索していって
ほしいと思います。

それができる場所だと思います。
その意味で
「教義によるつながり」
だけではなく「共感によるつなが
り」が生まれる仕組みが、宗教的
コミュニティに求められる要素と

ていました。ところがそのつなが

つながりによって問題は緩和され

ていましたが、コミュニティ内の

これらの問題は、かつても存在し

年代以降はネットカフェ難民など。

が社会問題化しました。二〇〇〇

やネグレクトや老人の孤独死など

内暴力、九〇年代以降は児童虐待

いません。現在、医療、教育、経

う問いへの答えはまだ出てきては

ニティの在り方が最適なのかとい

くするために、どのようなコミュ

生きづらくなった社会を生きやす

流れはまだ始まったばかりです。

流れが生まれました。ただ、その

の力をもう一度復元しようという

そして震災以降、コミュニティ

私は被災地の取材を通して、人

そこに
〝共感〟
があったことです。

ミュニティに共通していたのは、

石井 貧困によって形成されたコ

あるでしょうか。

果たす役割にはどのようなものが

った昨今、宗教的コミュニティが

たコミュニティが分断されてしま

るセーフティネットの役割を担っ

浅井伸行 苦しんでいる人を支え

おける子どもの教育に以前から強

うな環境だったためか、貧困下に

行くことができましたが、そのよ

身は奨学金によって高校・大学に

高校にも行けませんでした。私自

山口雅明 私の父は貧しさゆえに

共感力が
コミュニティの原点

りが失われつつある今は、自分で
済などさまざまな分野の専門家が
間は〝絶望だけでは生きていけな
昨今、教育現場においても貧富

いえるのではないでしょうか。

解決する道しか残されておらず、
そのことを模索しているところで
い〟ということを感じました。だ
の格差拡大のため、子どもが二極

になったのです。

そこに限界がうまれた時点で、上
すが、大事なことは、すぐに答え
からこそ、人間は苦しみの中で、
化しています。その中で、子ども

七〇年代前後は校内暴力や家庭

記のような問題が起きるようにな
を出すことではなく、その模索を
どうにかして希望の光を見いだそ

いろいろな家庭環境の子がいます。

には、シングルマザーの家庭など、

士をしています。園に通う子の中

佐藤光代 私は区立保育園の保育

あると思います。

態勢についても考えていく必要が

なりました。私たちは、新たなコ

コミュニティの中で暮らすことに

人たちは、仮設住宅という新たな

され、アイデンティティを失った

震災によって、すべてがリセット

も多いようです。

いために、そこに戸惑いを抱く人

観を受け入れることに慣れていな

日本の社会そのものが多様な価値

ケーションの壁があるだけでなく、

本は言語の違いによるコミュニ

が、海外から来た人にとって、日

ニティを転々としているわけです

フィールドからの目線で、コミュ

と学ぶとともに、自分が生活する

や今の貧困社会についてしっかり

ことは、貧困に関する過去の歴史

の若い世代の皆さんに期待したい

わかりあえる人間同士ばかりの付

ニケーション能力であるならば、

社会で求められる資質がコミュ

いるような気がします。

の当たり前が見失われてしまって

の世界や移民の話においては、そ

うにあることです。ですが、教育

は、世の中ではごく当たり前のよ

観の違う人と相対するということ

宗教的コミュニティは、まさに

点です。

し、肯定することができるという

祈りにも似た心情に対して、共感

うな苦しんでいる人たちが抱く、

コミュニティの良さは、そのよ

る中、孤立を感じる青年たちに居

どで多くの人が都会に集まってく

ります。また、戦後の集団就職な

大きな希望を与えていった例もあ

創価学会が急速に発展し、人々に

罪の横行で貧民街化した地域）
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昭和三〇年代前半には、福岡の博

創価学会の歴史を振り返れば、

っていくためには、教員への支援

ころですが、貧困の連鎖を断ち切

を持ちながら日々奮闘していると

まな状況の子どもと懸命に関わり

学会教育本部のメンバーもさまざ

重要であると感じています。創価

い関心がありました。

差異を前提にした
付き合い

ってしまうのです。
積み重ね続けていくことだと思い
たちと接する教員の役割は非常に

このようなつながりの喪失を見
うとするのだと思います。

その中では、ちょっとした生活習
石井 教育や移民の話で、一つ共

き合いではなく、差異を前提にし

場所となるコミュニティを提供し

その意味では、創価学会青年部

ます。

つめなおすきっかけとなったのが、

慣ができない子が出てくることも
通していることは、日本の社会は、

た付き合いができるかどうかが大

た歴史もあります。

二〇一一年の東日本大震災です。

あります。

「均一であるべきだ」
と思い過ぎる

切です。そして、差異があること

たとえば、クラスに一人だけ、

会の中で共有していくことが必要

が当たり前なんだということを社

りも身の財すぐれたり身の財より

日蓮大聖人の言葉に「蔵の財よ

創価学会教育本部では、〝排から
拝へ〟という視点で、分断につな
風潮が強いことです。

人一人を大事にしていく姿勢を大

皆と同じようにできない子がいる

たから

がる排除ではなく、子どもたち一
切にしています。私も園で、何か

心の財第一なり」という言葉があ
にとって必要なことは、生きがい

だと思います。
る貧困の歴史を通して、コミュニ

や喜びといった
「心の財」
を第一と

とします。でもそれは、本当は当

ティの在り方について学ばせてい

する社会をつくっていくことであ

ができない子どもがいた場合、そ
する雰囲気づくりを心がけていま

ただきました。創価学会にも、か

ると思います。そして、そこに向

るとおり、まさにこれからの日本

す。

つて貧乏人と病人の集まりと揶揄

けて宗教的コミュニティが果たす

橋元 本日は、戦後の日本におけ

私自身が差別のない心で関わって

された時代がありました。私たち

べき役割は非常に大きなものがあ

然の世界であって、自分とは価値

いくことの大切さを学ばせてもら

創価学会青年部は、その歴史を

ります。私たち創価学会青年部は、

の子を中心にして、みんなで協力

っています。

小説
『人間革命』
『新・人間革命』
を

そのことを胸に刻みながら、これ

子どもたちとの関わりを通して、

柴谷直美 私は大学の卒業論文で、

通して学ぶと同時に、その歴史は、

からもコミュニティの力の発揮に

ゆ

移民や在留民の教育課題について

どこまでも民衆に基盤を持つ団体

や

勉強しています。

あか

す。

向けて貢献していきたいと思いま
っています。

であることの証しとして誇りに思

コミュニティの観点でみると、
移民の人たちというのは、コミュ
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