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日雇労働者を対象とした戦前の社会事業：
今宮保護所を事例として 1）

大

西

祥
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はじめに
日雇労働者をはじめとして不安定な生活や，困窮状態での生活を送っている者が多数みられ
る「寄せ場」では，戦前においても戦後においてもこれらの人々を対象とした政策が，十分と
はいえないまでも展開されてきた。なかでも日本最大の「寄せ場」である釜ヶ崎では，戦前に
おいては全国でも先駆的であった大阪市の社会事業の一環として，そして戦後においては 1960
年代以降の「寄せ場」対策の一環として，さまざまな政策が実施されてきている。
これら釜ヶ崎で実施されてきた戦前の政策と戦後の政策との間には，断絶があるといわれて
いる［本間，1993，56］。確かに，釜ヶ崎において戦前に実施された政策と戦後に実施された
政策の内容を比較すると，戦前には重要な位置を占めていたにもかかわらず，戦後は長きにわ
たって行われてこなかったものも存在する。このように，「断絶」という言葉で形容されるよ
うに，政策のあり方は戦前と戦後とでは大幅に異なる場合がある。しかし，だとしても「寄せ
場」である釜ヶ崎で生活する人々のニーズには戦前も戦後も重なり合う部分があるように思わ
れる。したがって，それらを比較することで戦前，戦後のそれぞれの政策の特質が浮かびあが
るものと考えられるのである。
本稿の目的は，戦前の釜ヶ崎において実施されてきた政策の実態を，戦前，戦後の同様の施
策との比較を通して明らかにし，戦前の政策の含意を浮き彫りにすることである。具体的には，
行政による無料宿泊施設のなかで釜ヶ崎に設置された今宮保護所の事例を取りあげる。今宮保
護所を取りあげた理由は，第 1節の行論上明らかになるだろう。
以下ではまず，戦前の社会事業と戦後の日雇労働者を対象として実施された政策について検
討し，戦前と戦後に釜ヶ崎で実施された施策を概観するとともに本稿で今宮保護所を事例とし
て取りあげる理由を示す（第 1節）。次に，今宮保護所の実態をさまざまな角度から示す（第
1） これまでの玉井金五先生のご指導に心より御礼申しあげます。研究をどのように進めていくのかと
いうことだけではなく，研究に取り組む際の姿勢についてもいつも身を以てお示しいただき，そこか
らもたくさんのことを学ばせていただきました。
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2節）。そして，類似の事業を廉価とはいえ有料で展開していた今宮宿泊所との比較，当時の
東京市における同様の事業との比較，戦後の類似した施策とその背景にあるものの比較を行う
なかでみえてくる事柄を克明に描いたうえで，戦前の社会事業の含意を明らかにする（第 3節）
。

1 戦前の社会事業と戦後の日雇労働者を対象とした政策
1 1 戦前の大阪市の社会事業
戦前の大阪市における社会事業は，当時としては大変に先進的なものであったと評価されて
いる。玉井金五は当時の都市下層貧民を対象とする社会事業を「＜都市＞社会政策」として捉
え，その中身について詳細に検討しているが，この時期の＜都市＞社会政策は，＜国家＞社会
政策よりもはるかに進んでいたという［玉井，1992，56，73］。また，賀川豊彦は 1937年に発
刊された文献に所収されている大阪と東京とを比較した文章のなかで，大阪を日本経済の中心
地であると指摘するとともに，社会事業は東京と比べて相当に整っていると主張する［賀川，
1937，31］。つまり，当時の大阪市の社会事業は，国が実施する施策よりも先駆的であるとと
もに，日本におけるもう一つの大都市である東京のそれと比較しても充実したものだったとい
えるのである。
では，そのように高い評価を受けている当時の大阪市による社会事業のなかにはどのような
ものが含まれていたのであろうか。それらの事業には簡易食堂，職業紹介所，宿泊所，保護所，
公営住宅，浴場，託児所，乳児院，産院，少年職業相談所，理髪所，人事相談所，実費診療所，
児童相談所，市民館，市民病院，公設市場などが含まれていた［玉井，1
992，59 83］。ここ
から当時の大阪市の社会事業においては市民生活のさまざまな局面に対応することができるよ
うな，多岐にわたる内容が網羅されていることがわかる。
これらのうち，実際に当時の釜ヶ崎やそこで生活する人々を対象として設置されていたのが
今宮職業紹介所，今宮宿泊所，今宮保護所，西成市民館，今宮乳児院であった［玉井，1992，
57 80］。そして，今宮宿泊所のなかには簡易食堂，理髪所，人事相談所，浴場などが併設さ
れていたという。このうち釜ヶ崎においてのみ実施されていた事業は，一つとしてない。当時
の釜ヶ崎において実施されていた政策が，「寄せ場」のみに焦点をあてたものではなく，大阪
市全域で行われている社会事業の一環として実施されていたことがわかる。
1 2 戦後の日雇労働者を対象とした政策
釜ヶ崎は 19
45年に空襲にあい，戦争直後はそのほとんどが焼野原であった。焼け残ったの
は，四恩学園と市営住宅，また 7軒ほどの木賃宿であったともいわれている［平川，2011，
124］。その後，釜ヶ崎は再び「寄せ場」として復興していくことになる。1950年代には，新
しい区画をベースとしながら木造の簡易宿泊所，日払いアパート，バラック，路地，飲食店な
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どが林立し始めた［平川，2011，125 126］。
こうした状況のもと，釜ヶ崎で生活を送る人々を対象とするような政策は 1950年代まで不
在であったという［原口，2010，84］。そして，1961年にようやく家族を有している労働者の
生活を向上させるために，大阪市立愛隣会館において「スラム対策」として事業が開始された
のである［原口，2010，85］。しかし，その数か月後に起こった「第一次暴動」によって，家
族を有する労働者をその家族とともに「寄せ場」である釜ヶ崎から転出させていく方向での支
援策や居住政策へと事業はシフトしていくこととなる。つまり，戦後の釜ヶ崎の労働者に対す
る政策は 1960年代冒頭にようやく開始されたが，これはその対象を家族を有する労働者に絞っ
たものであった。そして，これらの者を釜ヶ崎から一方的に転出させることで，釜ヶ崎はその
後，単身男性労働者が集住する地域となっていったのである。
釜ヶ崎で単身男性労働者を対象とする政策が実施されるようになったのは，「第一次暴動」
が起こって後のことである。最も早かったのは，「第一次暴動」の翌月に開設された大阪府の
労働部西成分室であった。当時は急きょ事務所を開設したせいか，釜ヶ崎のなかに大型バスを
置いて業務を行っていた［本間，1993，58］。その業務内容は，就労に関する業務と生活に関
する相談に分けられる。とりわけ就労に関する業務としては，事業主に対して労働条件の明示
を徹底させるために，求人の受付についてはバスのなかで行ったうえで事業主に黒板を配布し，
賃金や就業時間などを明記させていたという［海老，2011，211］。また 1962年 10月には，大
阪府労働部西成分室の業務は財団法人西成労働福祉センターに移管された。財団法人西成労働
福祉センターは引き続き日雇労働者に対する業務紹介や，労災保険業務などの福利厚生に関す
る業務を担っていくこととなる［佐藤，1996，18］。
他方で，釜ヶ崎において現在のようなハード面の事業が整ったといえるのは 1970年のこと
である。この年に隣接する JR（当時は国鉄）と南海電鉄の新今宮駅の前に位置するあいりん
総合センターが完成した。このあいりん総合センターの 1階には釜ヶ崎の日雇労働市場が，
3階には財団法人西成労働福祉センターが移ってきた。また，2階にはあいりん公共職業安定
所が設置され，日雇労働者を対象とする雇用保険業務を取り扱うようになった。また，大阪社
会医療センターも入居するようになった。ここから，釜ヶ崎の日雇労働者を対象とした雇用保
険，労災保険，医療保障などの社会保障制度の拠点が整備されたことがうかがえる。
大阪府が労働行政を担う一方で，大阪市は福祉行政を担当していった。その一環として，あ
いりん総合センターが開所した翌年の 1971年に大阪市立更生相談所が開設され，釜ヶ崎にお
ける多くの単身男性労働者の生活などに関する相談業務を担うようになった。
その後，約 25年間にわたって釜ヶ崎の日雇労働者を取り巻く政策に大きな変化はみられな
かった。この理由は，釜ヶ崎の日雇労働者に対して期待されていたのが，1970年の大阪万博
開催に向けての建設労働力需要にこたえる点にあったためとの見方もある［原口，2010，91］。
大阪万博を見据えて 1960年代から 1970年代はじめにかけて釜ヶ崎において単身男性労働者を
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対象とする政策が矢継ぎ早に展開されたものの，その後については，様々な課題が残されてい
たにもかかわらず，釜ヶ崎に対して新たな政策が実施されることはほとんどなかったのである。
釜ヶ崎において新たに政策が展開されるようになったのは，1990年代のことである。バブ
ル経済の崩壊後なかなか回復することのなかった日本経済のもと，建設業の産業構造が変化す
るとともに公共事業の削減が行われるなど幾重にも重なる変化が日雇労働者を直撃し，野宿生
活に陥る者が急増したのである。その影響が深刻なものとなって失業に反対する市民運動が立
ち上がっていったのは，1990年代半ばに入ってからである［松繁，2011，277］。1994年 11月
に大阪市は 55歳以上の日雇労働被保険者手帳（白手帳）を所有する日雇労働者や，障害を有
する者を対象として「高齢者特別清掃事業」が開始されることとなった。この高齢者特別清掃
事業は登録者に対して輪番紹介を行う形態をとっているが，その仕事の量が限られているため
に仕事がまわってくるのが月に 3－4回といわれている［松繁，2011，2
79］。したがって，高
齢者特別清掃事業は労働者にとって臨時収入が得られるという意味合いでは重要な意義がある
ものの，これによって安定した生活を送るにはあまりにも不十分であると言わざるを得ないと
いえよう。
その後，さらに野宿生活者が増加するなかで，2000年 4月には釜ヶ崎内に 2階建てのプレ
ハブ 3棟をもって，一日単位での無料の宿泊場所が確保できる「あいりん臨時緊急夜間避難所」
が開設された［松繁，2011，278；釜ヶ崎支援機構「寝場所提供事業」］。2004年 2月にはさら
にもう一か所の「避難所」が開設されている。この事業において，「避難所」を運営している
のは NPO法人であるが，事業の形態としては大阪市の委託を受ける形となっている。
以上からすると，1970年代はじめ以降，1990年にかけては新たな政策はほとんど実施され
なかったが 1990年代半ばには，その間放置されることとなっていた釜ヶ崎の単身男性労働者
の失業やホームレス化が，どうすることもできないところまで悪化した。そこで，1990年代
半ばになってようやく新規事業が展開されるようになったが，これらはいずれも事後的な政策
対応であったことががわかる。
1 3 研究視角
ここまで，戦前の社会事業と戦後の日雇労働者を対象とした政策についてみてきた。戦前も
戦後も釜ヶ崎はたくさんの日雇労働者が生活する地域であったが，その政策の流れは一様では
なかった。すなわち，戦前は大阪市の社会事業の一環として釜ヶ崎内部でも社会事業が展開さ
れていたのであった。それが戦後になると，そのほとんどが「寄せ場」である釜ヶ崎にターゲッ
トを絞った形での政策が実施されることとなっていったのである。
とはいえ，戦前も戦後もその政策の利用者の多くが，釜ヶ崎で不安定な生活や，困窮状態で
の生活を送っている労働者であったことを考えると，それらを比較する作業を行うことによっ
て政策の含意が浮かびあがるものと考えられる。とりわけ戦前と戦後の政策での類似点と相違
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点についてみてみると，戦前，戦後ともに就労面に関する政策はあったものの，戦前は生活面
における政策のウェイトが圧倒的に大きかった。そうした状況のもとで，戦前にも戦後にも同
様の政策が実施されることとなったものの，その形態や実施の背景が大きく異なるものとして
行政による無料の宿泊施設事業が挙げられる。そこで本稿では行政による戦前の無料宿泊施設
事業を取りあげることとし，具体的には戦前の今宮保護所を事例として検討を加えていくこと
とする。次節では，その今宮保護所の実態について論じていきたい。

2 行政による無料宿泊施設事業
2 1 今宮保護所の概要
今宮保護所は現在の大阪市立更生相談所のある場所に，1929年 2月 1日に設置された［本
間，1993，52；水内，2011，151 155］。今宮保護所の設置の目的は，景気後退と深刻な失業
問題によって生活の術を失い，「公園や盛場を彷徨し，ベンチの上や橋の下」で夜を過ごすよ
うになった「無宿者」などの人々を救済することであった［大阪市社会部編，1931
，はじめに；
西成区市域編入 40周年記念事業委員会編，1968，223 225］。大阪市は篤志家の寄附を得てこ
の事業を展開していたが，この時点での無料の宿泊施設の設置は全国でも早い方であったとい
う。
こうした無料の宿泊施設事業は，釜ヶ崎のなかだけで実施されていたわけではない。という
のも，今宮保護所が設置されてわずか 3年後の 1932年に，三井家義金に基づく内務省交付金
が得られた際には，大阪市は他の地区に新たに二か所の無料宿泊施設を設置することになった
からである［『大阪朝日新聞』1932年 6月 9日］。
今宮保護所は敷地が 180坪，建坪が 114坪，創設費は 3万 159円で，木造平屋建ての施設で
あったが，開所以来毎夜満員の盛況を呈していたという［玉井，1992，82］。この建物は，そ
の 5年後に今宮保護所に分館が設けられたことによって，本館とよばれるようになる。後から
できた分館は，大阪救護協会より大阪市に寄付されたものであり，本館と分館の定員はそれぞ
れ 120人，300人であったという［西成区市域編入 40周年記念事業委員会編，1968，225］。
今宮保護所の 4代めの所長であり，1934年 6月から 1946年 9月までその任についていた郡
昇作によると，今宮保護所のなかはもともとは通路の両側に板台をとりつけただけの，いたっ
て簡素な造りになっていたという［郡，196
1，40］。保護所の利用者はこの板台のうえにむし
ろを敷いたり，新聞紙を体に巻いたりして宿泊していた。今宮保護所の内部が非常に簡単な造
りになっていたことについて，郡は次の三点から説明を加えている。すなわち，保護所につい
て，第一は大阪市が雨露さえしのげればよいという考えのもとに建設していたこと，第二は地
元の木賃宿の経営者や住民が住居をもたない者が集まってくるということを理由として保護所
の事業に反対をしていたこと，第三は当時の政治家が予算を十分に出さなかったことである
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［郡，1961，40］。その後，郡は「朝日新聞社の社会事業団」「に依頼して，畳を入れふとんの
寄贈を受けて暖かい住居とし，見学の女子生徒から贈られた画額で室内を飾った。最後に時に
広田首相やその他からの寄贈で神殿と仏壇を安置して，一般」の住居のように変えていったと
いう［郡，1961
，40 41］。
このように今宮保護所はその設立や内装にも寄附を受けての運営がなされていたが，1931
年に発刊された大阪市社会部『今宮保護所の記録』によると，日々の食事などについても寄付
を受けていることが示されている。すなわち，「金品寄贈者芳名」のところにはうどん，餅，
白米，牛肉などを寄附した者が記載されているのである［大阪市社会部編，1931，15 16］。
これによると，個人の名前もみられるが救世軍や神社などの名前も挙げられている。
行政による無料の宿泊施設は，不況の影響もあって全国に先んじて大阪市に開設されてい
た。しかし今宮保護所を取り巻く状況に目を向けると，近隣住民，近隣事業主，政治家からの
十分な理解を得ることが困難であったために，十分な経費をかけることができなかった様子が
伝わってくる。また，運営において大きなウェイトを占めていたのが寄附であったことなどか
らは，安定的な運営を可能にするだけの予算が確保されていたのかどうかに疑念をもたざるを
得ない。
2 2 今宮保護所の利用者
今宮保護所の利用者の多くは，その日の宿泊場所を有していないために無料の宿泊施設を利
用していたものと思われる。そのため，今宮保護所にくる時点では生活困窮者であったとみる
ことができるが，その一定数の者はもともとは日雇労働に従事していて失業するなどした者と
考えられる。
というのも，この今宮保護所が開設される 5年ほど前，大阪市は市内の公園で野宿などをし
ている「無宿者」に対する実態調査を実施していたが，その一定数がもともとは建設や港湾で
の日雇労働者であることが明らかとなっているからである［大阪市社会部調査課，1925，1］。
調査では，野宿生活者の多かった中之島公園，天王寺公園，扇町公園で野宿生活を送っている
者に対して，失業する際に就いていた職業について質問している。この結果によると，「鮟鱇
雑役」「土方」「手伝」「人夫」「鮟鱇仲仕」のように，建設や港湾での日雇労働者であったとみ
られる者が回答総数 385人中 164人いたことが明らかとなった［大阪市社会部調査課，1925，
6％にのぼっているのである。
39 45］2）。これは割合にすると，実に 42.
2） 戦前の日雇労働者を意味する言葉のなかに，「鮟鱇」という表現がみられる。これはのちの「アン
コ」という表現にもつながっていくものである。「鮟鱇」という言葉が使われたのは，魚の鮟鱇の餌
がくるのをじっと待っている様子を，仕事を探す日雇労働者になぞらえているからだという［本間，
1993，45 46；吉村，2011，191］。この言葉を蔑称とする評価や労働者自身による自嘲とする評価な
どがあるが，本稿では当時の状況を鑑みて原文のまま引用する。
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また同調査結果では，この一年間に中之島公園，天王寺公園，扇町公園の 3つの公園で野宿
生活をしている者の数が若干減ったが，その理由として「警察当局がその取締を厳にした」こ
とと，「日雇労働者階級の失業の度合いが幾分緩和された」ことが挙げられている［大阪市社
会部調査課，1925，24 25］。警察による取締の強化とは，野宿生活を営む者を公園から追い
出したということであろうか。また，日雇労働者の失業が緩和されたということは日雇の仕事
が増加したことを意味すると思われるが，これが公園で野宿生活を送る者の減少に一役買った
ということは，これらの者が日雇労働市場に参入していたことを示している。以上からすると，
当時，公園で野宿生活を送る者のなかには日雇労働者がある程度含まれていたといえるのであ
る。
では，これらの者の今官保護所を利用するようになってからの職業についてはどうなってい
たのだろうか。今宮保護所に宿泊している者に職業の有無について調査した結果によると，
職業を有している者が 535人中 236人であり全体の 44.
1％を占めていた ［大阪市社会部，
1925，6］。つまり，当時の今宮保護所の利用者は，約半数が何らかの形で仕事に就き収入を得
ていたのである。これらの職業の内訳についてみていくと，もっとも多かった職業は「屑拾」
で 76人（14.
2
％）であった。
「屑拾」とは，さまざまな種類の繊維や金属片，ガラスのかけら，
新聞紙などの廃品回収を行うものである［大阪市社会部，1925，7］。次に多くの者が就いてい
た職業は「乞食」で，46人（8.
6％）を占めていた。つまり，物乞いを職業としている者もい
たことがわかる。三番めに多かったのは「人夫」であり，37人（6.
9％）であった。報告書に
は「生業を営む者の多くは日傭人夫」との説明があるため，これらのほとんどは日雇労働者で
あったと判断できる［大阪市社会部，1925，6］。
今宮保護所の利用者の一定数は，もともとは日雇労働に従事していたものとみることができ
る。しかし長引く不況の影響などを理由に仕事が得られなくなるなかで，最終的には「屑拾」
や「乞食」などの雑業に参入することとなり，保護所の利用に至ったと考えることができよう。
ただし，約 7％ほどは，保護所の利用に至っても，依然として日雇労働に従事していた点には
留意しておきたい。
2 3 今宮保護所で実施された社会事業
ここでは，今宮保護所で実施されていた社会事業について，第一に生活全般に関するもの，
第二に社会保障に関するもの，第三に支援の方向性として職業補導と教化事業に関するものの
順に述べていきたい。
第一は，生活全般に関するものである。今宮保護所は無料の宿泊施設であったが，実費の食
堂が併設されていた。郡昇作によると，長期にわたり食事をすることができずに今宮保護所に
来た段階で衰弱していた利用者には体力が回復するまでは無料の給食が提供されていたという
［郡，1961，44］。また，保護所内には風呂が設置されており，入浴が可能であった。
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第二は，社会保障に関してである。保護所は無料での宿泊が可能であったため，利用者が行
き場を失った者を連れてくることがあったという。それらの者は体調を崩している場合もあっ
たが，こうした際の医療については，近隣の病院の院長が電話で駆けつけて治療にあたること
があった。また，「エンゼル看護婦会」による看護師の派遣を受けることができたという［郡，
1961，44］。今宮保護所で展開されている事業はもともとは住居を持たない生活困窮者への宿
泊場所を提供する事業であり，それ以外の事業はあまり用意されていなかったが，近隣の医療
関係者のボランティアなどによって利用者の社会保障が支えられていた様子がみてとれる。
第三は，支援の方向性を示す職業補導と教化事業に関してである。今宮保護所では，職業紹
介事業を実施していた。その紹介人数は月によって大きく異なるが，例えば 1930年の一年間
で「人夫」593人，
「雑役」18人の合計 611人の実績をあげている［大阪市社会部，1931
，12
］
。
また，人事相談として，「身上の相談」「家庭上の相談」「通信に関する相談」を受け付けてお
り，これも 1930年の一年間の相談件数はそれぞれ 92件，2件，344件にのぼっている。保護
所のなかには宿泊場所の提供だけではなく，利用者に対する支援の一環としてこうした職業紹
介や利用者の相談にのる体制がある程度整っていたことがわかる。
また，教化事業については 1週間に 2回宗教家を招聘して定例の修養講演会を開いたり，
随時の講演会を開催し，利用者の「精神的向上」に努めたりしていたという［大阪市社会部，
1931，13］。郡昇作の記述にも「夜は僧侶の奉仕を得て，お経を教え，仏壇に手を合わせてか
ら床についた。キリスト教の先生や信者のありがたいお話しのある夜もあった」とあり，こう
した事業が実際に行われていた様子が伝わってくる［郡，1961，41］。また，レクリエーショ
ンとして毎月浪花節の会が開かれたり，落語や漫才，手品などもあったという［大阪市社会部，
1931，14；郡，1961，41］。それに加えて，参加者は一部の利用者とみられるが電車の団体割
引を利用してのピクニックが行われていたとの記述もある［郡，1961，42］。
教化事業については，レクリエーションなどとともに語られる場合もあったようであるが，
実際には両者は別物である。レクリエーションは利用者間の人間関係をスムーズにするための
道具としての役割があったと思われるが，教化事業については，「精神的向上」という言葉が
挙げられていることから，利用者自身の考え方や意識などを変えていこうとする発想が施策の
背景にはあったものと思われる。こうした事業が利用者に対する支援の一環として実施されて
いたことを考えると，当時は支援の必要な状況に陥った原因は利用者自身にあるとの認識が存
在していたとみることができるのではないだろうか。
さらに，長年の利用者が亡くなった際には，葬式をだしたこともあり，そのときには西成警
察署長も参列したという［郡，1961，43］。元来，保護所は原則的には住所をもたない者が利
用するため，保護所内で亡くなってもその者は「行旅死亡者」として扱われることになってい
た。しかし，こうした記述からは，保護所を長期にわたって利用する者や職員の間には，人間
関係が醸成され，一種のコミュニティとしての機能を有するようになっていた可能性もうかが
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えるのである。今宮保護所はその後，戦中，戦後と存続していたが，戦争が終わった直後の
1946年に，伝染病を理由に占領軍から閉鎖を命じられ，その事業に終止符を打った［本間，
1993，56］。

3 比較を通しての検討
第 2節では，今宮保護所の実態についてみてきた。本節では，今宮宿泊所，東京市の宿泊施
設事業，あいりん臨時夜間緊急避難所との比較を行いながら，さらにこの今宮保護所の特徴を
浮き彫りにし，その実態に迫りたい。
3 1 今宮宿泊所との比較からみえてくるもの
まずは，同じ釜ヶ崎にあった行政による宿泊施設である今宮宿泊所との比較を行いたい。こ
の今宮宿泊所と今宮保護所の大きな違いは，前者の宿泊費が有料で後者の宿泊費が無料であっ
たという点である。この今宮宿泊所は米騒動の次の年である 1918年に，大阪市内の鶴町，西
野田の宿泊所とともに開設され，戦中であった 1940年に利用者の減少のために廃止されてい
る［『大正日日新聞』1920年 3月 5日；本間，1993，56］。
今宮宿泊所は，単身労働者のために清楚で低廉な宿泊場所を一泊単位で提供することを目的
として，事業が展開されていた［大阪市社会部編，1935，25］。定員は時期によって異なるが
約 300～400人で，一泊の料金はいずれも入浴料込みで 1920年時点で 10銭，1922年時点で
13銭，1935年時点で 15銭であった［『大正日日新聞』1920年 3月 5日；玉井，1992，61；
大阪市社会部編，1935，26］。部屋の広さは三種類に分けられており，4畳半，6畳，8畳の
それぞれに 2人，4人，6人ずつ相部屋での宿泊をしていたという［『臺灣日日新報』1921年
2月 2日］
。また，簡易食堂，職業紹介所，人事相談所，理髪店を併設していた［
『大正日日新聞』
1920年 3月 5日］。
玉井はこの施設で興味深い点として，宿泊者のなかから世話人を選出して連絡体制や秩序の
維持，火災防止などにあたっていた点や，月に 1回以上の精神修養，貯金奨励などをテーマと
した講話会が実施されていたことを指摘している［玉井，1992，61］。このうち，貯金奨励に
ついては 1920年の『大正日日新聞』にも記載があり，開所以来利用者の貯金は好成績を誇っ
ていたという。今宮宿泊所は他の西野田（4836円 14銭）や築港（5374円 26銭 5厘）の宿泊
所より額は低かったものの，それでも利用者の貯金総額は 2年間で 3107円 76円にのぼってい
5日］。
たのである［
『大正日日新聞』1920年 5月 1
今宮保護所と今宮宿泊所を比較してみると，今宮宿泊所の利用においては廉価とはいえ料金
が必要となるため，利用者の困窮の度合いは保護所の方が深刻であったと考えられる。今宮保
護所の利用者も以前は日雇労働に従事し，今宮宿泊所を利用していたかもしれないが，その後
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は無料の宿泊施設の利用を余儀なくされている。しかし，両者の類似点として，精神修養や貯
蓄奨励など，社会教化に関する事業が展開されていたことが挙げられる。
3 2 東京市の宿泊施設事業との比較からみえてくるもの
次に，東京市の宿泊施設事業との比較を行いたい。当時の東京市は大阪市と並んで日本を代
表する規模の都市であった。その東京市における無料宿泊事業は，どのようなものであっただ
ろうか。
東京市において行政による宿泊所が開設されたのは，1910年代に入ってからである。岩田
正美によると，東京市において東京市営職業紹介所が設置されるにあたり，宿泊所が付設され
ることになったという。浅草，芝には 1911年，神田には 1912年，小石川には 1913年に職業
紹介所の設置にともない宿泊所が開設されている［岩田，1995a，42；岩田，1995b，135］。
東京市営宿泊所は基本的には一日単位での利用がなされており，原則として有料であった。料
金は当時の木賃宿の半額程度であり，1918年の浅草宿泊所を例にとると一泊 15銭であったと
いう［岩田，1995a，42；岩田，1995b，135 136］。また，宿泊所には簡易食堂，入浴施設，
娯楽室，診療室などを設けることが奨励されており，実際に浅草宿泊所には，職業紹介所に加
えて，授産所，簡易食堂が併設されていた［岩田，1995a，43；岩田，1995b，136］。また，
東京市が運営する宿泊所では，上述の事業に加えて，貯金の励行，講和などの教化事業の必要
性も強調されていた［岩田，1995a，43；岩田，1995b，136］。
1920年代後半に入ると，長引く不況のために廉価な東京市による宿泊所にも宿泊できなく
なる者が増加してきた。そこで，東京市は行政による無料の宿泊所の設置に踏み切った。財源
は市費，渋沢家寄付金，三井家義金に基づく内務省交付金であり，それぞれ「一泊所」と称す
る無料の宿泊所が浅草，深川，芝，足立に開設されたのである［岩田，1995a，43；岩田，
1995b，137 1
38］。これらの施設は，警察による無宿の者の「刈り込み」の受け皿ともなって
いた［岩田，1995b，138］。
東京市によって運営されていた宿泊施設で行われている事業の内容についてみてみると，大
阪市とそれほど大きく異なるわけではないことが明らかとなった。ただし，有料の宿泊施設に
ついては大阪市による設置が 1918年であったことを考えると，東京市の 1910年代はじめの設
置は比較的早かった。無料の宿泊施設については，大阪市，東京市いずれも昭和恐慌などによっ
て住居や宿泊先を失った者への対応として始まったものであった点で同じであったといえる。
3 3 あいりん臨時夜間緊急避難所との比較からみえてくるもの
第三に，戦後 50年以上経って設置されたあいりん臨時夜間緊急避難所との比較を行いたい。
大阪市からあいりん臨時夜間緊急避難所の事業委託を受けている NPO法人釜ヶ崎支援機構に
よると，避難所には現在今宮シェルターと萩之茶屋シェルターの 2か所がある［釜ヶ崎支援機

日雇労働者を対象とした戦前の社会事業：今宮保護所を事例として

277

構「寝場所提供事業」］。いずれも一日単位の利用で，夕方 5時 30分に利用券を配布され，夕
方 6時から翌朝 5時までの利用がなされている。今宮シェルターは 2000年 4月に開設され定
員は 600人，萩之茶屋シェルターは 2004年 2月に開設され定員は 440人である。どちらのシェ
ルターともその日の宿泊場所が提供されるとともに，シャワーの利用が可能となっている。
戦前の今宮保護所と比較すると，その規模は相対的に大きいものの，利用が一日単位である
点などは同様であった。しかし，今宮保護所で実施されている事業がその日の宿泊場所の提供
に加えて貯金の奨励や職業紹介，教化事業，レクリエーションなどを含んでいたことと比較す
ると，事業の内容としてはいたってシンプルであるといえよう。ただし，職業紹介など一部の
事業についてはあいりん臨時夜間緊急避難所では行われていなくても，釜ヶ崎内では受けられ
るものもある。つまり，他機関との連携などによって実施されているものも存在するのである。
3 4 日雇労働者を対象とした戦前の社会事業の特徴：今宮保護所を事例として
以上，今宮宿泊所，東京市の宿泊施設事業，あいりん臨時夜間緊急避難所との比較を行って
きた。最後に，そうした比較を通してどのような点が浮かびあがってきたのかについて，3点
に分けて論じていきたい。
一つめは，戦前の今宮保護所が行政による無料の宿泊施設事業として展開されていたが，戦
後はそうした事業が長期間実施されなかった点についてである。釜ヶ崎は戦前，戦後のいずれ
の期間も日雇労働者をはじめとして不安定な生活や，困窮状態での生活を送っている者が多数
みられる地域であった。そのため，居住の場やその日の宿泊場所を失うといった事態に陥った
者からの要請として，無料の宿泊施設事業は戦後であっても早い段階からニーズがあったもの
と考えられる。しかし，戦前にはこうした事業は実施されていたものの，戦後は 2000年にな
るまでこうした事業は開始されなかった。
1960年代はじめ，孝橋正一はとりわけ戦前の今宮保護所の事業に触れたうえで，戦後につ
いても「地方自治体のいわゆる法外援護事業や民間の社会的活動として，無料で煩わしい手続
きなどをはぶいた無料宿泊所」が「どうしても必要である」と主張していた［孝橋，1961，
178］。また，戦前の今宮保護所のような事業が，戦後は生活保護制度におきかわったという指
摘もなされている。
戦後であっても，生活保護制度が「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」という本来
の目的を達成できていれば問題はなかったのかもしれない。しかし，生活保護制度は釜ヶ崎の
日雇労働者にとっては，あまり有効に機能する政策ではなかった。戦前，戦後，不安定な生活
や困窮状態での生活を送る者に対する政策的な対応が変化するなかで，釜ヶ崎の日雇労働者は
とりわけ戦後になると，仕事のある間は民間の簡易宿泊所に宿泊し，仕事がなくなると路上で
の生活を余儀なくされるという生活が避けられなくなったといえるのである。
二つめは，今宮保護所が当時の大阪市の社会事業の一環として実施されていた点についてで
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ある。戦前の今宮保護所の事業は，他の釜ヶ崎のなかで展開されていた事業と同様に大阪市の
社会事業のうちの一つであった。言い換えると，当時は釜ヶ崎で実施されている施策のうち釜
ヶ崎だけで実施されているものはほとんどなく，大阪市全域で実施されている事業の一環とし
て釜ヶ崎でもいくつかの事業が展開されていたのである。これに対して，戦後に釜ヶ崎で実施
されていた事業について振り返ってみると，その多くは釜ヶ崎が「寄せ場」であることに起因
している日雇労働者を対象とした施策であった。言い換えると，戦前の政策は大阪市全域にわ
たる大阪市の一般施策として実施されていたが，戦後の政策は「寄せ場」である釜ヶ崎に対し
てターゲットを絞ったいわば「寄せ場」対策としての政策が実施されていたといえるのである。
そうした点は，戦後に実施された政策は著しく就労施策に偏り，生活に関する施策は少なかっ
たことに関わりを有しているものと考えられる。大阪市と大阪府とでは，大阪市が福祉行政を，
大阪府が労働行政を担うとする役割分担があったため，戦後は大阪市が展開する事業が減少し，
大阪府が担う事業が前面に出てくることになったのかもしれない。ただし，戦後は国による社
会保障政策のなかにその網羅する範囲を拡大させ，日雇労働者の実情に合わせた施策が実施さ
れるようになった点も見落としてはならない。すなわち，戦後についても国のレベルでの日雇
労働者を対象とした雇用保険制度や医療保険制度の整備がなされ，日雇労働者の社会保障の充
実に一役買ったのである。
三つめは，今宮保護所ではその日の宿泊場所を提供する以外にもさまざまな教化事業が展開
されていた点についてである。そのうちここでは，貯蓄の奨励や精神向上などをうたって講演
会が開催されるなどした教化事業について述べていきたい。戦前においては今宮保護所だけで
はなく，今宮宿泊所においても東京市の宿泊所や一泊所においても，その日の宿泊場所の提供
だけではなく多岐にわたる教化事業が実施されていた。
ところで，山口正は，1925年から 1935年にかけて大阪市の第二代社会部長を務めた人物で
ある。山口は日本における社会事業を救護事業，失業保護事業，医療保護事業，児童保護事業，
社会教化事業に分けている。そのうち救護事業は，さらに消極的・救貧的経済施策での事業と，
積極的・防貧的経済施設での事業に分けられている。そして，山口はこの後者の積極的・防貧
的経済施設での事業のなかに，公共団体または公益団体等による住宅供給，共同宿泊所，公益
市場，公益浴場，公衆食堂，公益質屋等の経営が含まれているとする［山口，2010
，132 136
］
。
山口によって積極的・防貧的経済施設の一つに数えられた共同宿泊所であるが，山口はその事
業について「住宅を有せざる独身労働者，失業者その他収入の極めて少ない人々のために低廉
な料金若しくは無料にて宿泊せしむる施設であって，通常図書室，娯楽室，食堂，浴場等を附
設し経済，衛生，風紀上の利便を図るのみならず，併せて品性の向上乃至産業能率の増進をも
意図」していたと説明している［山口，2010，134］。
山口のこの「図書室，娯楽室，食堂，浴場等を附設し経済，衛生，風紀上の利便を図るのみ
ならず，併せて品性の向上乃至産業能率の増進」という点に，さまざまな教化事業が実施され
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てきた理由が垣間みられる。では，山口自身はこうした教化事業についてどのように考えてい
たのであろうか。山口は教化事業について講演会や活動写真などによって庶民を精神的方向に
善導するものであるが，それを通して国家社会の進歩の発展に主眼をおいたものであると指摘
する［山口，1928，132 133］。また，日雇労働者問題について考察したところでは，「彼等労
働者が或るいは精神的に欠如するとも言い得る精神的訓練殊に自治協働の習慣を培養する教化
的機能の実現に努め」と述べている［山口，1928，119］。
これらの指摘は見方によっては，当時の庶民や日雇労働に従事する人々に対する一方的な決
めつけに基づいているといえなくもない。しかしここでは，山口が行政による宿泊施設事業に
ついて論じるところでも併せて教化事業について述べている点に着目したい。というのも，当
時の政策を立案する者にとって，行政による宿泊施設事業を展開する際には，教化事業は必然
的に実施すべき事業として考えられていた可能性があるからである。言い換えると，当時の考
え方として，日雇労働者をはじめとして不安定な生活や，困窮状態での生活を送っている者が
失業して路上生活を余儀なくされるに至った場合，これを解決する方法として労働者本人の思
考を変えていけばいいという考え方があったのかもしれない。実際には構造上の問題もあるた
め，そのようなことで日雇労働者の失業問題は解決するわけではないが，当時としてはそのよ
うな考え方があったために，行政による宿泊施設を展開し，同時に教化事業を実施することで
問題の解決を図ろうとしたのではないだろうか。
いくつかの比較を通して明らかになった点として，第一は戦前は行政による無料の宿泊施設
事業がみられたこと，第二は戦前は社会事業として施策は実施されていたがゆえに，生活面に
まで広がる多岐にわたった事業が展開されていた可能性があること，第三は戦前は事業の利用
者自身の思考を変えていこうとする発想が施策の背景にはあったものと思われることが挙げら
れる。
戦前は 1920年代後半の景気後退時に大阪市においても東京市においても無料の宿泊施設が
設置されていた。それは一つには無料の宿泊施設を開設して労働者が路上での生活を続けるこ
とを阻止するという目的があったとみられる。が，もう一つ，これらの人々に働きかける場が
必要だとする判断が行政の側にあったのではないだろうか。それがゆえに戦前は行政による無
料の宿泊施設が，戦後と比べるとずいぶんと速やかに整備されたものと考えられる。

おわりに
本稿の目的は，今宮保護所を事例として，戦前の釜ヶ崎において実施されてきた政策の実態
を，戦前，戦後の同様の施策との比較のなかで明らかにし，戦前の政策の含意を検討すること
であった。具体的には，今宮保護所が行政による無料の宿泊施設事業として展開されていた点，
今宮保護所が当時の大阪市の社会事業の一環として実施されていた点，今宮保護所ではその日
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の宿泊場所を提供するのに加えてさまざまな教化事業が展開されていた点の 3つに分けて考察
した。
本稿では戦前における行政による宿泊施設を事例として取りあげたが，周知のように戦前に
も戦後にも「寄せ場」である釜ヶ崎においては民間の木賃宿や簡易宿泊所が立地していた。本
稿は政策について論じることが目的あったため，主に行政による宿泊施設に着目することとなっ
た。しかし，釜ヶ崎で生活する労働者にとっては住居に関する資源として民間の宿泊施設があ
ることも否めない。そこで，最後にこうした民間の宿泊施設も取り入れての議論を行っていく
ことを今後の課題として挙げておきたい。
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