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1 はじめに

少子化と保育所不足を背景に，日本で幼保一元化論に関わる動きが見られたのは1990年代

以降のことである。保育所の増設とともに，幼稚園での預かり保育や幼保一体化施設としての

認定こども園の創設といった取り組みが推進されてきている。こうした動向からして幼保一元

化は今日的なことのように思われがちだが，幼稚園と保育所の一元化論自体は新しいものでは

ない。

歴史を遡ると，幼稚園は幼稚園令（1926年）によって法的に規定された。さらにいえば，

幼稚園のあり方の規定は，1899年に公布された「幼稚園保育及設備規程」が出発点である。

それに対して，戦前は託児所と呼ばれた保育所が法的に規定されたのは，社会事業法（1938

年）においてである。この19世紀末まで遡る歴史のなかで，一元化論は何度となく繰り返さ

れてきた。

1899年の幼稚園保育及設備規定では，「幼稚園は満三歳から小学校に就学するまでの幼児を

保育するところであること」，「保育時間は一日五時間以内とすること」，「保母一人の保育する

幼児の数は四○人以内にすること」，「一幼稚園の幼児数は一〇〇人以内とし，特別の事情があ

るときは一五〇人まで増加することができること」，「保育項目は遊戯・唱歌・談話・手技とす

ること」，「建物は平屋造りとし，保育室，遊戯室，職員室などを備えること」，「保育室の大き

さは幼児四人につき一坪より小さくならないこと」，「遊園は幼児一人につき一坪より小さくな

らないこと」，「恩物，絵画，遊戯道具，楽器，黒板，机，腰掛，時計，寒暖計，暖房器具など

を備えること」として，幼稚園の編制，組織，保育項目が定められた。
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当時「幼稚園保育及設備規程」の公布を後押ししたのは，明治期終わりにみられた私立幼稚

園の急増と建議書の提出といったかたちでなされた幼稚園制度化の要求であった。一方の託児

所に関していえば，1920年代終わりに農繁期託児所 1）と呼ばれた農村部の託児所の急増と託

児所制度化の要求の高まりがみられた2）。これ以前に都市部では先駆けて託児所の普及がみら

れていたものの，結果としては1920年代終わり以降の農村部における急激な託児所の普及こ

そがその社会的認知につながった。都市部ではなく，農村部における託児所へのニーズこそが，

1938年の社会事業法における官公私営の社会事業団体による事業としての託児所の制度化に

結びつくことになる。

このことを踏まえて，本稿では海野幸徳（うんの・ゆきのり；18791954；佛教大学教授の

ち龍谷大学教授，京都府嘱託）の託児事業をめぐる議論に注目したい。本稿で焦点を当てる

1920年代は，過酷な労働条件下で「金がなく暇に乏しい」工場労働者を主な対象とする社会

政策の開花期であった3）。労働と生活のルール基盤構築のスタートラインであった当時，海野

はいちはやく日本における託児所の社会的意義（目的と使命）について言及した。

「婦人の労働権」を主張しつつも「児童はなるべく家庭で保護されるべきで，託児所は余儀

なく開設されるもの」という立場をとった1920年の海野は，幼稚園（「教育所」）と託児所

（「子ども預かり所」）の二元的運用を肯定した。それから4年後の1924年の海野は，託児所の

社会的意義を仕事と育児の両立支援（「婦人労働の助成」）と労働能率の向上という点に限定し

つつも，次世代育成支援（「国民造成の機関」）として積極的意義をもたせる可能性にも言及す

る。さらに，農村部で託児所の急速な普及がみられた1930年の海野は，都市部の託児所は子

ども預かり所というよりは教育所（ゆくゆくは幼稚園と一元化されるべき施設）であり，農村

部の託児所は教育所というよりは子ども預かり所であるという論を展開する。

仕事と育児の両立支援（「婦人労働の助成」）と労働能率の向上という「子ども預かり所」と

しての社会的意義を説きつつ，託児所に国民造成の機関である「教育所」としての社会的意義

をもたせる可能性を説いた当初の海野の議論には，次代を担う国民としての児童という児童観

が色濃く現れている。この人口の＜質＞に対する関心と結びついた児童保護論は海野に限った

特徴ではなく，当時の幼稚園や託児所をめぐる議論の多くに共通している。この経緯を明らか

にするべく，2節では『児童保護問題』（1924年）における海野の託児事業論と『社会事業経
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1） 当時における呼称は一定ではなく，本稿の引用では農繁託児所，農村託児所という表現もみられる。

本稿の論述においては，農繁期託児所を採用している。

2） 託児所制度化の要求の高まりについては，新田彩子「幼稚園令制定とその影響－幼保一元化をめぐ

る託児所令制定運動を中心に－」『人間発達研究』第23号，2000年，稲井智義「戦間期日本における

保育所制度化をめぐる論争と冨田象吉の子ども観－託児所令制定運動の再検討として－」『幼児教育

史研究』第7号，2012年，で論じられている。

3） この点については，大城亜水「近代日本における余暇・娯楽と社会政策－権田保之助の所説を中心

に－」『経済學雑誌』第113巻第2号，2012年，を参照されたい。



営指針 社会事業現業家・社会事業吏員・社会事業家・社会事業委員実務手引』（1930年）を

中心に取り上げて，海野の託児事業論における論調の変化を明らかにする。その変化に関連す

る動向として，3節では1920年代終わり以降の農村部への託児所の普及という政策課題をめ

ぐる動向を描き出す。1930年代における農村部における農繁期託児所（農繁期に限って設置

される一時的な子ども預かり所）の普及は，戦後保育所と呼ばれる託児所の性格規定に大きく

影響したと考えられるからである4）。

2 海野の託児事業論

1919年12月以降，『横浜貿易新報』にたびたび論説を載せていた海野幸徳は，「婦人の労働

権」（1920年1月16日から3日間にわたって掲載）と題する記事のなかで女性の働く権利に

ついて力説している5）。

「婦人労働の俯瞰図は婦人労働を筋肉的のものに限ることからは得られない。婦人労働は，

その一般的意義に於て一定の賃銀に対し，肉体的労働を提供する外，継続的営利活動即ち営利

的な職業活動一般を含むものと解さなければならない。この意味からは，婦人労働の領野には，

婦人筋肉労働の外，女医師，女弁護士，女教師，タイピスト，及びストアガールの一群が這入っ

て来る。従って，婦人労働問題の対象は，婦人経済活動のうち，労働者の労働と，そして，継

続的営利活動としての職業活動との二つが含まれる。それでさきに，私の述べた婦人労働の中

心問題は，この一文に合し，彼此その意味を相反映することによりて，初めて，完きをうる次

第である。

婦人の人としての自覚が，婦人の職能を賢母良妻や母性に限り，そして，これを，家庭の内

に封じ込むでおくと云う旧式の考案を撤廃することを提唱せしむる。そして，絹ずれの柔かい

響きや，蘭藺衣袂に薫ずるあたりから，忽ち強剛なる主張を立てて，鉄腸男子を辟易せしむる

権利の要求が現われる。賢母良妻主義や，母性論の根拠が大盤石でない限り，婦人を借り立て

て，これを，檻然たる在来の家庭に閉ぢ込めると言うことは不可能であると言わなければなら

ない。なる程，婦人の心霊生活に関する唯一の確定的見解は，母親たるに無くてはならぬ精神

戦前日本における託児事業論の形成と展開 57

4） 農繁期託児所に関する先行研究としては，松田澄子『子守学級から農繁託児所へ 村山・置賜地区

編』みちのく書房，2003年，同『子守学級から農繁託児所へ 最上・庄内地区編』みちのく書房，

2008年，浅野俊和「戦時下保育運動における農繁期託児所研究－『保育問題研究会』を中心に－」

『中部学院大学・中部学院大学短期大学部研究紀要』第8号，2007年，西垣美穂子「農村社会事業論

が捉える農村における児童保護・児童社会事業の意義と課題－農村児童問題への対応を中心に－」

『佛教大學大学院紀要』第37号，2009年，がある。杉田菜穂「1930年代における＜農村＞社会政策

のー断面－農繁期託児所をめぐって－」『季刊経済研究』Vol.35No.3・4，2013年，も参照された

い。

5） 戦前の託児事業に関わる文献資料は，決して多くない。本稿では，新聞記事の検討に務めた。



的属性が婦人に発達し，そして，それが，母親たることが要求する『女らしさ』の属性となり，

そして，また父親たることが要求する『男らしさ』と絡り合い，凡て卑近のことから，漸次に

それが，芸術と科学とに高まることに於て，単に男子のものとしないで，婦人のものとして現

わるると言うことにあるにちがいない。現今の性に関する心理学の固まった断案は，これだけ

だと言うことを私は否みはしない併し，それだからと言うて，婦人を在来の家庭に閉ぢ込むる

ことが今も尚可能だと言うことは，どこからも出て来ない。」6）

「現今のように，女奴隷を造り上げておくと云うことは，文明の恥辱であると心得ねばなら

ない。然るに，女奴隷の根源は，婦人の男子に対する経済的従属から来る」7）という強い表現

を用いて女性の経済的自立を説いた海野は，「男子も亦母であり，家庭の人でなければならぬ

と思う。男は外，女は内と言うような分業は，今や廃案という姿である。子供の教育は男と女

とでやり，女性的教育というような不充分のものであってはならない。家庭もその通り」8）と

述べて，性別役割分業を真正面から否定した。

管見の限り，海野が最初に託児事業論を説いたのはこの記事から10ヶ月ほど後の1920年

11月30日の『横浜貿易新報』である。この頃から精力的に児童保護論を展開する海野は，託

児事業の社会的位置づけについて論じはじめた。

「託児所に付いて，一つ注意をしておくが，我国の託児所は概して幼稚園式だ。大阪が既に

そうで，これは一寸感服致し兼ねる。学齢以下の児童を一堂に会すると云う単なる感想からは，

託児所も幼稚園も同じもののようであるが幼稚園は義務教育の先鋒で，システマチックに義務

教育につなぎを付ける積極的の仕組みであるが，託児所は，父母に代わり，身体上精神上の注

意を加え，其成育を全うし，並せて，悪化を防止する消極的の施設たるに止まる。それで託児

所では，通風，採光，及び食物に注意し，遊戯をしたり，唱歌をしたり，躍ったり，跳たり，

草とりをしたり，砂いじりをしたりして，所謂健全に遊ばして居さえすればよいので，これに

訓練を加えると云うことは失当。特に幼稚園式は感服し兼ねる。それに，託児所の開設の前提

として，必ず労働能率の調査をしてもらいたい。頼みに来さえすれば，オイソレと出鱈目に児

童を引き受けてはいけない。先ず，その父母が，託児により，真面目に労働をするかどうかを，

鑑別する必要がある。蓋し託児の原則は，労働能率の上進が一つの重点になって居るからであ

る。」9）

この幼稚園（「教育所」）と託児所（「子ども預かり所」）の二元的運用を肯定し，就学前教育

機関としての幼稚園と保護者の労働能率向上のための機関としての託児所の区別を強調する海

野の主張は，『児童保護問題』（1924年）でまとまったかたちで展開される。
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6）「婦人の労働権（上）」『横浜貿易新報』1920.1.16。

7） 同上。

8） 同上。

9）「児童保護政策（下） 仏教大学教授 海野幸徳」『横浜貿易新報』1920.11.30。



「託児所の必要を感ずるに至りし動機は，蓋し，婦人労働であらうと思ふ。近代，現代に夥

しく増加した婦人の労働界への出動は直に労働の手足纏ひとなる子供の始末の問題に進むで行

つた」10）として，「職業及労働と児童と云ふ抜き差しならぬ問題」11）が託児所開設の動機であ

ると説明した。その上で，海野は「幼稚園と云ふものと託児所といふものとの人生開発に於け

る目的は広義には同じであるがその使命と云ふものは彼此混すべきものではない」12）とする見

解を提示した。

「幼稚園は小学校前の学校生活に関する積極的機関であるが，私は託児所は消極的機関若し

くは制限的機能に立脚するものだと云ふことは動かないと考へてゐる」13）という海野は，「託

児所に児童を託すると云ふことは決して宜いことではない。避け得られぬから，比較的安全な

方法を我々が探ると云ふに過ぎぬ。」14）「私は託児所はなくし得るならば，なくしたいと思ふ

のであつて，決してこれを謳歌するのではない。」15）「子供を預けて置いて賭博したり，ゴロ

ゴロ寝て居たり，或は，活動へ行つて居たりするなどは，屡々見受けるところであるが，賭博

を助長したり，昼寝を奨励するために，子供を預るのでは断じてない」16）と，託児所に児童を

託すことに対して積極的ではなかった。

一方で当時の海野は，「託児所の当面の問題は，婦人労働の助成にありて存し，これに付随

して，児童身体の保護に及ぶが，矢張り，託児所も亦小中学のそれの如く，健全なる国民を造

成する一機関として考へなければならないのであらう」と，「託児所を以て，卑近な子ども預

り所，労働能率増進所などと云ふ構想は寧ろ一擲し，国民造成に対し尽瘁し貢献する偉大なる

抱負と機能とを有つ機関と考へても宜いであらう。若し，我々がこの意義の上に，託児所を改

造するなれば，それは，今日の如き形体より更に一歩を進めなければならない。今日までの託

児所は各都市共多く子供預り所と云ふ外何ものでもなく，賭博をしても寝て居ても，一切構は

ないと云ふ式のものである」17）とも述べた。

託児所の意義は仕事と育児の両立支援（「婦人労働の助成」）であるが，託児所も他の教育機

関のように次世代育支援（「国民造成の機関」）として位置付けるという選択もあり，それには

当時の託児所のあり方を改革する必要があるとした。常設託児所の質的向上により，幼稚園と

同等の性格をもつ機関として位置付ける可能性も示唆していたことになる。

この海野の見解が示された1920年代前半の時点で託児所の普及がみられたのは，都市部で
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10） 海野幸徳『児童保護問題』内外出版印刷，1924年，49頁。

11） 同上書，50頁。

12） 同上書，51頁。

13） 同上書，5152頁。

14） 同上書，52頁。

15） 同上書，53頁。

16） 同上書，5354頁。

17） 同上書，5556頁。



ある。「児童保護政策（下） 仏教大学教授 海野幸徳」（『横浜貿易新報』1920.11.30）の海野

が言及した大阪では，全国に先駆けて1919年から市営の託児所の設置がはじまっていた18）。

この託児所は主に工場労働者の生活を支えたのだが，託児所は余儀なく開設されるものである

という認識を持っていた海野は，都市部の託児所をめぐる設置奨励論を展開することはなかっ

た。他の社会事業論者にも共通していたこの傾向は，当時における託児所の社会的認知度が低

かったことも一因と考えられる。

1920年代終わりには，海野の託児事業論の論調に変化が現れた。1929年に刊行した『農村

社会事業指針』のはしがきで「昨秋，初めて，学務部長会議の議題として，公式に農村社会事

業が提出せられた。過去三年，殊に，農民及農村問題紛糾し，中央に於ても，地方に於ても，

農村社会政策は地平線上にその姿を現はし，農村に社会事業を延長せざるべからざるにいたっ

た。これに映応し道府県，及び，農村では，遽かに，農村社会事業を画策し，国を通じて，今

や正に，農村社会事業の流行を見んとす」19）と述べ，（都市部とは異なる）農村部の児童が置

かれた状況について以下のように論及した。

「農村に於ける学童は両親及保護者に於て，たとへ最小限度の衛生的，教育的看護をなすこ

とのできる資力があるとするも，農繁期等には一家総動員による労働のため農村児童は全く自

由放任の状態にある。この欠陥に応じて，近時，我国に於ても農繁期託児所なるものが流行す

る趨勢になるが，私は茲に我国農村社会行政家及社会事業家に向つて一つの提議を試みよう。

その提議とは即ち農村に学童預り所を計画実施することである。」20）「我国では現今やうやく

農繁託児所だけが多少注意されだしたが，未だ学童預り所が農村に於ける不可欠の児童保護機

関たることを知らないのは，我国に於て全体として，児童預り所なるものの知識が普及しない

証拠である」21）とした。

その翌年，1930年には『社会事業経営指針 社会事業現業家・社会事業吏員・社会事業家・

社会事業委員実務手引』が出版された。本書では，都市部の託児所が就学前児童（「前学校児

童」）に対する教育所に転化する傾向がみられることを指摘している。

「純真な託児所は婦人労働の結果，母親に代つて単に児童を看護するのであるから，児童の

看護，身体発育の注意，悪化防止だけが託児所の任務となる。これが託児所の託児所たる機能

である。食物と家とを供給することが託児所の目的である。この外，託児所は前学校児童に対

する教育所に転化しつつある。保育時間を利用して児童を組織的に養育乃至教育せんとする。

託児所区域では通常幼稚園へやると言つて喜んで居る。託児所は御助け機関，幼稚園は貴族的
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18） 託児所は，満2歳から学齢未満の子どもを預かった。当時は託児所と別に，生後100日以上2歳未

満の子どもを預かる乳児院があった。

19） 海野幸徳『農村社会事業指針』内外出版印刷，1929年，はしがき。

20） 同上書，65頁。

21） 同上書，6566頁。



な機関として労働区域や貧細民区域では考へられて居る。幼稚園式託児所では教育に重きを置

き，幼稚園の如く振る舞つてゐる。そこでは，食物と遊戯と保健とが組織的に行はれて居り，

医学的検査も行はれる。看護婦が常設され，児童の保健に注意するやうなものもある」22）と。

さらに1930年の海野は，都市部の託児所と農村部の託児所の違いについて言及した。都市

部の託児所は教育的機関となるべきものであるのに対して，農村部の託児所は社会的，保育的

機関であるという。

「農繁託児所は都市託児所と異なるところなく，その経営も都市託児所並みでよい。ただ，

農繁託児所は昼間保育所たれば足り，都市託児所の如く保育学校（nurseryschool）たらなく

てもよい。都市託児所は保育所，子供預かり所といふよりも教育所であり，組織的に前学校教

育を行ふ幼稚園である。都市託児所は前学校教育機関で，行く行く，学務課の所管となるべき

もの，農繁託児所は社会的な保育的な子供預かり所であるから，看護と身体の発育と悪化防止

とを行へば足りる。農繁託児所では簡単に遊ばせ守をなし看護をすればよい」23）と。

1930年の海野に従うと，「児童はなるべく家庭で保護されるべきで，託児所は余儀なく開設

されるもの」であり，託児所（「子ども預かり所」）よりも幼稚園（「教育所」）の方が望ましい。

都市部の託児所は「子ども預かり所」というよりは「教育所」（ゆくゆくは幼稚園と一元化さ

れるべき施設）であることが期待され，農村部の農繁期に一時的に子どもを預かるための託児

所は教育所というよりは子ども預かり所であっていい。

ここに取り上げた海野による託児事業論の背後には，人口の＜質＞に対する関心がある。

1925年の海野は「優生の権利」，「養育の権利」，「教育の権利」，「生存防衛の権利」を提起し，

次代を担う国民としての子供を重視する立場から，子供の権利を主張した。この傾向は海野に

限らず，例えば生江孝之（なまえ・たかゆき；1867－1957；日本女子大学教授；内務省嘱託）

にもみられた24）。人口の＜質＞の観点に託児所の積極的意義を見いだすという傾向が当時の

託児所の質的向上論，幼稚園と託児所の一元化を示唆する議論へと展開したのである。

この都市部の託児所をめぐる議論から導き出された託児所の質的向上論に対して，農村部に

おける託児所設置奨励論は社会事業法において託児所が法的に規定されるという戦前における

結末へと向かった。本節で明らかにした海野の託児事業論を手掛かりに，次節では1920年代

半ば以降の農繁期託児所をめぐる動向を明らかにしよう。
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22） 海野幸徳『社会事業経営指針 社会事業現業家・社会事業吏員・社会事業家・社会事業委員実務手

引』内外出版印刷，1930年，8889頁。

23） 同上書，8990頁。

24） この点については，杉田菜穂「第 5章 児童権論の展開と社会政策」同『人口・家族・生命と社会

政策－日本の経験－』法律文化社，2010年，で論じている。



3 1930年代における農繁期託児所の普及

海野が託児事業論を展開した『児童保護問題』（1924年）と『社会事業経営指針 社会事業

現業家・社会事業吏員・社会事業家・社会事業委員実務手引』（1930年）を隔てる6年間に生

起したのが，農村部への託児所の普及という政策課題である。中央社会事業協会の調査（図表

1；山中六彦『保育事業と農繁期託児所』から引用 25））によると，農繁期託児所は1920年代

終わりから急激に普及した。

図表2の新聞記事は，1927年に大阪で最初の農繁期託児所が開設されることを報じたもの

である。それ以前にも他の地域で農繁期託児所が設置された経緯はあったものの，大阪府では

自治体が積極的に関わって農繁期の託児所開設奨励に着手したことがこのような報道につながっ

たと考えられる。
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25） 山中は山口県田部高等女学校校長であり，自らが託児所の開設を行っていた。

図表1

（山中六彦『保育事業と農繁期託児所』日本評論社，1934年，97 98頁，植村義一郎『現代日本児

童問題文献選集復刻14 植村義一郎 託児所経営の理論と実際』日本図書センター，1987年，15

16頁，より作成。）



図表3の新聞記事は，1927年当時内務省社会局社会部長であった守屋栄夫（もりや・えい

ふ；1884 1973）が，農村生活の当時の状況を記したものである。「現代の文化は都市に集注

し，都会はますます発達して行くが，農村は全くこれに追従することが出来ず，都鄙の不均衡

はかくして年々増大して行くばかりである，これ等の事実は農村住民殊に有為なる青年男女に

対して，不満足と寂寞とを感ぜしめ，都会生活に対する盲目的の憧憬となり，遂に相率いて離

村するの傾向をさえ生ぜしむるに至って来て居る」と，「従来農村では比較的に階級問題が少

くかつ隣保相扶の美風が残存して居ったためか，社会事業の発達は遅々たるの観があった，さ

れど近時社会思想や経済事情の変動に伴うて，農村はますます経済的にも社会的にも恵まれぬ

ようになり，小作争議は各所に頻発し，かつ小農者の生活困難に陥る者が漸次多きを加えて来

た，これがために各般の文化的施設を講ずることも望ましいことであるが，殊に社会事業を盛

んにし，農村住民の生活安定を図り，農村をして，住心地よき楽天地とすることが極めて緊切

となって来た」という指摘によって，都市と農村の格差を強調した。
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図表2

（「お百姓さん達が安心して田植が出来る 日本最初の農繁託児所が大阪府下三郡の試みで 成績を

見て来年から府下全般に」『大阪時事新報』1927.5.25。）
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図表3

（「農村に於ける社会事業の実状（一），（二） 農村問題解決の根本施設 社会局社会部長 守屋栄夫

氏」『中外商業新報』1927.11.6 11.7）



大阪府が農繁期託児所の設置奨励に着手して3年が経過した当時，大阪府社会事業主事であっ

た川上貫一（かわかみ・かんいち；18881968）は，新聞紙上で託児所の社会的機能を強調し

た（図表4）。ここで川上は，「真に『子供のため』ということを徹底させるためには子供の全

生活について―ただ預かっている間だけのことでなしに―考えなければならぬので，それには

必ずその家庭ということを一緒にして考えねばならぬ。子供にとっては託児所は託児所で家庭

は家庭だというようなものではない」と述べ，「家庭保護及び指導その他児童の全生活を擁護

育成するためのあらゆる社会的教育的施設を欠く農村においては，必ずや農繁期託児所が，そ

の機能を通じて是非ともその地方における児童保護のソシアルセンターとならなければならぬ」

と主張した26）。
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26） 川上は1926年に，私設社会事業の問題について大林宗嗣（おおばやし・むねつぐ；18841944；当

時，大原社会問題研究所の研究員）と論争を行った。大林宗嗣は社会事業の行き詰まりと私設社会事

業の公設化を主張したのに対して，川上は私設社会事業の社会的意義を認める立場をとった。（この

点については，大城亜水「大林宗嗣と権田保之助－近代日本娯楽論をめぐって－」『経済學雑誌』第

115巻第2号，2014年，を参照されたい。）大林は1932年から同志社大学の教壇に立ち，1941年には

専任講師となる。同志社大学での大林は本稿で中心的に取り上げた海野とも交流し，同志社社会福祉

学の創成期を支えたとされる。同志社社会福祉学における大林の位置づけについては，永岡正己 ｢大

林宗嗣－その歩みと同志社－｣井垣章二ほか編『社会福祉の先駆者たち』筒井書房，2004年，を参照

されたい。

図表4



当時の農繁期託児所の普及には，報道機関も大きく貢献した。特にこの川上の論説を掲載し

た大阪朝日新聞社は1928年，社内に社団法人朝日新聞社会事業団を創立して農繁期託児所の

普及に力を注いだ27）。1928年には『農繁期託児所の手引』，1931年には『農繁期の託児所』，
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（「託児所の社会的機能 特に農繁期に際して 大阪府社会事業主事 川上貫一」『大阪朝日新聞』

1930.6.14。）

27） 1923年の関東大震災の救援活動や歳末同情週間実施を契機に，本来の新聞報道の使命とは別に社会

福祉事業の実践組織として設立された。



1932年に『農繁期託児所の経営法』を出版しており，農繁期託児所の設置，運営に関わる情

報を提供した。このうち『農繁期託児所の経営法』（1932年）では，朝日新聞社会事業団とし

ての託児事業に対する見解も提示されている。

「我国における託児所は外国の幼児学校の如くどこまでも保護救済の機関で多忙階級者子

弟のためには児童保護の施設であり，また親たちのためには経済的の保護機関となつてゐま

す。かくの如く幼稚園と託児所とは既に出発点と目的を異にしてゐるに拘はらずややもすれ

ば世人がこれを混同視する傾向があり甚だしきは幼稚園の認可手続きが煩はしいため託児所名

義でどつちつかずのものを作り託児所としての保護救済の任務を忘れてゐるものさへ見受けるので

す。」28）「一度託児所の有難味を識ると何卒常設的にして欲しいとの希望が各方面からおこり

ます。これに就いて最近大阪府下の一農村では季節的の農繁期託児所から常設的にして更に

幼児保育事業を中心として隣保事業をするやうになつたものがあります。将来の問題としては

児童保護のため村民がこれに関心をもち農村児童を強く正しく生育すやうにして欲しいもので

す」29）と。

「農繁期託児所は常設の託児所の不振を尻目に見ながら最近驚くべき普及発達を招来したこ

とは独り農村のみならず国家のためにも人道上からも慶賀にたへません。恐らくこの事業の将

来は驚くべき普及をみることと思います」30）と述べて，農繁期託児所の普及を喜んだ。

一方，社団法人朝日新聞社会事業団は，1929年から優良な農繁期託児所に助成金と慈愛旗

及び賞状を贈る事業もはじめている（1932年までは西日本のみが対象，それ以降は東日本も

対象）。1932年には，204カ所の託児所が表彰を受けた（図表5）。
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28） 朝日新聞社会事業団編『農繁期託児所の経営法』，1932年，3頁。

29） 同上書，40頁。

30） 同上。

図表5
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このようにして行政だけでなく民間組織の後押しによって育まれ，民間社会事業への助成と

指導，監督を定めた社会事業法（1938年）において法的規定を得ることになった託児所には，

当時の農村部の託児所中心とした状況としての児童保護事業だけでなく経済保護事業や隣保事

業としての意義が重視されることになった。特に隣保事業としての性格は，都市部の託児所の

社会的意義としては見出されなかったものである。1920年代終わりからの農繁期託児所の普

及過程から，農村部の託児事業にみられた隣保相扶の性格が強調されてゆく先に託児所の社会

的意義が確定されたという道筋を導き出すことができる。

4 むすびにかえて

本稿で焦点を当てた海野幸徳に象徴されるように，戦前に託児事業論を展開した論者は人口
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（「全国二百四箇所の優良農村託児所へ 朝日新聞社会事業団より助成金と慈愛旗を贈呈」『大阪朝

日新聞』1932.5.5。）



の＜質＞への関心に引きつけて児童保護の重要性を説いた。次代を担う国民としての＜児童＞

対策を特徴としたこの社会進化への関心は，1920年代を通じて社会政策・社会事業の方法論

として浸透をみることになった。

本稿で焦点を当てた海野の託児事業論は，都市における託児事業論から農村における託児事

業論へとシフトした。1920年代における海野の都市を舞台とする幼稚園と託児所の対比は，

託児所の質的向上という政策課題に向かった。それに対して1920年代終わり以降に浮上した

海野の農村における託児所設置の議論は，託児事業には隣保相扶といった意義も含まれるといっ

た解釈によって社会的意義を見いだすものとなった。この海野による託児事業論の展開と関係

づけられる1930年代にみられた農繁期託児所の普及は，社会事業法（1938年）による「社会

事業としての託児所」という託児所の法的位置づけを決定的づけたと考えられる。その社会事

業法の成立というところで大きな節目を迎える戦前の託児事業をめぐる動向は，その後も繰り

返される労働と生活の関係性をめぐる問いの原点である。

日本に関して言えば，1990年代に少子化が行政課題として浮上して以降，少子化対策（仕

事と育児の両立支援，次世代育成支援）がファミリー・フレンドリーやワーク・ライフ・バラ

ンスといったキーワードとともに新しい問題として論じられてきた。しかしながら，問題の本

質には及ばないこれらの言葉は，流行が過ぎれば去っていくキャッチフレーズであるという印

象をぬぐえない。本稿で注目した海野による託児事業の社会的意義の理解における一つの試み，

さらには農繁期託児所の普及という戦前におけるひとつの結実のなかに，今日まで先送りされ

てきた育児の社会化の論点が出尽くしている。
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