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スポ､､/ト回顧風景
in釜+崎/あいりん地璃

いりん小･中学校は
音数育棄民｣をなく だめにがんはっだ!
1960‑70年代､

新今宮小･中学校→萩之茶屋小･今宮
学園誕生の経緯

1961年8月1‑4日の｢釜ヶ崎

事件｣後の対策案で､新愛憐会館(渇

あいりん中学枚

あいりん小学蝕

/噺今宮中学波※

/斬り宮中等綴※
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た｡12月にはグノスマス子ども会､そ

して新年子ども会を西成市民館で行
い､不就学･長欠の90名の参加が
あった｡各家庭をまわり就学をすず
め､約50名の入学願が提出された｡
1962年1月には､西成署前の無償
提供による地を得て､仮設校舎の鍬入れ式が急転薗下進んだので泌
も多い生徒数は､小学校で1966年の114人､中学校で1963年の48
総計では1965年の152人であった｡

2人の合作です｡

大鑑実学

大阪市議i｣研究員

都市研究プラザ教授

西成情報アーカイブ学芸員

げである｡ ‑校長の案内するままに､階段を下りて三隅にある生活指導室に入
る｡‑四月未とは言え､北向きの全く陽のさし込まぬ生活指導室は､うずら寒い

隣会館での仮住塾⊥

(細見正的

分館)に教育について何も触れられ
ていなかった｡月末には｢不就学児
童350人を収容する養護学校を建
てる｣案が出て､その後は民生局では
なく教育委員会が動いた｡事件の起
こる前から先生や学生ボランティア
で､不在家庭の児童を集めて学習脂
導や郊外レク､子ども会など精力的
に行っていたが､事件後､児童を集め
る運動を強力に推進することになっ

ヨ学校⇒現いまみや小中一貫校への変遷

先月に続いて地域の子どもに焦点をあてました｡

ほどなくして､指導員として児童の
伸顕さんは､愛憐会館の｢裏口｣から
れた時のことを次のように述懐してい
その裏口をさがすと､それはほんと̀
でもそこには｢あいりん学園､

学奨励などの世話することになった小柳
るように言われて､着任初日に会館を訪

大阪市立あいりん中学校｣の表札が
い廊下兼自転車置場を通って階段を
があるという｡各階の入口には鉄の
階まではなかなか大変である｡四階
｢大阪市立あいりん小学校｣と案内板

)つた｡うす暗い綱

が､この学校の正門ということになる
い扉を開けると､これまたうす暗い廊
のプレートがみえる｡校長堅と言って

かも知れない｡重

す(戸教育以前』田畑書店､ 1975) ｡

町裏口｣であった｡

あいりん小学校､

感じさえした｡
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ぼる｡四階に学校
がついている｡四

鉄の扉の上には

とはない｡

一つの部屋といっても五〇平方メー
して使用している､その一つである｡

ツカーや衝立などの間仕切りなので 声はみなつつ披

⊂人たちの誓書三･̲エ

新校舎に(現在は三徳寮)
間借り状態を脱出して､ようやく新校舎が西成区萩之茶屋1丁目に落成した
のは1973年12月のことで､同時に｢大阪市立新今宮小･中学校｣と再び校名
変更した｡しかし､本来でならば子どもたちは地元の学校へ通学するはずだか
ら､これはあくまでの一時的な措置として考えられるべきもので､恒久的に存続
するものではないはずであった｡それゆえ､ 1984年3月未をもって閉校し､これ

にともない大阪市立萩之茶屋小学校と同今宮中学校にそれぞれ分割統合さ
れ､学校事務を継承することになった｡
校舎のその後の利用については､地元の意見も踏まえ､ 1990年に救護施設
三徳寮となり､同時にシェルターである生活ケアセンターも併設された｡

上皇墜年にあいりん/JL中学校が､
｢i=｢=:i,∴了‑一一

さきの6月号でも紹介した徳風小学校のような学校に通える場合を除い
て､歴垣のうえで､日雇い労働者の子ともはほとんどが､長い間｢教育棄民｣
といっても過言ではない状況に置かれていた｡
その｢教育棄民｣をなくすための取り組みとして開設されたのか､あいりん
小･中学校であった｡この学校は､ 1962年2月､大阪市立萩之茶屋小学校
と今宮中学校の分校という位置づけで｢あいりん学園｣として発足し､当面
は､プレハブ校舎や青空授業などをおこなった｡
そして1963年4月間ま､念願の独立を果たし｢大阪市立あいりん小･中
学校｣として校名変更するが､西成市民館がかつてあった愛隣会館の
に移転するのは､それから4ケ月纏った輯い輿のことであった｡
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堂三二三三｢報は
このまちのとト

コト,モノをみんなにお知らせ!

萩まちだよ
発行:萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社

国勧業博覧会(現宿の天王寺公園一新世界一帯で開催｡その後､博覧会跡地の一部に1912(明治45)年開園したルナ･パークにパリの
騎ユ"

雪を

南海高架下にもこんな歴史あり

スポット回顧風景

屋街の裏道のにあった長町(名護町)スラムの存在が問題視され､その地に多数あった木賃宿も含めて丸ごと2kmほど南側の地域､

＼ (あいりん労働福祉センターの仮移転先)
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現･簡易宿所衝のある地域(萩之茶屋lT目付近)まで強制移転させられた､と｡

〈

その後研究が進み､ 2000年代になってからこの説は事実とはかなり異なることが判明しました｡

in釜ケ崎/あいりん地域
珪至､

エッフェル塔と凱旋門とを融合して初代通天閣も建てられた)に明治天皇が来訪することになり､すぐ北側(現･浪速区の日本橋電気

高架鉄道に囲まれた城塞都市釜ケ崎

当該場所は明治維新を迎え､紀州街道ぞいにあった黒田刑場はなくなり､のどかな田畑地帯でした｡そこへ､ ①1898(明治31)年に

｢宿屋営業取締規則｣という木賃宿などに関する法令が制定されて木賃宿の営業は大阪市外(当時は現在の｣R環状線以南が大阪市

BTS

近代都市の象徴

高架電車鉄道

にさ譲蒜露潔讃鶉崖発雷3%業藷崇

粥陳京で1914年の東京駅開業と､そこから南進する京浜霜車が走 した省線(当時の国鉄)の城東線と東海道線の電化高架プロジェクトは､
る有楽町､新橋､浜松町などに現れた高架が最も象徴的である｡その 私鉄の接続が駅の多層構造を生み出し､駅前空間は地下鉄も含めて急速に
後1932年には秋葉原に三層の大高架駅が建設されたりした｡高架鉄道 立体化した｡
ば近代都市景観のシンボルとして大東京の躍進を実感させるものであっ
た(大阪市所蔵塑中写真)｡
･郎

代表的な難波駅を取り上げる紙幅はないが､梅田､天王寺､鶴橋の事例を､

"

裏手に拡散･定住しました｡ ③一方で木賃宿は､新たな営業地としてこの市外の小字釜ケ崎を中心とする紀州街道ぞいに､ 1900年代初

め(明治30年代後半)から移り始め､ビジネスチャンスと見て木賃宿創業に多くの人々が各地､各方面からやってきました｡今日の西成
区の簡易宿所街の始まりとなりました｡ ④その後の急速な都市化の進展とともに木賃宿の数が増しました｡ ⑤1912年には､日本最古の
社会福祉法人である大阪自彊館が共同宿泊所を設置し､この地で事業展開し始めました｡ ⑥191 0年代半ばには50軒前後､ 1万人規模

1942年の空中写真で紹介する｡

凛

外)で行なうべきこととされました｡ ②同じ頃､日本橋筋界わいで道路の拡幅工事等があった影響でスラム住民は､日本橋筋の東西の

千

の木賃宿街になりました｡ ⑦またこの釜ケ崎への木賃宿の進出より先に､今の太子地区では鳶田刑場などの跡地に1 897年燐寸(マッ
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チ)工場ができ社宅､長屋が形成きれ､労働者の密住地区が先に登場したという､もう一つ重要な都市化の歴史的事実もありました｡
これがおおよその経過のようでT.確かに､ ｢丸ごと強制移転｣なら民衆の強い抵抗があったはずですが､それが伝わっていない
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点と符号しまT.こうして､新今宮駅界わいは宿のありようが街を形成し､逆に街の変容が宿を変えていくという､宿と衛の相互作用
の中で動いていく､我が国でもユニークな地域となってきたと言えま+.今日の訪日外国人観光客(インバウンド)が安宿を求めて殺
到する大波は､これに根差した当然の事象であるとも言えま"九
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だから､南海起草の高架は
こんなに高くなったのね〜

南海高架建設当時の

∴十

飛田遊郭は釜ケ崎の日雇い労働者たちを目当てIこ形成されているという誤解
東京の日雇い労働者の街･山谷地域でも隣接して吉原遊郭があったこともこの誤解を広げている一因ともなっていまもいかにも

写真(1937年)から

ありそうですし｡しかし､実際の形成史を見ると､実はこれは偶然なので一丸

主に新今宮駅にあたる関西線の高架
付近の状況を復元してみた｡輸送力が
ひっ迫する中で､板々線化を難波､天
下茶屋間の高架という条件で認められ
たものであるが､関西胎との交差部分
では､最初の計画では駅の建設はなかっ
た｡右の写真は､建設直前の交差部分
の質重な写真である(写真は南海国鉄
所蔵､史中事典は大阪市所蔵)

191 1年に新世界や通天閣が形成されたのは､上記誤解への回答にも記したように､ 1903年の第5回内国勧業博覧会の跡地の再開
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発によるものでTo当時は時代の最先端の｢テーマパーク｣でした｡時を同じくして難波新地や南地五花街といった遊郭が1912(明治

45)年の大火で全焼し､現地難波での再開発ではなく郊外の新地として開発の起爆剤として現在の飛田新地に遊郭が整備されまし
た｡ 1916(大正5)年に認可され､ 18(大正7)年から開業して今に至る(戦後は遊廓から新地へ名称変更)という経過がありまT.当時の
11939年に極々締高矧よ堯成す為
が､全国でも先例は当時では帝都
遮i
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の省線であり､大阪では樋田貨物
線を跨ぐ阪急中津駅付近､また南
限の野江から守口間などと載,隷傍
観であった｡ただし載り土の関西熊
を跨いだため大変背の高い繭架と
なった｡また駅が設けられなかった
ので､他とは適い､都市薄珠の備罰
とは辣なり､爺ケ崎を物理的は隔て
る革なる壁として機能してし萩った

｢旦那衆｣の遊びの揚だけでなく､新世界から天王寺･あべの橘から多くの人々に利用されたので+0
‑万.釜ケ崎が単身男性の衝に特化していくのは1960年代からで+. (下記も参照)
ちなみに､鳶田は飛田新地とは無関係で+.場所も異なりまT. (本誌P14‑P15に記述)

世間忙ある｢新今宮駅周辺は丸ごと釜ケ崎｣という賜ったイメージ.
及び釜ケ崎の中を画一的嶋とらえる撤解

ことは､皮肉なことであった｡

今の新今宮駅南側一帯が1 960年代に､行政の誘導もあって､単身男性の日雇い労働者の街に特化し､一時期は25.000‑30.000人

とも言われる巨大集住地域となったこと､また24次にもわたる暴動があったこと等から､このイメージが全国にすっかり定着すること
となりました｡

しかし､本韓の各員をめくっていただければおわかりのように､胡乱､労働者の集住地域という意味での｢釜ケ胤が影成されたの

うわっなんて
寅重な写真!
戦後の南海高架は, 1960年前

後では､離酌こ旅した自然発生

的小屋集籍が特徴的な景観と

は､細20年間の地域史のうち後半の60年間の出来事でT.しかもその内側では､山王･太子･萩之茶屋･花園など各区域の成り立ち
や特徴に邁いがあることがよくわかると思います‥
もちろん､それらを貫く共通の特徴もありま+.その竃憂な一つが本韓が強調する｢地力と磁力のまち｣であることでT.今後の当

なった｡ある種混とんとした景

地域は､内覧的なまちづくりとグローバル化との交錯の中骨その内部においてさらなる役割分化が進みつつ､一休的な前進も図ら

崩が､ 『太陽の基軸の格好の

れることが予想古れ､期待もされます,

ロケ地となったのであるう｡
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圏

漫画『れマせん』の作者ありむら潜が案内

実施団体:萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社

since2013

協力:謹ケ崎のまち再生フォーラム

地域の打壊さまと共に
諦之茶屋地域周辺

釜ヶ崎のまちスタ寺イ･ツアーのご案内
釜ケ崎の実際や貧困地域のまちづくりを｢学びたい｣ ｢役立ちたい｣ ｢良い報道をしたい｣方Iこおススメ

内容:

ォプション

パワ種の事前解説+まち歩き+語り合い

+報道関係者研修コース

まちづくり含同会社

目的 あいりん地域に関して正確で深い良質の報道がなされるよう子助けする
ことによって､釜ケ崎の複雑な問題の理解につながるようにすること｡

〒557‑0002大阪市西成区太子1‑4‑2太子中央ビル203号

TEL:06‑6630‑6383 / FAX: 06‑6630‑6384 / https://www.hagimachi.com/

部師陣 金ヶ崎経験の長いスタッフを中心に､地元の現場熟練者や各分野の研究
者たちと連携しながら､進めます｡元日雇い労働者の方々も｢経験の語
り部｣となってくれます｡

内宮

通常のスタディ･ツアー+特別レクチャー(報道事例や諸資料を使って
考え方の基本や取材方法を提案｡実際の取材や記事執筆段階での助言も｡

【目的】 1 )ホームレス問題や釜ケ崎(≒あいりん地域｡以下同じ)でのまちづくりに関する現地訪問を受け入れ､相互理解(学びあい)
を深めること｡

2)それを通じて､社会と釜ケ崎地域との架け橋となること｡
3) ｢おっちゃんガイド｣や｢人生の語り部｣となってもらうことで､単身高齢者等の生きがいづくりや小さな仕事づくり
に寄与するとと｡
4)国内外の貧困問題や貧困集中地域におけるまちづくりについて共に考えること｡

要諦業部

不動産事裟鰯

｢萩まち不動産｣

まちナビ茸業部

KANIA PUB

･まぢ美化パトロール
･ (研修)釜ケ崎のまち

･迷惑駐輪防止事業

･賃貸物件の仲介

･美化啓発ステーション事業

(入居相談･サポートも含む)

･不動産売買等の仲介

チャレンジ･ショップ

スタディツアー

･萩ま盲だより発行

･その他

(まちづくり支窪寺も含む)

(西成ジャズ) DoNNA L膜
(定食屋)さとpiatz (プラッツ)

(日時カフェ)たんぷ‑り

(こども食堂)はぎ食堂

【対象者】一般市民･学生･研究者･ジャーナリストなどで､事業の目的(上記)を理解していただける方
【方法】実施団体のスタッフ(通常は.漫画｢カマやん｣の作者･ありむら潜)が地域をガイドし､この衝に住んでいる人々の暮らしぶり､
人々が取り組んでいるさまざまな活動や課題について体感します｡ ｢人生の語り部｣となった元労働者(日雇い仕事や野椿経
験のある単身高齢者で､生活保護受給中の方が多い)との懇談も組んでいます｡所要3時間半程度
大阪市からの委託野菜(環蠣整備罫業)を実施
あいりん地域の労働香煙用とまちづくり維進の

釜ケ崎のまちスタディ,ツアー実確固繊

【事的回書像】

一石二鳥路線です｡

大学生(ゼミごとの場合も) ･院生･留学生､行政関係者､福祉･医療･

介護従再考､学校の先生グループ､人権問題グループ.建築家やまち
2004(後半) 弌

2005
2006
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ﾂ
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づくりNPO､国連機関日本事務所(世界銀行･WHO)､｣iCA､外国領事館､

238
zｨ

ホームレス文化芸術支援NPO､途上国支援日本NGO､日本研究外国人､

293

ジャーナリスト､地方議員団､生協､労金､僧侶グループ､環境系雑誌､

弊社の事業全体図ですoまちづくりの ツールとして私たちをご利用ください○ ｫ2

ボランティア主婦i etC

【参加機の感想】 ｢行ってはいけない街と言われて育ったが､参加してよがった｣ ｢街や

人のイメージが全く変わった｡安全で､つながりづくりを大事にして

西口家定社長

いる｣ ｢知ることがまず自分が雀ケ崎にできる貢献だと思った｣ ｢生き

るための工夫や手助けがざれていた｣ ｢インクルーシブでレジリエント

(歴14年)

なまちづくりが模索されている｣ (絞ま盲だより2018年11月号など

に特集)

【参加賞】

学生等2,000円/人､一般社会人(フルタイム勤労者)
3,000円/人+ (報道関係者研修コースは別途2IOOO円/人)
専業経緯貫､質料貝､人生の語り部‑単身高齢者の方々へのお茶代､地域の困窮者支線飴団体への寄付金(還元金)等として申し受けます.
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噌学生その他経済的配慮の必受な方々は割引粕脚こ応じます｡

【最低逆行人具1

【その他オプション事例】 高齢者の紙芝居則グループ｢むすぴ｣とも連続しています｡上演見学&憩談疏盟の場合は仲介します｡所要45分o
こどもの里へもつなぎます｡ (名剣ナ入れ先へ別途謝金をお願いしています)
【要請嘱目･時間
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5人(4人以下でのご喬豊は他団体の日程に合流していたたいています)｡最大は条件付きで30人程度まで可｡

日曜日以外の午前･午後(平日歓迎)
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お問合わせ&お申込み萩之茶屋地域周辺まちづくり合同会社(まもナビ事業部)
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090‑8448‑0315またはkama‑yan@sun‑inet.orJp (いずれも､ありむら潜)

〒557･0002

大阪市西成区太子1 ‑4‑2太子中央ビル203号

電矯06‑6630‑6383
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トリの目とムシの日で
観察していきます
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