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引用資料についての注記

• 報告中、引用する一次資料は、読みやすさを優先して旧字体を新字体に改
めている。

• 引用文中の（……）は、中略を示す。

• 本報告中、可読性を高めるため、引用文のみフォントを変えることがある。

• 本報告中、一次資料からの引用はオレンジ色の枠内に示される。
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はじめに 本報告で主張すること
1. 近代東京において、公園利用者としての子どもは、都市の人口増加・交通の
高速化と「不良少年」への社会的関心の増大を理由として、1920年代になっ
て本格的に議論の俎上に上がること。

2. 関東大震災の復興計画で本格的に整備された児童遊園では、児童が公園利
用を通じてむしろ「不良少年」化することが問題視され、児童指導員が派遣さ
れるようになること。

3. そこで展開された児童指導は、かならずしも既存研究が論じるような抑圧的
なものではなく、児童の自発性や自由を指導に活用しようとする側面を有し
ていたこと。

4. 上記の事例は、子どもの教育を論じる視座のうち「配慮／抑圧」の二項図式
のなかで隘路に陥っている「子ども研究」に対して、「子どもの自由を保ちつ
つ遊びに介入する」指導実践を提示することから意義がある。2020/10/31 4



1. 研究の背景: 子どもの遊びを論じる2つの視座と隘路

子どもの遊びと大人の配慮
• 「子ども」概念は大人による不断の配慮を前提として成立している（元森 2006: 56-7）。

• 子どもは事故や怪我に対する責任主体となりえないため、遊びには大人のケアが必要となる。

大人に抑圧される子ども像
• 子ども期の生活の諸側面が学校化されていくことへの批判（Irrich 1970=1977）

• 子どもは、社会の生産性や有用性、安全にとって最適な形の枠に当てはめられているとする批判の展開

（e.g. 公園・学校空間の管理が巧妙かつ厳密になっていくこと［五十嵐 2004］）

「配慮と抑圧」という二項対立による隘路
• 子どもを「抑圧から解放」しようとしても、それは大人による一方的な子ども像の押しつけとして、新たな抑

圧になる。

• 大正期「童心主義運動」批判（河原 1992, 1998）から1980年代以来の子供研究への批判（元森 2020: 9）まで
繰り返される。

• 子どもの「自由」を保障しようとすると、そのために大人が無限の配慮をする（矛盾）

Ø配慮／抑圧という二項図式を乗り越える「新しい子ども社会研究」の必要性
（元森 2018, 2020）

近代日本都市公園のなかで「子どもの遊び」が問題化される事例を検討するなかで、この問題に取り組む。2020/10/31 5



1. 研究の背景 東京の都市公園整備の展開（1870-1930）

太政官布告 第14号（1874）
寺社境内地や景勝地といったオープンスペースの公園化（上野、浅草、芝、深川、飛鳥山）

市区改正事業（1880-1903）・・・都市の不燃化、伝染病の予防
• 公衆衛生上の必要から、人口密集地の近隣に計画（小野 2003）
• 日比谷公園の開園(1903)…幾何学的な設計、噴水、運動場、花壇、日本初の西洋式公園

都市計画法（旧法）（1919）
• 「小公園」の定義 近隣公園／児童公園

関東大震災（1923）
• 復興計画における、市区改正で計画された公園の実現
• さらに、震災復興52小公園、近隣公園の新設（~1930年代後半まで）

→現在にいたる東京の都市公園のストックをなしている
2020/10/31 6



1. 研究の背景： 明治大正期・都市公園の役割

近代化・西洋化を国内外にアピールする場所

• 都市設備を近代化することで先進国としてアピールし、不平等条約の改正を
めざす（東京都1997）
• 近代化/西洋化の装置（白幡 1995）

啓蒙・社会教育の場所

• 都市公園は明治期以来、音楽会や美術展示、博覧会を開催することで、人々
の審美眼を育て、心性を涵養する場所だった（吉見 1991; 小野 2003; 前田
2019）

公衆衛生と労働力再生産の場所

Ø都市内の空気を浄化し伝染病流行の予防をすると同時に、余暇活動の拠点
として、労働力再生産をする・・・「富国強兵」に資する衛生空間（小野 2003)2020/10/31 7



1. 研究の背景 明治期-大正期の都市公園

公園にとって、子どもは邪魔者だった

• これまでの公園では子供達は目の敵に思われて居たのである。何しろ、美し
い芝を踏み切り、花を取り、木の枝を折り、柵をこわすのは皆子供の悪戯で、
全く仕様が無いというのである（末田 1942: 5）

• 「東京市に於て児童に対する種々の遊戯施設を備へたのは、古くは明治中期
からであるが、之に積極的な児童保護指導の専門機関を置いたのは大正大
震災以後」である（末田 1942: 1）。
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1. 研究の背景: 近代日本の児童遊園を論じる視座

児童遊園設置の目的

• 明治末期から大正期における交通量の増大と、人口増加にともなう住環
境の悪化への対策としての児童遊園（進士 2011;陣内 [1985]1992: 286）

指導内容について

• 児童指導員は、児童の健康と体格向上を目的とした（野尻 1994）。

• 児童指導は1940年代以降、地域や母親たちを巻き込みながら総力戦体制
のなかに組み込まれていく（陣内 [1985]1992: 291-2）。

Ø児童遊園・児童指導…子どもを社会にとっての有用性の枠組みに押し込む

Ø既存の児童遊園論は、子どもの生活を教化し、抑圧する場として児童遊園
を論じている。2020/10/31 9



1. 本研究の目的

• 1920-30年代の都市公園において「子どもの遊び」が問題化される過程に、
「不良少年」の予防という教化的な意識があったことを示し、しかしその遂行
過程には、かならずしも抑圧的ではない指導実践があったことを提示する。

具体的な作業
Ø本研究は、都市公園での「遊びの問題化」の背景には、既存研究が注目してきた「人口
増・交通の高速化」に加えて、不良少年への社会的関心の増大という理由があったこと
を指摘する（分析1）。

Ø本研究は、社会全体が総力戦体制に向かうなかで児童指導が教化的な目的を持って
いたことを認めつつ、同時に、児童指導には児童の自由や自律性を尊重しようとする
側面があったことを示す（分析2）。
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1. 本研究の方法
• 東京の都市公園について語られた、都市政策、警察、造園家、社会事業家、
児童指導の専門家といった各領域の代表的な言説をたどる。

•対象とする時期は、子どもの遊び場についての実態調査や議論が始まる
1920年頃から、その成果が現れ始める1930年代に設定する。

とくに、以下の2つに注目

• 児童遊園や遊び方について行われた社会調査の結果と報告書（東京市
1920;簡易保険局 1931）
•造園の専門家として東京市公園課長をつとめた井下清（1884-1973）と東
京市の児童指導員として中心的な役割を担った末田ます*（1886-1953）
の言説を重点的にあつかう （*末田ます子とも表記）

2020/10/31 11



年号 できごと

1884（明治17）年 京都府に生まれる

1905（明治38）年 東京高等農学校 本科卒業／東京市役所土木課入庁

1923（大正12）年 東京市公園課長

1925（大正12）年 欧米諸国の都市公園事業を視察（-1926年6月）

1938（昭和13）年 東京市理事

1942（昭和17）年 東京市公園部長

1943（昭和18）年 東京市公園緑地課長

1946（昭和21）年 依願免官（3月）／東京農業大学教授（4月）

1949（昭和24） 年 東京都市計画審議会委員・東京都公園施設委員

1952（昭和27）年 首都緑化推進委員

1953（昭和28）年 日本造園学会会長

1954（昭和29）年
東京都公園協会理事（その他、東京都慰霊協会理事長、東京動物園

協会理事、日本児童遊園協会理事長等を歴任）

1973（昭和48）年 死去

井下清の経歴

井下清肖像（1926年）

『東京市公報』2663号 p.220）
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年号 できごと

1919（大正8）年
都市計画法（旧法）のなかで小公園（近隣公園／児童公園）の定義

東京府社会課『東京府下における公園並児童遊園の調査』

1921（大正10）年 東京市土木課から公園掛が独立し、公園課の設置

1922（大正11）年 東京YMCAの矢津春男を東京市嘱託の指導員として日比谷公園に派遣

1923（大正12）年 関東大震災 復興計画の中で児童遊園を含む小公園の新設（1935年頃まで）

1924（大正13）年 東京市嘱託の児童指導員を末田ますがひき継ぐ

1925（大正14）年 社団法人 日本児童遊園協会の設立、雑誌『児童生活』の発行

1934（昭和9）年 東京市公園課が児童指導員を制度化する。9名の指導員を派遣する。

1936（昭和11）年以降
指導対象が未就学児に拡大されると、指導員を補助する「公園母の会」が東京市内の公

園各地で結成される

1940（昭和15）年 東京市公園課児童係の設置

1942（昭和17）年
末田ます『児童公園』（少国民文化新書）： 東京の児童遊園の記録と児童指導の方法を広

める目的で刊行された

1943（昭和18）年 空襲の激化により、児童指導が終了する（戦後は規模を縮小し、1964年に廃止）

末田 1942; 内田 1958; 佐藤 1977; 申 2004の参照、
および『東京朝日新聞』『読売新聞』の調査により作成

2020/10/31 13

東京の都市公園における児童に関連する制度の展開



児童遊園（1920〜）

出典: 井下1920 「公設の児童遊園」『庭園』2020/10/31 14

• 1919年の「都市計画法（旧法）」のなかで「小公
園」（近隣公園／児童公園）の定義。

• 都市公園の利用者としての「子ども」についての
議論が始まる。東京府社会課『東京府下に於け
る公園並児童遊園の調査』（1919）など。

• 1920年代はじめ、東京YMCAなどの宗教的なア
クターや、児童文学家が、上野公園・浅草公園・日
比谷公園で遊びの指導を行う（内田 1952）。

• 震災復興事業による小公園の設置後（~1930）に、
東京市が児童指導を制度化する（1934）。



震災復興小公園（1930年代〜 ）
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設置数
小公園の平均
面積（㎡）

そのうち
児童遊園の
平均面積（㎡）

小公園面積に占め
る児童遊園の
面積割合

区民一人あたりの
復興小公園面積（㎡）

浅草区 10 2717.9 307.4 11.3% 0.034
神田区 6 1812.1 347.1 19.2% 0.025
京橋区 6 3260.5 246.8 7.6% 0.045
麹町区 1 2730.5 112.4 4.1% 0.014
下谷区 5 2645.9 368.3 13.9% 0.023
芝区 2 2788.4 285.9 10.3% 0.010

日本橋区 5 2542.1 312.7 12.3% 0.160
深川区 7 2931.2 366.5 12.5% 0.035
本郷区 2 3234.6 479.3 14.8% 0.014
本所区 8 3079.3 331.0 10.7% 0.346

復興小公園
全体

52 2759.3 325.0 11.8%

表は以下を参照して作成

小公園、児童遊園面積： 『児童遊園ニ関スル調査』（1931年／簡易保険局）
所在地： 「東京市公園建設の跡を顧みて」『都市公論』（1931年／井下清）
区の人口: 「国勢調査」（1930年）

• 震災復興小公園はいわゆる
下町に分類される区（浅草、
神田、京橋、下谷、日本橋、深
川、本所）に集中。

• いわゆる山手に分類される区
（麻布、赤坂、四谷、牛込、小
石川）には震災復興公園が設
置されなかった。

• 設置されても限られた数であ
る（麹町区、芝区、本郷区）

• 設置された震災復興小公園
中、平均して11.8%が児童遊
園に充てられる。



小公園に設置された児童遊園（1930年代〜 ）

鉄砲洲公園（1930年開園／京橋区）の例
出典：『児童公園』（末田 1942: 119）

2020/10/31 16

• 水洗式の公衆便所の設置

• 鉄製・コンクリート製遊具の設置

• 広場主体の空間とすることで、近隣小学校
の運動場としての機能を果たす。

三河台公園（1932年開園／麻布区）の例
出典：『児童公園』（末田 1942: 117）



震災復興小公園（1930年代〜 ）

出典：いずれも『東京市公報』（谷町公園[1935年, 2559号] 、大杉公園[1935年, 2549号]）2020/10/31 17



• 本郷元町公園（1930[昭和5]年設置）
• 震災復興公園の一例
• 近隣住民および隣接小学校の利用（運動・教材林）を想定した2020/10/31 18
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なぜ児童遊園？① 交通の高速化と量的増大
明治後期から⼤正期にかけて東京の路上
• 市電は1903（明治36）年の開業以来、乗客数と運⾏距離・⾞両数を増加

させつづける。…市電は市街地の拡張をもたらし⼈⼝増に帰結
• ⾃転⾞やゴム製タイヤに改良された⼈⼒⾞、乗合⾃動⾞やタクシーが台

頭し定着する（東京百年史編集委員会編 1979: 764-772）
井下清の著述
• ⼤⼈でさえ命の短くなるのを感ずる街路に、彼処で追われ茲で罵らるる

児童に、果たして第⼆の国家を背負うに⾜るべき健康を予期することが
出来ようか。更に寒⼼に堪えぬは、斯かる亡国の⺠の如き状態の下に成
⻑する彼等に、将来国家の運命を託すべき偉⼤にして確固たる信念を求
め得るであろうか。
• （……）来るべき将来の国家を建設すべき基礎を作る児童の保健訓育上

に、相当の⼒を尽すことは更に必要なることであって、⼜親としての⾃
然の情であって、⼤⼈本位の公園施設を⼦供の為に割き或は進んで総て
を児童本位にすべしとの論が旺になったのである。（井下 1920: 1）
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日本統計協会編，1988，『日本長期統計総覧 第2巻』日本統計協会．2020/10/31 20



なぜ児童遊園？②劣悪な住環境

家屋稠密し、⼈⼝多数なる都市の混濁せる空気の中に⽣育しつつある
児童が、採光⾵通共に善良な遊園地に於て溌溂たる活動欲を満すこと
を希望するのは当然であるが、斯様な児童の要求を満⾜させることは、
児童⾃らの満⾜を得るばかりでなく、不知不識の間に健全なる体格を
養成し、延いては健実なる精神を培養し、⼼⾝共に善良なる児童たら
しむ基となる。⽽して是等の児童が成⻑し、⾃⼰の職務に従事する際、
不健全な体格と精神を持てるものと其能率の差が⼤に異なることは多
⾔を俟たないで明かである。

（東京府社会課 1920: 1-2）
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なぜ児童遊園？ ③「不良少年」の予防
「子ども」を対象にする社会的な関心は、公園の外でも強まっていた

• 大正期には「不良少年」の社会的な原因が研究されると同時に、社会事業家
による予防的な取り組みが進められるようになる（作田 2018: 68-71）

• 背景に、社会問題への関心の高まり

Ø米騒動（1918）以降、社会問題を研究する機関や、慈善事業・救済事業が
急速に発達する。（内務省の協調会や、大原社会問題研究所など）

Ø月島調査（1919-20）、第1回国勢調査（1920）、浅草調査（1921）と、社会
調査の取り組みもさかんになる。

Ø民衆娯楽、「不良少年」文化も、調査対象になりはじめる。2020/10/31 22



なぜ児童遊園？ ③「不良少年」の予防
『東京府下に於ける公園並児童遊園の調査』（東京府社会課 1920）
浅草公園の記述

本園は一種の民衆娯楽所であって公園とは見られない様である。茲に散歩す
る人も、休息する人も、大概は活動写真などを見て其疲労を回復するに過ぎ
ないのであって、本園の観覧物が民衆の生活を向上し又は疲れたる精神を
平静にすると云うことは甚だ疑問であって、寧ろ民衆の感情を刺激し興奮さ
せるものではあるまいか、彼の不良少年少女は本園から発生するとさえ云う
ものがある。本調査の際にも十二三歳の家出少年が刑事に取り調べられるも
のがあった。多くの家出少年が一度は本園に遊びて悪友に誘われ後遂に不
良少年となる由にて、児童保護の上から見て特に注意を要する所である。

（東京府社会課 1920: 52-3）
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分析1 「不良少年」予防のため、児童専門の公園設備を求める

• 井下清の小公園論（小公園ではなく児童専用の公園を作ることの意義を強調）

• （東京市に設置された⼩公園が̶̶引⽤者注）児童専⽤の公園ではなく、
総ての⼈が⾃由平等に休養し得ることになれば、現社会に於て最も活動
し、⽽も物質的には甚だ恵まれて居らぬ労働者などからも、これ等の公
園は唯⼀の安息所であらねばならぬ。
• 然し多くの⼈々の間には天真爛漫無垢の児童と共に置き難い⼈々もある

ので、常に新しきを求め奇を好む⽩紙の如き児童に⾒せてならぬ、聞か
せてならぬことを平然として為して憚らぬこともある。

• 児童の内にも既に不良性を帯びたものも亦少なくない。悪い遊びはまだ
あどけない児童から⾒れば物珍しい誘惑であって、家庭及び学校外の⽣
活で善い児童が悪化される虞は決して少くないので、将来の国家を担う
べき可憐の児童の⽣い⽴ちの為めに最も警戒すべきことである。

（井下[1928]1973: 77-8）
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分析1 教育上の逆効果

公園設備を物理的に設けるだけでは不十分、それどころか逆効果と考える社会事業家

• 子供の教育で最も大切なのは、此の自宅の門と、学校の門との中間なのです。多数の不良少
年が不良となった経路を調べてみますと、学校がひけてから自由に遊ぶ時間に、悪い友達を
得て悪い遊びを覚え、段々に不良となって行くようです。

• いくら⼦供の為に公園や遊園地を作ってみたところで良い指導者がなかったなら却って怖
ろしい結果を⾒る事になります。今⽇の東京市の⼤⼩公園をみて下さい、施設は⽴派でも
指導者がない為めに公園は浮浪者の巣窟となっていて彼等は朝から晩までベンチを占領し、
遊びに来る⼦供をつかまえては露⾻な性の話、甚しきは盗みをさえ教えると云う有様です。

• 仮に浮浪者からよからぬ事を学ばないでも、そこに集まる⼦供同志が何時の間にか団体を
作って辺りを練り歩き、或いは遠く浅草等へ遊びに⾏ったり他の公園に集まる⼦供団体と
喧嘩をやったりします。

• つまり不良少年は公園を中心として発生するものですから今に新公園も必ずこれら不良少年
の養成所となるでしょう。一日も早く指導組織を設け良い指導者を置いて折角の新施設を利
用する事にしたいと思います。

（読売新聞 1930.6.19中央社会事業協会主事・原泰一談）
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『読売』 1930.6.19 朝刊
『東京朝⽇』1935.1.26朝刊

2020/10/31 26



分析2 東京市公園課 児童指導員制度（1934-1967)

【東京市における児童指導員制度の制度化】

• 「総人員は男子が5名、女子が2名、他に女子の手伝
いが2名計9名（…）この9名が全部113箇所の公園
を巡歴することになっている」（『東京朝日』
1935.1.26朝刊7頁）。

【中心人物としての末田ます（1886-1953）】
• カリフォルニア大学で保育学を学び帰国後（1922年）、
東京YWCAで児童福祉事業に従事する。

• 1924年以降、東京市嘱託として児童指導を開始する。

•井下清とともに日本児童遊園協会を立ち上げる
（1925年）2020/10/31 27
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分析2 「児童公園」（1942）にみる児童指導員の活動
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末田ます（1942年）『児童公園』清水書房（少国民文化新書）
n第1部…末田が東京市の児童遊園で行った活動記録が書かれる
n第2部…児童指導の方法、児童遊園の空間構成についての教本

遊びのなかの「不良少年化」と対峙する児童指導員

•末田（1942）のなかの「賭け事」遊びについて
• 当時、学校の教員や教育者に問題視された「賭け事遊び」

• 児童遊園のなかでは「賭け事遊び」を完全には禁止しない



分析2 遊びのなかの「賭け事」の取り扱い
遊びの勝敗に物品を賭けることの問題（メンコ、ベーゴマが想定される）

• ⼤勢⼦供が集るところには賭ごとは⾏われ易いものである（末⽥ 1942: 66）。
• 賭事が児童の教育上最も忽せに出来ない事柄であるのはいうまでもない

（……）遊園には⼦供が⼤勢集る。従って賭事も⾏われ易く、⽽も⼀部で始
めると他の者に伝染し易い（末⽥ 1942: 66）
• 賭事は勝てば更に勝ちたくなり、負ければもう⼀度やって取返そうと思い、

殆ど満⾜の得られる境というものがない。しかも賭事は勝と負という頗る簡
単な事実に依って決定されるものであるから、知能の⾼低、年齢の⽼幼に拘
らず⼀般的に流⾏する。
• しかも賭事は射幸欲を養成する危険が⾮常にある。これは彼等の将来の⽣活

の健全性を蝕むこと多⼤であって、少年であって、少年時代に既に怠惰軽浮
な性質となってしまうことさえある。

（末⽥ 1942: 66-9）
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分析2 遊びのなかの「賭け事」の取り扱い

児童指導は「賭け事遊び」を禁止するのではなく、その有用性を活用する

• 賭事といっても単なる射幸にのみよるという場合は極稀であって、多
かれ少なかれ技巧を必要とし練習を必要とする。（……）それは⼦供
にとって⾮常に興味のあるものであり、勝負を争うという⼈⽣的なも
のであり、⼜相当な技巧上の修練を必要とするものであるというよう
な点は、単純に考えれば、有害というよりはむしろ有効であるという
結論さえ出て来そうである。
• 賭事の動機たる優勝欲は⼈⽣にとっては極めて必要なものであって、

これを失っては健全な社会⽣活を営むことは出来ないことになる。そ
れ故この優勝欲は善導して善良にして有⽤な活動に利⽤しなければな
らない（末⽥ 1942: 66-69）。
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考察： 子どもの遊びの問題化とその非抑圧的側面
• 近代東京における児童遊園の整備には、既存研究が注目してきた「交通」「住
環境」要因のほかに、不良少年の予防という目的が存在する。

• しかし、設置された児童遊園がむしろ「不良少年」の温床になることへの危機
感が、当時行われた社会調査、都市政策、社会事業のなかで語られる。

• そこで、東京の公園には児童指導員が登場する。児童指導員の指導は、既存
研究が指摘するように、総力戦体制に組み込まれうる教化的性格を有する。

• しかし、公園の児童指導はかならずしも「抑圧的」なものではなかった。
Ø本報告では、児童遊園の遊びのなかの「賭け事」の取り扱いについて議論

•上記の事例は、子ども社会研究に対して「保護と抑圧」の二項図式を克服す
る事例として示唆がある。
Ø子どもの自由を確保しつつ、教育上の目標を達成する児童指導員の姿勢を提示した。
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