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1-1 問題の所在
報告の概要

■ 本報告は、野宿者の居場所として成り立っていると同時に、しばしば野宿者を排除
しようとする力が働く、日本の都市公園（以下、公園と表記）が持つ両義的な性格
について、公園の管理思想から考察を行う。

■ 1930年代の東京市公園課には、野宿者を受け入れようとする公園管理の方針が存
在したことに注目し、それがいかなる思想的基盤を持って達成されようとしたのか
を議論する。

■ 結論を先どりすると、1930年代の東京では現在の公園で野宿者が排除される際に
用いられる論理と同じ論理を用いることで、公園の野宿者を黙認しようとしたこと
が明らかになる。

■ 1930年代において公園の野宿者は黙認されたが、それは困窮者への「無条件の救
済」が公園で行われたからではない。公園で「共同の幸福」を実現する手段として
のみ、野宿者の受け入れが正当化されたということである。

■ 裏を返せば、公園がつくりだすべき「共同の幸福」が野宿者によって阻害されると
判断された場合、野宿者はたやすく排除されうる。黙認の裏面に排除がある。

Ø 本報告はこれを「共同の幸福」を目指す公園管理思想の隘路として提示する。
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1-1 問題の所在：公園から排除される野宿者
「公園と野宿者」という主題についての先行研究

■ 先行研究は「野宿者を排除する管理が働く場所」や「排除された
野宿者が⽣きぬく場所」として公園を論じてきた。

■ ベンチや公園のデザインにより野宿者を排除する巧妙な戦略（五
十嵐 2004；石川2018）

■ 商業空間・スポーツ空間への再開発、防災、スポーツイベントと
野宿者排除の共犯関係を描写する研究（Heitzman 1999；原口
2008, 2016；山崎 2013；窪田 2021）

■ 野宿者・支援者は、空間的管理からいかに「生きぬくか」（岩田
2000；林 2005；木村 2019）

なぜ排除されるのか？：「良き市民」をつくる場としての公園

■ 公園は「良き市⺠」を育成する場として作られた（荒川 2019︓
123）。

■ 「良き市⺠」ならざる者、他の利⽤者が公園で「良き市⺠」にな
ることを妨害する者は公園から排除される（荒川 2019︓123）。
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渋⾕区⽴宮下公園のベンチ（報告者撮影）



1-1 問題の所在
日本の公園史と「良き市民」というキーワード

■ 既存の造園史研究は、明治期にはじまった日本の近代公園設置の目的を、都市の西
洋化・近代化、国威発揚、そして公衆衛生の補完として提示してきた（丸山 1994；
白幡 1995；小野 2003）。

■ 大公園中心の計画・・・日比谷公園（1903年）などが主要な成果。

大公園から小公園へ：「市民社会」の発達

■ 大正期以降、震災復興事業のなかで小公園の設置が進む。小公園は人々の「都市の
精神と政治的良心を発達させる」場と認識された（陣内 [1985]1992: 285）。

■ 公園は「共同の幸福」を重視し行動する「市民社会」を発達させる場所（石原
1924:255）

■ 健康で、精神的に自立していて、秩序に従順で「共同の幸福」をめざす人々をつく
る場所。こうした啓蒙的な公園観が、野宿者を公園から排除することを正当化して
きた。

4

⽯原憲治（1895-1984）
東京市技師、都市計画家
建築家。都市美運動に尽⼒した
写真︓朝⽇新聞1937年4⽉7⽇

⽯原憲治（1924）
『現代都市の計画』洪洋社

⽇⽐⾕公園の平⾯図
図︓東京都（1997）

震災復興⼩公園の例
箱崎⼩公園平⾯図
（井下 1934: 166）



1-1 問題の所在：研究の目的・着眼点
本研究の目的および着眼点

■ 「良き市民」ならざる者が排除されるはずの公園が、実態としては、野宿者の居
場所として成り立ってきたのはなぜか。そして「良き市民」を育成する場から、
特定の人々が排除されるのはなぜか。

– 公園の啓蒙的性格を強化しつつ、同時に野宿者を受け入れた、1930年代東
京の公園管理思想に注目する。

– 造園家・井下清（1884-1973）は、近代日本の公園行政に寄与し、日本の
近代公園の啓蒙的性格を強化した人物である（佐藤 1977b：394-400）。

– その一方で、井下は、野宿者と一般利用者の共存をめざす公園思想を明確
に示した（井下 1932, 1936など）。

■ 本報告は「良き市民」を育てようとする公園の啓蒙性を前提として、井下は、い
かなる論理によって野宿者と一般利用者の共存を目指すことを正当化したのかを
明らかにする。
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井下清（1884-1973）
東京⾼等農学校を卒業後、東京市⼟⽊課公
園掛に⼊庁（1905年）。東京市保健局公
園課で公園技師、公園課⻑、東京市理事、
内務省専⾨委員を歴任。戦後東京市を退職
し、東京農業⼤学教授、⽇本造園学会⻑を
つとめる。
写真︓『東京市公報』2663号（1926年）



1-2 分析の視点
「市民であること・市民になること」に付随する義務

■ 戦前日本における救貧制度を支えた論理を、シティズンシップという概念から説明した、冨江
（2007）の視点を参考にする。
– 共同社会の成員は「権利と義務」を持つ。シティズンシップには自由で自立した個人が共
同社会を形成しているだけでなく、「市民であること・市民になること」に対して義務が
課され、諸個人の自発的活動を共同社会のために動員することを求める（4-5）

– 戦前日本の救貧は、援助によって困窮者の人格を完成させ、「全体」への貢献という義務
をまっとうさせるものであった（冨江 2007:2）

– シティズンシップに基づく救貧は、一方で、困窮者を共同社会から排除することも正当化
する。援助によって「全体」への貢献を果たせる見込みの低い者は排除される（冨江
2007:8-9）。「基本的人権の欠如」の制度（冨江 2007:8-9）

■ 「国家・社会」全体の豊かさと、幸福の増大に寄与することを条件として救済が行われること
を捉える視点は、野宿者が受け入れられる条件と、反対に野宿者が排除される理由を描写し、
さらにその前提にある公園観を明瞭にする際に有効である。
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2 東京の公園が直面した「浮浪者」問題
昭和恐慌期の「浮浪者」問題と社会調査の実践

■ 1920-30年代は不況の時代：戦後恐慌（1920）、震災恐慌
（1923）、金融恐慌（1927）、昭和恐慌（1930-31）

■ 同時に、機械化の進展、人口増と労働力需要の不均衡などが重な
る（加瀬 2011: 9-10）。

■ 賃金労働者の豊かさが増す一方で、失業者の生活水準は悪化する。

■ 政府は帰農政策を展開するも、これらの不況は農業恐慌としての
側面も持ち、うまくいかない（藤本 1989:39）。

■ こうした複合的背景のもと、都市オープンスペースに困窮した失
業者が溢れた。

■ 東京市が実施した「浮浪者調査」では、公園が重点的な調査地に
選ばれてきた。
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草間八十雄（1875-1946）
東京市社会局嘱託として種々の社会調査に従事し
た。ルポルタージュ的な調査・著述も多い

出典：読売新聞1930年7月3日



2 東京の公園が直面した「浮浪者」問題
調査時期 調査主体・調査名 結果

（捕捉・調査者数）
備考

1920（大正9）年
10月1日

東京市
浮浪者（野宿）の一斉調査

- 第１回国勢調査と同時に実施。国勢調査の調査漏れ
を防ぐために実施

1922（大正11）年
2月25日午前0~6時

東京市社会局
浮浪者（野宿）の一斉調査

男性239人、女性12人、
計253人に調査

初めての組織的調査で、旧市内15区を211に区画して、
調査員2名以上を一班として一区画を担当させる。14
の調査項目をたずねる

1924（大正13）年
10月1日 東京市・市勢調査

男性370人、女性10人、
計380人 -

1928（昭和3）年
6月13日~7月10日 東京市・野宿者調査

男性453人、女性20人、
計473人

浅草公園、上野公園、芝公園、虎ノ門公園、四谷区
旭町、深川区富川町の特定地区にて調査を実施

1930（昭和5）年
10月1日 国勢調査

男性1795人、女性40人、
計1799人

「空前の多さ」として「浮浪者」の問題化が進む
（東京市社会局 [1939]1995: 340）。このうち856人
（47.6%）が公園に居住していた（井下 1932: 105）

1931（昭和6）年
8月22日

東京市
浅草公園を中心とする無宿者の調査

男性584人、女性18人、
計602人

新たに開所する浅草一泊所の経営の参考にすること
と、夏季における無宿者の生活状態を把握するため
に実施

1935（昭和10）年
10月1日 国勢調査

男性1073人、女性44人、
計1117人

市域拡大後初の調査。新市域と旧市域で分けて集計

1937（昭和12）年
11月6日~26日

東京市社会局
市内浮浪者調査

男性342人、女性21人、
計363人

東京帝大社会学科・心理学科の学生70人が応援で
参加（朝日1937.11.17）

*1 東京市社会局（1939）『市内浮浪者調査』調査報告書に、草間八十雄が寄せた「浮浪者調査の沿革」（p.339-341）を参照して作成。
*2 「細民調査」や「木賃宿調査」等の野宿者のみを特別な対象としない調査は除く。

東京市で⾏われた野宿者の調査（⼤正期から昭和戦前期まで）
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2 東京の公園が直面した「浮浪者」問題
■ 井下が認識する公園の機能

我々の近代的社会施設としての公園は複雑な使命を持つものであつて、
寧ろ重すぎる程多くの活動を期待されてゐる……殊に大都市の公園は一
面には宏大にして壮麗なる都市の公園として其の美と力と権威を表現す
るものと見られるが、又一面には激甚な生存争闘場である都市の陰惨な
欠陥を幾分にても公園に依つて緩和救済せんとするものであつて、人々
の健康を頽廃より救ひ、肉体と精神の破綻を防ぎ止めて活動力の持続更
生をはかり……夫れに加へて個人としては住宅の延長として其の足らざ
るところを補ひ、社会的には社交の舞台ともなれば大衆教育の指導の機
関とも考へられるのである。（井下 [1932]1973：103-4）

■ 公園の複雑な「使命」についての認識：都市・国家の威
容、公衆衛生・労働者再生産、社交、社会教育

■ 上記に加えて、為政者の失敗、都市の欠陥を補う公園の
機能について、明言される
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2 東京の公園が直面した「浮浪者」問題
■ 井下が「浮浪者」を受け入れることを正当化する理由

1. 公園の理念について：すべての人々が平等に自由に利用できる

近代の公園は老若男女を問はず総ての人々が平等に又自由に利用し得ることを標榜するもので、夫れは決して絶対的
ではないが概念的に平等であり自由であるべき処とするのであるから、彼等薄倖のルンペンが、縦へ不潔な身を異様
な風体に包み、普通人が不快と恐怖を感ずるが如き様子を為すものが居つても、夫れを公園の機能として看過されて
来たのである。他の処に於ては直に浮浪者として検束され収容される者も、公園に於ては其の平和を害さぬ以上黙認
されて居たのである。（井下 [1932]1973：105-6）

2. 公園の外・都市空間にある理由

気の毒なルンペン群の収容場のない都市では、街路に追はれ、小公園に追はれて何処へ行くべきかと云ふこととなり、かうし
た点では、ある点までは公園内のルンペンも止むを得ないこととなる。……日本のルンペンは最近益々同情に値する。兎に角
死場所も無くなつたと云ふ状態である。最近は公園内で死ぬルンペンが相当に多く一年三、四十人に上るだらう。……大抵は
餓死か、凍死だ。こんなことは前には殆ど想像もしなかつたことだ。昔は橋の下とか空地とか、いくらでもルンペンの居る場
所があつたが、都市の整備につれてさう云うところにも居れなくなり、到る処から追はれて、街のルンペンは公園以外には死
場所さへも無くなつて居ると云ふ状態である。（井下 1936：201）

■ 為政者の失敗と「都市の欠陥」を補う公園の機能を果たすため

– 失業者の増加、「浮浪者」の収容所や救済制度の不備、都市空間の再編が「浮浪者」を
拒絶する場所を増やしたこと
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3 野宿者を黙認する条件
■ 公園の「浮浪者」には、不当に大きな嫌悪が向けられている

– 井下は「浮浪者」がいることによる実害は少ないと主張
彼等ルンペンの多くは⾝の程を知つて他⼈の注意を避け、我が物顔に徘徊す
る者などは尠く、夜間野宿する者も眼に触れ難い物陰に密かに眠る……公園内
に於て起る犯罪即ち強奪、詐欺、風紀上の犯行などは之等ルンペンではない
他の来園者の為す処であつて、唯一の安息所である公園から追払はるること
は彼等として最も苦痛なことであるから、園内で犯罪を為すことは殆んどな
いのである（井下 [1932]1973︓106）

■ そのうえで、井下が利用者に求めること

これが対策としては根本的には彼等の消滅を充分考慮するべきであるが、公
園としては一般の来園者が須らく彼等を最も不幸なる同胞として見逃される
ことを希望し、ルンペン諸君は相互の幸福の為めに相当な遠慮を為すやう、
管理者はそれを適当に指導して誤まりなかしめるやう、設計家はルンペン諸
君の為めに何等かの考慮を為すやう、また為政者は何とかして此の多くの薄
倖な人々に職を与へて働いていく習慣を回復せしめられるやうせられたいの
である。（井下 [1932]1973：107）

Ø 一般利用者には「最も不幸な同胞のために」多少の不便さと不快さを我
慢することを求め、「浮浪者」にも、他の公園利用者への配慮を求めた

Ø 利用者は、公園を利用する権利を持つだけでなく、相互の幸福のために
行動することが求められた
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東京朝日新聞1935.6.14
「公園の悩みルンペンを怖がる子供」

東京朝日新聞1934.6.14
「児童のための小公園増設ルンペンに占領されない楽しい遊び場所を」



3両立させる論理：「叱られない公園」
■ 設計者に求めること：雑多な人々が共存するために

公園が大衆の慰安となり悦楽の目的物とされるからには、此処だけは種々の制度
を以て利用する人々を束縛し又は差別つけぬことが時代公園の精神であらねばな
らぬ。従つて設計に際しては利用する人々の種別と其管理方法に就て充分な予測
を為しそれに設計の基礎を置き建設の使命を達成すべきものである。（井下
1934：163）

公園は大衆的利用を原則とすることから、善く正しく利用する人々の外に、故意
のものは別として、若干の無知、無邪気な破壊、或は醜悪なる行為をするものが
有るかも知れぬことは予測し得ることであつて、これ等の不祥なことがあつたと
してもそれは其等の人々の罪と見るよりは寧ろ設計者の社会的認識不足に帰すべ
きである。其等の破壊等に対する非難は、……現代の大衆本位の公園としては設
計者、経営者に負はされる鞭であるべきである。（井下 1934：165-6）

■ 雑多な人々が共存する以上、公園利用には必ず問題が起こる。

■ この問題を事前に予測し、緩和することが、設計者の使命である。
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「浮浪者」のための設備を設けた常盤小公園（神田区／1931年）
出典（井下 [1932]1973: 104）



3 両立させる論理：「叱られない公園」
管理者に求めること

■ 井下は、欧州都市の公園にみられる抑圧的・強制的な管理を批判する。

従来公園施設の管理には二つの行き方がある。……公園の品位を重んじて、人止柵、注
意札等の有形的管理施設を設けず、極めて厳格なる法規的取締に依つて善き習慣を作為
して安寧秩序を保持し施設の保全を図らんとする独逸系のものと、厳かな法規の励行に
より実際的に来園者を統制して過ちなからしむるやう周到なる管理施設を設ける英仏系
である。

何れにしても表面でなければ裏面に厳然たる管理力が働いて安寧を保持するのであつて
……其等の管理制度はより全く開放されんとするには自然の儘の広い林野を公園として
行楽の用に供する外はない（井下 1934：165-6）

– 強制的な管理方法と、広く「市民」に開かれることには矛盾がある

■ その代わり、公園利用者に利用者としての自覚を促し、その「誇りと反省」を
もとに利用者を自発的に動員する

相当に設備された公園に対しては其保全に必要なる管理を為すべきことは当然ではある
が、厳に失し利用者に不快を与へる如きことがあつたなれば、其れは本末を転倒したも
のであつて、現代の社会施設観念からすれば一の矛盾であると見たい。自由であり明朗
であるべき公園は須らく武装管理から離れて何等の不快不安なく明るく楽しく自治的に
利用され経営さるべきものでありたい。……現代の都市公園の設計には……厳重なる法
規の力と威圧的管理無しに、寧ろ積極的に利用享楽性を大にし、其処に利用者の反省と
誇りを求める。（井下 1934：166-7）
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4結論：「共同の幸福」をめざす公園管理思想の隘路
■ 野宿者の黙認を正当化する論理

– 誰もが等しく利用できる、という公園の理念

– 為政者の失敗を補い「共同の幸福」を実現する公園の機能

■ 野宿者の黙認を可能にする条件
1. 「叱られない公園」を実現すること

■ 設計者：雑多な人々が共在することを前提として、公園設計を行う

■ 管理者：利用者に「公園利用者としての自覚」を芽生えさせることで、自発的な動員を行う。

2. 利用者が「市民になること・市民であること」に付随する義務を果たす

■ 一般利用者も野宿者も、公園を利用する権利を持つだけでなく「公園利用者」としての義務を負う。

■ その義務とは、「都市の欠陥」を補い「共同の幸福」を実現する公園の機能に協力すること

– 一般利用者は「不幸な同胞のため」に多少の不便さと不快さを我慢すること

– 野宿者は他の利用者に迷惑をかけないことが求められた

■ 「共同の幸福」を目指す公園管理思想の隘路
– 1930年代の公園管理思想において、野宿者を黙認することは、無条件の救済では決してなく、「共同の
幸福」を実現する手段としてのみ正当化された。「浮浪者」を受け入れることを可能にした論理の裏面
には、排除がある。

– それは、今日の公園で野宿者が排除される理由（「良き市民」ならざるものの公園からの排除）と同じ
公園観にもとづいた、条件付きの野宿者と一般利用者の共存であるためである。

2021/11/13 14



参考文献
n 荒川康 2019 「公園は都市の環境を豊かにしてきたか？」安達重和・金菱清[編]『環境社会学の考え方——暮らしをみつ
める12の視点』ミネルヴァ書房，119-134．

n 藤本武 1988 「昭和大恐慌と貧困問題」社会福祉調査研究会［編］ 1988 『戦前日本社会事業資料集成第2巻』勁草書房，
35-41．

n 原口剛 2008 「都市のイマジニアリングと野宿生活者の排除——1980年代以降の大阪を事例として」『龍谷大学経済学
論集』47(5): 29-46．

n ―――― 2016 『叫びの都市——寄せ場、釜ヶ崎、流動的下層労働者』洛北出版．
n 林真人 2005 「都市空間に住みこむ野宿者——「使える地面への侵入」と空間的管理」『年報社会学論集』18: 181-192
n Heitzman, James, 1999, “Sports and Conflict in Urban Planning: The Indian National Games in Bangalore”, Journal of 

Sport & Social Issues, 23, 5-23.
n 五十嵐太郎 2004 『過防備都市』中央公論新社．
n 井下清 [1932]1973 「公園とルンペン」前島康彦（編） 1973 『井下清著作集都市と緑』東京都公園協会 103-107．
n ―――― 1934 「都市公園設計上の一考察」『造園雑誌』1（3）：163-170．
n ―――― 1935 「叱られない公園」『東京市公報』昭和10年1月24日，p.118-120．
n ―――― 1936 「最近向上した市民の公園道徳（上）」『東京市公報』昭和11年2月4日 200-201．
n 石原憲治 1924 『現代都市の計画』洪洋社．
n 石川初 2018 『思考としてのランドスケープ地上学への誘い——歩くこと、見つけること、育てること』LIXIL出版．
n 岩田正美 1995 「解説第4章『浮浪者・不良住宅地区』調査について——貧困と『居住』形態」社会福祉調査研究会
［編］ 1995 『戦前日本社会事業資料集成第4巻』勁草書房 2-44．

n ―――― 2000 『ホームレス／現代社会／福祉国家——「生きていく場所」をめぐって』明石書店．
2021/11/13 15



参考文献
n 陣内秀信 [1986]1995 『東京の空間人類学』筑摩書房．
n 加瀬和俊 2011 『失業と救済の近代史』吉川弘文館．
n 木村正人，2019，「＜共（コモンズ）＞の私有化と抵抗 -渋谷におけるジェントリフィケーション過程と野宿者運
動」『空間・社会・地理思想』 22: 139-156．

n 窪田亜矢 2021 「都市における『公園』」の再考 事例研究：繁華街・渋谷における宮下公園の変容」『日本建築学
会計画系論文集』781: 1001-1011．

n 前島康彦（編） 1973 『井下清著作集都市と緑』東京都公園協会．
n 丸山宏 1994 『近代日本公園史の研究』思文閣．
n 成田龍一 2005 「『国民』の跛行的形成——日露戦争と民衆運動」小森陽一・成田龍一[編]『日露戦争スタディー
ズ』紀伊国屋書店，114-129．

n 小野良平 2003 『公園の誕生』吉川弘文館．
n 佐藤昌 1977a 『日本公園緑地発達史［上］』都市計画研究所．
n ―――― 1977b 『日本公園緑地発達史［下］』都市計画研究所．
n 進士五十八・吉田恵子 1989 「震災復興公園の生活史的研究」『造園雑誌』52(3): 155-165．
n 祐成保志 2008 『〈住宅〉の歴史社会学――日常生活をめぐる啓蒙・動員・産業化』新曜社．
n 富江直子 2007 『救貧のなかの日本近代——生存の義務』ミネルヴァ書房．
n 東京市社会局 [1939]1995 「市内浮浪者調査」社会福祉調査研究会［編］ 1995 『戦前日本社会事業資料集成第4
巻』勁草書房，335-418．

n 山崎貴史 2013 「公園のスポーツ空間化と野宿者の排除——名古屋市若宮大通公園を事例に」『スポーツ社会学研
究』21(1): 85-100．
2021/11/13 16



付記

■ 本研究は、JSPS科研費20J10458、課題名「近代東京・都市公園の歴史社会学
的研究：オープンスペース性の起源と変容」の助成を受けている。
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