回

向きで日当たりは良さそうです
し︑
遊嬉室や浴室を備えるほか︑
上り段を通って出る屋外には花
畑・藤棚・鳥小屋・池などがあ
り︑崖と大きな緑に囲まれた︑
豊かな場所であったろうことが
想像できます︒
二葉幼稚園から少し遅れた
1925年︵大正 年︶
︑倉敷
紡績株式会社社長夫人の大原寿
恵子らの手によって︑
﹁産業都
市における社会的不幸を減じ︑
その欠陥を充たさんがため︑遂
に中産階級以下の乳児並びに幼
児の保育保護の社会的事業を起
こさん﹂と倉敷に開設されたの
が︑倉敷さつき会保育所﹁若竹
の園﹂です︒

●
No.436

四谷・鮫ケ橋の二葉幼稚園
（
『私立二葉幼稚園第十五回報告』
所収）─宍戸健夫
「日本における保育園の誕生」
より

●設計者からみた子どもたちの豊かな空間づくり●

う職能の垣根を取
り払って議論を急
ぐ必要があります︒

二葉幼稚園は
1900年︵明治
年︶に︑野口幽
香らの保育者によ
って東京麹町で始
まりました︒草創
期を代表する園で︑
のち大正期に二葉
保育園と改称され
今日に至っていま
す︒開設後︑区内
を転々としました
が︑
1906年
︵明
治 年︶に︑当時﹁東京三大貧
民窟﹂と呼ばれた四谷区鮫ケ橋
︵現︑新宿区南元町︶に新築移
転され︑園児100名に対して
午前 時から午後 時までの保
育が展開される本格的な﹁貧民
幼稚園﹂
がスタートしたのです︒
保育室は 坪で︑各組 名定
員として開設されたようです︒
一人当たり約 ・ ㎡といった
ところで︑現在の児童福祉施設
最低基準の一人当たりの面積
・ ㎡と比べると狭さは否めま
せんが︑平面図を見ますと︑南

■草創期の保育所

受けて︑国は未満児のみをあず
かる保育所を増やそうとしてい
ます︒幼稚園が認定こども園に
移行しつつあることも絡んでお
り︑幼稚園の空き教室を未満児
保育室に改修するという事業も
多くなっています︒他にも︑小
規模保育所︑保育ママ︑認可外
保育所の認可化︑株式会社・学
校法人の参入など︑多様化が進
んでいます︒
この変革の時期に︑
私たちは︑子どもたちの生活空
間をどのように考え︑つくって
いくのか︑建築士や保育士とい

って年少児︵ 〜 歳︶と年長
児︵ 〜 歳︶の屋内外の生活
ゾーンが整然と分けられている
など︑豊かさと同時に︑細やか
な配慮の行き届いた計画となっ
ています︒屋外遊戯場は敷地外
の公園などで代用することが常
態となっている現代の都市部の
保育所とは︑比べようもありま
せん︒
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■保育所の置かれる現状
平成 年 月 日付でプレス
リリースされた厚生労働省の取
りまとめによると︑平成 年
月 日現在の全国の保育所数は
万4038箇所で︑前年に比
べて327箇所増えています︒
図 にあるように︑平成 年以
降︑ほぼ同ペースで保育所が増
えて続けているのです︒この中
には︑当然私たちの仕事も入っ
ているわけですが︑これは﹁創設﹂
の数字だと思われますので︑建
て替えや改修などを含めると︑
さらに多くなるはずです︒平成
年 月 日現在の入所児童数
は221万9581人で︑前年
に比べて 万2779人増えて
います︒これにより︑待機児童は
2084人減り︑ 万2741
人になりました︒ここ数年にわ
たって︑毎年 万人もの子ども
たちの生活の場を︑私たちはつ
くっていることになります︒
近年の特徴として︑ 歳未満
児︵以下︑未満児︶の待機児童
の急増があげられます︒平成
年の待機児童数を見ると︑ 歳
以上児が4085人に対して未
満児は 万8656人で︑全体
の ・0%を占めます︒それを

や浴室が完備され︑保母私室な
ど職員への配慮も行き届いた︑
たいへん充実したものであった
ことが窺われます︒
また西村は︑
﹁全体が森の中にあるような感
じをもたらすのがよい﹂とも語
っており︑ベランダーから連続
する園庭には池があり︑椋の大
木をはじめ多くの木々があり︑
中央を縦断する小道と小川でも

5

3

第

たようです︒保育時間は倉敷紡
績の勤務体制にあわせ午前 時
から午後 時までとされました︒
西村伊作は︑
﹁もっとも理想
とする校舎は︑住家のような感
じのものである﹂と語っていま
す︒平面図を見ますと︑
当時
﹁お
とぎの城﹂と呼ばれたその設計
は︑食・寝・遊の分離が明確に
行われており︑独立した医務室
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■100年後の現在

保育所の一例です︒両例とも幸
運にも敷地や資金の提供があっ
て実現した事業ですが︑一方で
は︑はるかに貧しい場所で保育
を行わざるを得なかった園も存
在しますから︑これを見ただけ
では草創期の状況をすべてとら
えたことにはなりません︒しか
し少なくとも︑当時の大人たち
が先例のない中で︑子どもたち
のために何をつくるべきかを考
え︑導き出した答えの一つひと
つであることには違いありませ
ん︒時代背景が異なるため︑現
在の保育所との単純な比較は難
しいですが︑空間の豊かさとい
う部分を捉えたとき︑私たちの
時代に存在する園舎が100年
前の事例よりも豊かになってい
ると︑自信をもって言い切れな
い部分があるのではないかと思
います︒
︵本稿は2014年 月 日に
行われた第 回全国研究集会第
分科会の問題提起を若干修正
し掲載しました︶

● 1412
●建築とまちづくり●
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図1 保育所定員数、利用児童数及び保育所数の推移（平成25年9月12日
厚生労働省プレスリリース）
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1

倉敷さつき会保育所若竹の園の園庭と園舎
（
『若竹の園七五年の保
育のあゆみ』所収）─宍戸健夫「日本における保育園の誕生」より
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これらの事例は︑まだ社会福
祉という言葉が一般に存在しな
かった時代に︑人々の善意の結
晶として日本の各地に生まれた

図3 倉敷さつき会保育所若竹の園の開園当時の平面図（
『若竹の園七五年の保育のあゆみ』
所収）─宍戸健夫「日本における保育園の誕生」より
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2

敷地560坪︑建築坪数158坪︵ 坪は屋根裏 階︶
竣工年 大正 年
2
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4

図2 二葉幼稚園増築後平面図（
『私立二葉幼稚園第十五回報告』所収）
─宍戸健夫「日本における保育園の誕生」より
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設計は西村伊作が行い︑倉敷
紡績の出資で建設されました︒
定員は 名で︑開設当初は倉敷
紡績の事業所内保育所の意味合
いが強かったようですが︑建設
場所は工場内ではなく町の中心
地区であり︑1930年代後半
には倉敷紡績関係の園児は 割
程度となっており︑徐々に地域
に根付いた保育所となっていっ

竣工年 明治 年

24

25

3

22

3

25

1

4

1

2

25

82

大塚謙太郎
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保育所の草創期から
現在を省みる
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設計者からみた子どもたちの豊かな空間づくり
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