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報告の概要
■ 日本の公園は、大正期以降、子どもの居場所として作り替えられ始めた。戦後、高度成長期にかけ

て、児童公園・児童遊園が全国に広がっていく。

■ 本研究は、家族をはじめとした周囲の⼤⼈たちと⼦どもたちとのかかわり⽅を検討することを
通して、児童公園というものが、歴史的にいかなる存在だったのかを描写しようとする。

■ しかし、公園の利用実態を示す歴史的な資料・データは限られていることがほとんどである。そこで、
1965年に神奈川県の6つの団地を対象に行われた「団地居住者実態調査」の生活時間データに注
目をする。

– 自記式で記入された、12歳以下の子どもを持つ妻・夫それぞれの生活時間データをテキスト
データとして扱い、計量テキスト分析を行うことで、公園・遊び場を、誰がどのように利用して
いたのか探る。

■ 分析の結果、以下のことがわかった。

– 親族に関連する語が少なく、核家族のなかで外遊びのケアを行っている。

– 公園利用は、2-3歳と未就学の子どもを持つ親に多い。

– 親を伴った公園の利用時間は90分以上と長時間行われる。

– 団地近隣にある公園への付き添いは、休日の父親に多く見られる。
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1. 研究の背景：子どもの居場所としての変容
近代⽇本公園の展開︓⼤公園から⼩公園へ、⼤⼈から⼦どもへ

■ ⽇本の近代公園の誕⽣︓⼤公園中⼼の計画
– 太政官布告（1874）︓上野公園、浅草公園、芝公園、横浜公園、⼭⼿公園など
– 市区改正条例（1888）︓⽇⽐⾕公園（1903年）が主要な成果
– 都市の近代化、公衆衛⽣や啓蒙、労働⼒の再⽣産を⽬的とする

「⼤⼈」のための空間（丸⼭ 1994; ⽩幡 1995; ⼩野 2003︔前⽥ 2019）

■ 関東⼤震災（1923）の復興計画︓⼩公園への重⼼の移動
– ⼤正期以降、震災復興事業のなかで⼩公園の設置が進む（申 2004: 

120-3; 前⽥ 2021: 89 ）
– 近隣住⺠や⼦どもの利⽤を想定する設備への転換（陣内 1985: 286）
– 震災復興⼩公園のうち、⾯積にして11.8%が児童公園に充てられる

（簡易保健局 1931より集計）
– 戦前の総⼒戦体制期に原型が作られた児童遊園・児童公園は、⾼度成

⻑期に厚⽣省の衛⽣⾏政の⼀環として位置付けられ、急激に増加する
（申 2004: 15）

– 公団団地は、敷地内にオープンスペースを意図的に配置した。これら
は、⼦どもの遊び場や居住者間の交流の場としての機能を果たした
（⽇本住宅公団 1981: 192; ⽮込・菅野 2011: 521）

– ＊公団団地は中間層を対象にし、住宅不⾜の解消に伴ってサービス重
視へと転換した（⽇本住宅公団 1981: 124-71︔祐成 2018: 379 ）
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⽇⽐⾕公園（1903年開園）の平⾯図
（東京都 1997）

震災復興⼩公園の例
鉄砲洲公園（1930年開園）の平面図（末田 1942: 119 ）



1. 研究の背景

1920-40年代、児童公園・児童遊園に与えられた⽬的

（１）⼦どもを取り巻く社会問題・都市環境の問題への対処
– 交通の増⼤・⾼速化、狭隘な住宅（末⽥ 1942: 54; 陣内 1985:286）

– 社会事業の拡⼤のなかで、児童福祉への注⽬（佐藤 1977b: 76）

（２）⼦どもの健全な育成
– 総⼒戦体制下における児童の体⼒・体格向上（野尻 1994; 申 2004）

– 「不良少年」への警戒（進⼠ 2011: 116-7）

（３）地域や⺟親の共同育児の場とすること
– 震災後の都市再開発で失われた路地や横丁の代替として、近隣コ
ミュニティを育む（陣内 1985: 286）

– 「公園⺟の会」の実践︓⺟親たちがあそばせ⽅を学びつつ、児童
指導員を補助する（進⼠ 2011: 119末⽥ 1942: 251-2）

東京朝日新聞1934.6.14

読売新聞 1930.6.19
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1. 研究の背景
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Google Books Ngram Viewer

n 1800年から2008年まで、英
語の出版物のなかに
Playground（児童公園）が出
現する頻度を表す。

n 1900年代から急に出現し、
1920-30年代にピークがある。

n 1920年代-40年代に⼦どもが
重要視されだす⽇本の公園
史と並⾏している。



1. 研究の背景
「⼦どもが過ごす空間」についての研究状況︓2つの視点
■ ⼦どもに対する⼤⼈の「責任」

– 「近代的⼦ども観」に基づくと、⼦どもは遊びにおける事故や怪我に対する責任主
体とはなり得ず、遊びは⼤⼈の配慮なくしては成り⽴たない（元森 2006: 516）

■ 「⼦どもにより良い教育を」と主張する⼤⼈たちの恣意や思惑
– 教室や校庭などの物的な学校空間に働く、政治上の⽬標や、⼤⼈たちの思惑をあば
き出そうとする研究（寺崎 1991; ⼭名 2009 ; 牧野 2019）

– 学校校庭の芝⽣化をめぐり、⾏政や市⺠といった「⼤⼈たち」が、⼦どもを置き去
りにしながら、それぞれの主張を⾏う（⾼久 2014）

■ ⼦どもの遊び場を研究する際に必要な視点
– ①⼤⼈には、絶えず⼦どもの安全に配慮し続ける「責任」があること
– ②「⼦どもにより良い教育を」と主張する⾔説に込められた「⼤⼈たち」の意図や
思惑を捉えること
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2. 「団地の公園」を考えるために
■ ⾼度成⻑期の児童公園をめぐる3つの論点
1. 独特な「団地の子ども」という問題

– 団地の子どもの特徴として、過度な競争にさらされること、人間関
係の形成において未熟で、排他的な性格を持つという懸念が、当時
の新聞雑誌、専門家言説に多く存在する

– 子どもに苛烈な競争を強いた状況を背景にして、「団地居住者実態
調査」の子どもの生活時間が分析された（相澤 2019）

2. 危険な路上、遊び場への対処

– 未就学児が多く交通事故に遭うことが「路上遊び」とともに問題化
される

– 児童公園が設置されても、整備・管理の不在による危険がある

3. 育児を支える近隣の活動

– 遊び場の危険に対して、協力しつつ立ち向かう「パトロール」や
「遊び場点検運動」

– 戦後日本の子育てに、兄弟数が多い親世代の親族ネットワークが果
たした役割（落合 2019）

→団地には当てはまらない？

– 子育てにもとづく母親たちのネットワークの存在 （石島 2019）
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写真︓桑原甲⼦雄 “Nakano-ku, 1970s”
出典︓『東京 1934~1993』p.559

写真︓桑原甲⼦雄 “Location unknown, 1970s”
出典︓『東京 1934~1993』p.702



※ 参考 2-1. 独特な「団地の子ども」という問題

9
『読売新聞』1959.3.17「『団地の子ども』はどう育つ 日本女子大生の卒論から
早熟で排他性が強い “行動力”は乏しくなる」

n 1950年代後半から「団地族」という羨望と偏見の混
ざった呼称がメディアで使われだす。複数領域のテクス
トで、団地で育つ子どもの「独特さ」が指摘される。

（…）規格された部厚いコンクリートのなかの生活は、親も子どもも「落ちつ
かない」「運動不足になる」「孤独感に襲われる」ことなどから、親は子どもを
わけもなくしかり、外出しがちになる。（…）こうした影響は、割りに経済的に
恵まれていることも手伝って電気器具、三輪車の買い競争となり、バレエ、
ピアノ、バイオリンなどのおけいこごとを流行させ、勉強が強制される。だか
ら一般住宅の子どもたちより早熟で学校の成績もよい。早くいえば”パズル
的知識”に富むが行動力に乏しい。
（…）吉沢講師（吉沢英子——引用者注）の話 こうした環境で育った子ども
たちが大人になったらどうなるだろうか。一般社会に順応できるだろうか
という疑問もおきる。とくに子どもたちのグループ活動における人間関係
を健全に育てる指導者が必要だと思う。また親同士の共同生活への正しい
相互認識が子供たちを正しく導くことになることを考えていただきたい。

（『読売新聞』1959.3.17）
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※ 参考 2-2. 危険な路上、危険な遊び場

10

『月刊福祉』48(7)「遊び場ゼロに挑む 東京・三河島の運動から」
（1965年）

危険な路上

■ 1953年から1965年にかけて、児童の
死亡数は減少するものの、死因の事故比
率が1.5倍〜3倍に増える
児童の不慮の事故死傷は今や大きな社会問題化しつ
つある。（…）0才を除いて、すべての年令層で死因の
第一位は事故である。

（…）最近の統計資料から、児童の事故死亡の傾向を
みると、全事故死亡に対する比率は年々増加してい
る。昭和28年から最近１０年間の事故死亡状況は
（…）10〜14才を除いて死亡実数はやや減少してい
るものの、死亡比率は1.5〜3倍に増加し、特に3才、
4才、1才の順にいちじるしい。

（厚生省児童家庭局 「児童の事故とその実態」1965: 67）

■ 「良い遊び場」を設けることで、交通事故
を防ぐと同時に、児童の健全な育成を目
指そうとする取り組みが、造園、都市計
画、児童福祉の専門家のみならず住民か
らも起こる

■ 公団団地の設計にも、当時議論された遊
び場の必要性が反映され、意図的に児童
遊園が配置される（日本住宅公団 1981：124）。

2022/3/18



※ 参考 2-3. 遊びを支える近隣の活動
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『月刊福祉』48(7)「特集・子供の遊び場」
序文（1965年）

危険な遊び場とその対処

n 遊び場点検運動（昭和40年度児童福祉週
間における社協の活動）

n 遊び場の不足・不備、危険さを専門家と住
民で解決していこうとする運動

建設省・厚生省・文部省などの行政機関も、児童公園、児童
遊園、校庭開放、をとそれぞれに力を入れようとしています
が、現実でははがゆいほど遊び場造成はすすんでいません。
（…）また遊び場ができても大人に占拠されていたり、子ど
もの遊び要求にそっていなかったり、ときには子どもの生
命を奪うような危険状態のまま放置されていたりします。
（木谷 1965: 12）

n 遊び場を自らで組織していく、近隣住民の姿

n 母親たちの自発的な公園管理実践

2022/3/18



3. 使用するデータについて
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『団地居住者生活実態調査』（1965）

■ 調査の背景

– 神奈川県民生部が東京大学社会科学研究所に委
託して実施

■ 対象者
– 神奈川県内の6つの団地（横浜市，川崎市，藤沢
市，厚木市，寒川町）を対象にし、1052世帯から
回答を得た（自記式の留め置き調査）。

■ 調査時期
– 1965（昭和40）年11月〜12月
– 冬であること、日照時間が短いことの調査結果
への影響

■ 調査項目の特徴

– ①世帯の状況をたずねるフェイスシート質問、②
夫婦の生活時間調査、③子どもなど夫婦以外の
世帯構成員の生活時間調査

– 生活時間調査は、一日のうちそれぞれの時間に
やっていたことを自由記述でたずねる。その内容
について、調査員が1日24時間を15分ごとに96
分割し、アフターコーディングしている。

⽣活時間調査調査票の例2022/3/18

『総中流の始まり:
団地と⽣活時間の戦後史』
（2019）
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基本コード テレビ視聴との併記 外出時 外出時のテレビ視聴との併記

1 睡眠 101 睡眠(TVと) 1001 睡眠(外出先) 1101 睡眠(外出先，TVと)

2 身の回りの用事 102
身の回りの用事(TV

と)
1002

身の回りの用事(外出

先)
1102

身の回りの用事(外出先，TV

と)

3 食事 103 食事(TVと) 1003 食事(外出先) 1103 食事(外出先，TVと)

4 通勤・通学

5 仕事 105 仕事(TVと) 1005 仕事(外出先) 1105 仕事(外出先，TVと)

6 学業 106 学業(TVと) 1006 学業(外出先) 1106 学業(外出先，TVと)

7 家事 107 家事(TVと) 1007 家事(外出先) 1107 家事(外出先，TVと)

8 介護・看護 108 介護・看護(TVと) 1008 介護・看護(外出先) 1108 介護・看護(外出先，TVと)

9 育児 109 育児(TVと) 1009 育児(外出先) 1109 育児(外出先，TVと)

10 買い物 110 買い物(TVと) 1010 買い物(外出先) 1110 買い物(外出先，TVと)

11 移動（通勤・通学を除く）

12 ラジオ・新聞・雑誌 112
ラジオ・新聞・雑誌(TV

と)
1012

ラジオ・新聞・雑誌(外
出先)

1112
ラジオ・新聞・雑誌(外出先，

TVと)

13 休養・くつろぎ 113 休養・くつろぎ(TVと) 1013
休養・くつろぎ(外出

先)
1113

休養・くつろぎ(外出先，TV

と)

14 学習・研究（学業以外） 114
学習・研究（学業以外）

(TVと)
1014

学習・研究（学業以外）

(外出先)
1114

学習・研究（学業以外）(外出

先，TVと)

15 趣味・娯楽 115 趣味・娯楽(TVと) 1015 趣味・娯楽(外出先) 1115 趣味・娯楽(外出先，TVと)

16 スポーツ 116 スポーツ(TVと) 1016 スポーツ(外出先) 1116 スポーツ(外出先，TVと)

17
ボランティア活動・社会参

加活動
117

ボランティア活動・社会

参加活動(TVと)
1017

ボランティア活動・社

会参加活動(外出先)
1117

ボランティア活動・社会参加

活動(外出先，TVと)

18 交際・つきあい 118 交際・つきあい(TVと) 1018
交際・つきあい(外出

先)
1118

交際・つきあい(外出先，TV
と)

19 受診・療養 119 受診・療養(TVと) 1019 受診・療養(外出先) 1119 受診・療養(外出先，TVと)

20 その他 120 その他(TVと) 1020 その他(外出先) 1120 その他(外出先，TVと)

21 テレビ 121 テレビ(TVと) 1021 テレビ(外出先) 1121 テレビ(外出先，TVと)

22 家事と趣味の境界 122
家事と趣味の境界(TV

と)
1022

家事と趣味の境界(外
出先)

1122
家事と趣味の境界(外出先，

TVと)

23 読書 123 読書(TVと) 1023 読書(外出先) 1123 読書(外出先，TVと)

99 不明・無回答 1099 不明・無回答(外出先)



※ 参考
使用する変数の記述統計と各団地の特徴
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川崎市
古市場

川崎市
中野島

横浜市
瀬谷

寒川 藤沢
厚木
緑ヶ丘

ケース
全体

設置主体 市営 市営 県営 県営 公団 公社 -

入居年 1951-54 1959-60 1958-62 1960-65 1962-64 1962-65 -

妻の平均年齢 35.77歳 35.61歳 34.77歳 31.4歳 30.09歳 28.76歳 32.43歳

夫の平均年齢 39.31歳 38.92歳 38.03歳 34.69歳 33.4歳 32.36歳 35.83歳

子どもの人数 2.03人 2.1人 1.97人 1.69人 1.41人 1.44人 1.74人

末子年齢 6.27歳 6.18歳 5.79歳 3.47歳 2.56歳 1.96歳 4.22歳

妻・就業あり 25.95 33.75 27.66 23.81 8.39 13.49 20.39

妻・平日
外出先で育児

9.85 14.63 16.33 17.78 29.94 29.37 21.10

夫・休日
外出先で育児

13.64 17.07 12.24 22.22 26.11 31.75 21.60

ケース数 131 79 91 82 154 125 662

12歳以下の子どもがおり、使用する全変数欠損値にがない662ケースの集計
付記されていない場合，単位はパーセント2022/3/18



3. 計量テキスト分析について
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生活時間調査の個票から、計量テキスト分析
用のデータセットを作成する作業のイメージ

回答数:  385
抽出語数:  4845語

異なる語: 319語

2022/3/18



4. 計量テキスト分析の結果
■ 外出の⽬的︓
「散歩、幼稚園、遊園地、公園」
■ 頻出の動詞︓
「遊ぶ、⾏く、連れる、送る」
■ 親族についての語の少なさ
■ 分類してみると︓
①団地近隣での遊び

「団地、遊園地、外、遊び、散歩、公園」

②家事的な外出

「幼稚園、保育園、出す、迎える、バス停、
⼩児科、医者、病気」

③遠出しての遊び

「外出、映画、屋上、デパート」

→分類の妥当性を共起ネットワークで確認する 16

表1 「外出先で育児」に分類された活動内容の単純集計表



4. 計量テキスト分析の結果
■ 共起ネットワークの分析

①団地近隣での遊び

「団地、遊園地、外、遊び、散歩、公園」

②家事的な外出

「幼稚園、保育園、出す、迎える、バス停、
小児科、医者、病気」

③遠出しての遊び

「外出、映画、屋上、デパート」
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図2 末子年齢による「外出先で育児」の活動内容の比較

■ 対応分析：

– 対応分析の布置を確認することで、独立変数で分けら
れる、どのグループが似通っているのかを、ひとつの図
で確認できる

– 独立変数の各カテゴリに特有の語は、それぞれのラベ
ル付近にプロットされる

– 原点（0, 0）付近には出現パターンに特徴のない語が
プロットされる

■ 使用する独立変数

（1）⼦どもの年齢︓
– 「2歳未満」「2-3歳」「4-5歳」「6歳以上」の4階級

（2）活動時間の⻑さ︓
– 「30分以内」「30-60分」「60-90分」「90-120分」
「120分以上」の5階級

（3）⾏う⼈・曜⽇の別︓
– 「妻・平⽇」「妻・休⽇」「夫・休⽇」の3区分
* 「夫・平日」はほとんどデータが存在しないため除外する（2ケースのみ）
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図4 行う人（妻か夫か）と行う日（平日か休日か）に
よる「外出先で育児」の活動内容の比較

図3 活動時間の長さによる「外出先で育児」の活動内容の比較
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20

■ 分析結果のまとめ

1. テキストデータに親族に関する言及が少ないこと。核家族のなかで子どもの遊びケアをしなければならなかった。
（単純集計から）

2. 児童公園への付き添いは、0歳から3歳までの、年齢の低い子どもを持つ親に、とくに顕著であったこと。当時、
未就学児がとくに交通事故の被害に遭っていたことと整合的である。（対応分析①から）

3. 児童公園の利用時間が明らかになった。90分から120分以上の利用が多いこと。（対応分析②から）

4. 資料では母親中心の児童公園の運営・利用であったが、「休日の父親」の活動が目立つこと（対応分析③から）

■ 復元二次分析を行うことの、公園史研究への意義

生活時間データを量的・質的に往還しつつ分析するということ

– データを量的・質的に往還するとは：資料・データにとぼしい、過去の公園利用実態を探る
ために、団地居住者の生活時間を系統的に収集した、貴重なデータを最大限活用するため
の取り組み。

– 戦後日本都市における、児童公園の拡大過程を跡づける際に、その論拠として分析しうる。

– 先行研究・資料とは異なる知見：外遊びケアのおもな主体として現れるのは母親であった
が、団地調査では、休日の父親が外遊びのケアをしている。

2022/3/18
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ペース性の起源と変容」の助成を受けたものです。
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