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沖縄の字公民館幼稚園の成立過程に関する一考察

－沖縄島・ 具志川村を中心に－

嘉納英明

1．研究の目的

戦後日本の初期公民館は、貧困・失業・無宿・授産・医療・生産等、住民のリアルな生活

要求にトータルに取り組む課題意識をもって構想された(')。したがって、初期公民館構想の

基本的な理念は、社会福祉的な事業の実現であり、公民館は｢郷土振興を中核とした総合機

関(2)」としての役割を期待されていた。この戦後初期の公民館の構想及びその成立の系譜と
しま

は異なり、独自の歩みを刻み込んできたのが、沖縄の字(集落・自治)公民館である(3)。字公

民館は、現行法制度的には公民館類似施設(社会教育法第42条）として位置づけられている
むらや－

が、戦前は｢村屋｣、戦後一時期は｢区事務所」と呼ばれ、市町村の下の区(字・集落)単位の

公民館として、“むら”共同体的な地域社会の構造の中にあって確固たる存在感を示してきた。

字公民館は、生産・消費・子育て・相互扶助・福祉・納税・祭祀等の様々な営みを内包し、

行政事務や共同作業等自治組織として必要な活動、生年祝い等の伝統的な年中行事祭りや

芸能等の地域文化活動、スポーツ・教育文化にかかわる活動等、広範囲な活動を展開してい

る(4)。ここで、字公民館を中核とする集落共同社会の教育諸活動に注目すれば、戦災校舎の

再建や学事奨励会・育成会の発足があり、子どもの健全育成をめざした教育隣組の組織化と

それの活発な活動もみられた(5)。これらは、子育てを含む地域の教育問題は、集落の切実な

問題であるとして字公民館を拠点に対応してきた姿であった。こうした集落共同社会のもつ

教育的な機能について注目したのは、末本誠ら社会教育研究者である。末本は、沖縄のシマ

社会のもつ諸機能の解明は、今日の日本の社会教育が直面する課題との関連でも一定の示唆

を与えるものとしてとらえ、字公民館を拠点に展開している集落共同社会のもつ様々な教育

的機能を何よりもまず具体的な事実として明らかにしてみることの重要性を説いている(6)。

上記の末本らの研究課題の方向'|生をふまえ、戦後沖縄における字公民館の教育的機能の中

でも、特に子育ての機能にあらためて注目すれば、実に興味深い事実が存在する。先行研究

によれば、戦後、義務制として始まった幼稚園(教育)が、米軍政府補助金の打ち切りによ

り経営破綻し、各地域の字公民館の機能の中にそれが包摂され、字公民館幼稚園の誕生をみ

たことである(71．しかもその後字公民館の幼稚園を字から分離し、これを公立幼稚園として

設立し始める1960年代に至るまで、字公民館は集落内の子どもの就学前教育を実質的に支

えていたのである(8)。これらのことから、米軍政府の財政的な援助策の打ち切りは地域の幼

稚園経営の崩壊を招いたが、集落共同社会は地域の切実な教育問題としてこれをとらえ、字
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公民館の教育的機能のひとつとして就学前教育を受容することで活路を見出そうとしたので

はないかと推測される。しかも字公民館幼稚園の就学前教育の経験は、後の公立幼稚園の実

現という子どもの成長・発達を保障する公的な制度を導くものであったのではないだろうか。

その視点からすれば、戦後沖縄の公立幼稚園の前史とも呼ぶべき字公民館幼稚園の成立過程

とその展開について明らかにする研究上の意義が認められるだろう。

本稿では、これらのことを基本的な課題意識としながら、次の二点を実証的に明らかにす

ることを目的としている。第一に、幼稚園経営の破綻後、なぜ、字公民館による幼稚園教育

という選択が行われたのか、ということである。戦後沖縄の幼稚園の設立と義務化政策によ

り拡充整備が図られた背景をふまえ、米軍政府の補助金打ち切りによって、字公民館の教育

的な機能のひとつとして幼稚園教育が包摂された理由を明らかにする。第二に、1960年代に

入り急速に広がる幼稚園の公立化運動の胎動理由を教育財政的な視点から明らかにする。そ

れは、字公民館の中に幼稚園教育が包摂され、そこでの教育活動を営む中で顕在化した財政

的な問題の解決のために、就学前教育を公的な制度保障の対象として議論してきた足跡がみ

られるからである。本稿では特に沖縄島・具志川村(現、うるま市)の字公民館幼稚園を事

例として取り上げ、未認可幼稚園教育(9)を展開した字公民館の教育財政的な状況、問題点を

明らかにすることで、公立化運動の胎動し始める理由についても考察する。

2．幼稚園の義務化と廃止一宇公民館への幼稚園の包摂の背景一

凄惨を極めた沖縄戦の終結後に残されたものは、沖縄全島にわたる焦土と化した無惨な姿

であった。沖縄を吹き荒れた“鉄の暴風”は、軍民・軍属及び非戦闘員を含めた多数の死傷

者を出し、戦後復興の担い手となるべき貴重な人材を失わせた。戦争の犠牲になった教員数

は戦前の約3,000名中、21.7%を占める653名を数え、学校教育の担い手である教員の人材難

の事態は深刻であり、学校施設は壊滅していた00)。それゆえ、教員の養成を含む人材の育成・

確保策の策定と子どもの学びの場を保障する学校建設は、戦後の沖縄社会を構築するための

重要かつ緊急な社会的要請であった。しかしながら、これら学校教育の条件整備は初等中等

学校を中心に整備が進み、就学前教育に至っては、以下に述べるように戦後一時期を除けば

1960年代まで待たなければならなかった。

1946年(昭和21)、米軍占領下の沖縄で初等学校令が公布され、沖縄の学校体系は幼稚園

(1年)、初等学校(8年)、高等学校(4年）として出発した。いわゆる八・四制の学校制度の

発足の中で、幼稚園は各初等学校に併置され、義務制として始まった。軍政府は幼児教育を

重視した政策を展開したのである{'''・沖縄群島を中心に急速な広がりをみせた幼稚園は、戦

前の那覇・首里における「特に裕福な家庭の子弟のための教育機関⑫｣であった幼稚園の性格

と比して、全琉の幼児を対象とした公教育として開始した。公教育としての幼稚園教育の展

開は、戦後混乱期の中で幼児を世話する託児所の実現を待つ住民の要望でもあったが、設立

された幼稚園の教育環境は貧弱であり、その実態は、園舎設備や教材教具もなく、青空教室

の名の下に無資格者による保育・教育活動が行われているに過ぎなかった。この状況は宮古

列島の伊良部島における人件費・運営費の保護者負担03'、八重山群島の入園料・保育料に頼
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らざるを得ない運営となって現れ、沖縄全域で深刻化の様相を呈していた('咄。これら公立幼

稚園をめぐる諸問題は、幼稚園設置基準や教員養成・資格付与に関わる事項等の法的整備の

立ち後れや財政的な裏付けがないことが主因であるが、幼稚園設置数の量的拡大は進展した。

当初、公立幼稚園は、初等学校の附属園という位置づけにより('5)､「初等学校と殆ど同数程度

で翌四七年までは、公立幼稚園数の最も多かった時代061｣である。実際、1947年4月の時点で

は、沖縄群島の幼稚園数129、初等学校141に対して、宮古列島は16と17、八重山列島は3

と17である。同年1月の時点では、宮古列島・八重山列島には幼稚園はないことから、公立

幼稚園の普及は、沖縄群島を中心に広がったものと推察される伽。

ところがこうした公立幼稚園の量的拡大が図られている中、軍政府副長官通知(1947年10

月13日付)により、軍政府補助金は同年11月1日をもって突如打ち切られた。この措置に対

して沖縄民政府に市町村によって「反対の覚書｣が寄せられ、民政府官房長は、「市町村に移

管しても監督は文教部でやると云ふこと(18)｣を伝えたという。同年11月14日付の「うるま新

報｣は、「幼稚園経費市町村負担」と題して次のような記事を掲載している('9'。

去る十月十三日付知事宛食料其の他の補給品売上収入と題する指令の第三項によ

り現在文教部下の幼稚園は戦前の如く各市町村が担任することになった指令によれば

米国の琉球占領以前は幼稚園は各市町村が経営していたのであるが戦後沖縄の教育□

直しのために幼稚園費も民政府予算の中に組まれたのである然るに沖縄の経済はその
●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

後各市町村に於ては市町村の経費を賄って剰余を蓄積し得る程度に再建したのであるか

ら十一月一日以降幼稚園の監督並にその経営費は利潤を含む一切の歳入により各市町村

が負担し民政府予算はそのまま留保されることになった

□は判読不可傍点一筆者

上記の新聞記事によれば、沖縄の経済は｢市町村の経費を賄って剰余を蓄積し得る程度に

再建した」のであるから、幼稚園の経費については以後民政府からの支出はないとしている。

しかし後述するように、各市町村の財政事‘|冑は厳しく幼稚園の財政負担を民政府に要望して

いるのが実情であり、軍政府による幼稚園経費の支出撤廃は、市町村財政の実態を十分把握

したものではなかった。また、1948年(昭和23)4月に新学制(六・三制)の施行に伴い、幼

稚園の義務制力寸解かれると、市町村の財政貧困等を主たる理由にその運営がなお一層困難と

なった。特に財政が逼迫している町村においては域内の幼稚園に対して補填金を廃止せざる

を得ない状況に追い込まれ、各初等学校附属幼稚園長は町村長との折衝を迫られた剛。一方、

文教部長の通知｢幼稚園教員の俸給是正について（1948年8月16日)」が各市町村長並びに各

幼稚園長に出され、幼稚園教員の俸給は市町村吏員の俸給に準じて支給されるべきことを要

請している21)。沖縄全地区市町村長協議会会長名で沖縄知事(志喜屋孝信)宛の｢幼稚園の存

続に関する陳情｣(1949年3月2日）は、かかる状況の中で出されたものである。陳情は｢幼稚

園の存続は教育上重要なる施設にして之が存廃は沖縄の民族将来に及ぼす影響｣が甚大であ

ること、「現在の市町村の財政は未だ確立されず、その見透し全くつかず、市町村は実に四

苦八苦の窮状にあること」、したがって、「幼稚園は現在通り存置し、それに要する一切の費

へ司弓
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用は民政府に於て負担、沖縄教育の進展に御尽力下されたし」と続いている鋤。また同年3月

29日には、沖縄民政府総務部長・文教部長の連名で｢幼稚園の存続方について」の要望書が

各市町村長・各初等学校長宛に出されている。要望書は、「幼稚園については其の教育的価

値と終戦以来の好成績に照らし極めて重要なる教育機関｣であるとし、その存続の方向性を

探り、種々の対策を講ずることを要望している鋤。陳情は幼稚園経営にかかる財政負担は民

政府の責任で行うべきとし例、要望害は、民政府の財政負担については一切言及せず、市町

村長及び学校長の自助努力を促している点で相違がある。いずれにしても、これらの陳情や

要望書は、沖縄群島を中心に展開し始めた幼稚園が非義務化と軍政府補助金の廃止により危

機的状況に陥った状況を反映し、ついには公立幼稚園の存廃は市町村の財政事情により決定

的に左右されることになった。

3．公立幼稚園の存廃問題と字公民館幼稚園の成立

幼稚園教育の非義務化と軍政府補助金の撤廃の中で、1949年(昭24)8月、各市町村長は幼

稚園の存続に関する会議を開催した。会議では、「部落負担｣や｢父兄負担｣、または｢学事後

援会｣によって幼稚園が継続されている実情が報告されている四・以下、引用は少し長いが、

財政上困窮している幼稚園を集落共同社会としてどのように対応しているかを示す貴重な証

言なので、挙げておく。

宜野座村長

文教部長より幼稚園は廃止してもよい、但し幼稚園を廃止せよとの命令は出せないと

官房長を通じて我々の所に公文が参っておるのであります。財政難と斗いながら我々は
●●●●●

何とか幼稚園を存続せしめようと努力したのであります。遂に我々としては部落負担に
●●●●●●●●

より幼稚園を維持しております。

会長(宮城久栄）

民政府予算で幼稚園は経営して貰いたいと我々は当局に何回もお願いしたのでありま

す。それにも拘らず幼稚園は市町村に移管になった。其の後も市町村長の決議として

我々は民政府による経営を唱えたが、それも駄目、結局財政困難な市町村では経営出来

ないから廃止して父兄の負担で維持する様に申し合わせたのであって、ゆがめられた多

数決ではありません。

与那城村長

（前略）終戦後米軍は義務教育として幼稚園を設立した事は有意義でした。売店売上

金に余剰があると云う簡単な理由で村に移管せられた。その後自治財政に移り自立出来

ないので民に及ぼす影響を考え必要は認めたが負担の問題で遠盧したのであります。此
●●

の観点から地区でも市町村長会でも見合わせたのであります。村によっても異るが父兄
●●●●●●●●●●●●

や学事後援会の出費で継続していたのであり小さい部落では危倶したのであるが一人当

り五円一三円位出費して継続しております。幼稚園を出た児童は学芸会、運動会等を通
●■●●●●

して自主的な態度が充分見受けられた｡(中略）来年度は民政府予算に幼稚園費を獲得せ
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ん事を切望します。 傍点一筆者

上記の会議の内容は、幼稚園の経営が市町村に実質的に移管したことを物語るものである。

宜野座村の場合は｢部落負担により幼稚園を維持」しているが、市町村で経営できない幼稚

園は｢父兄の負担で維持」したり「父兄や学事後援会の出費で継続」したりする等、幼稚園存

続の方法については、各地域の対応に委ねられていることがわかる鯛。1948年12月、沖縄本
たまぐすぐ

島南部の玉城村字前川では、区民負担によって幼稚園の設置が決定され”､“村屋幼稚園”を
はえぱる

再開した南風原町字兼城㈱、名護市宮里区の公民館において区民負担の幼稚園教育が始まる

のもこの頃である伽)。浦添市字経塚では、コンセットで建てられた公民館で遊戯と歌の稽古
こちんだ

をしたり《IC)、東風平町では、新制高校卒の若い女性教師が就学前の4～5歳児を集め、歌や

遊戯、太鼓、工作等を教えたりしていた(3D。ほぼ、午前中の活動であった。シマ社会におけ

るこうした対応の背景には、戦前戦中、字公民館は｢農繁期託児所｣｢戦時託児所」としての

役割を果たし、また敗戦後は軍作業や食糧確保に従事する住民に代わり子どもの世話や保育

をしなければならなかった状況があったからである。また、脆弱な財政基盤の中でも幼稚園

教育を通して「自主的な態度(与那城村長の発言)」を育成していると認識されているが、こ

れは、就学前教育の重要性が住民に認められ関心が持たれていることを示している掴。

軍政府補助金打ち切り後、幼稚園の経営は各集落の独自の取り組みになるが、字公民館に

おける幼稚園の実数や教育内容について、琉球政府文教局もその実態を十分把握してはいな

い。文教局は、「公立幼稚園の数は123であるが、教会の附属幼稚園や部落費や父兄負担によ

って設置された託児所に類する幼稚園は、数百校以上である㈱」とし、また公立幼稚園の施

設設備の充実改善並びに指導者における多数の無資格者の存在及びその再教育の必要性を今

後の課題としている。一方、公立幼稚園といえども、1957年(昭32)3月の布令第165号｢教

育法｣の公布により、厳しい局面を迎えることになる。「教育法｣は、1学級25人を基準とし、

超過した場合には常勤の助手の配置を決め、基準に満たないものは公立幼稚園として認可さ

れなかった。同布令は｢悪布令」として幼稚園関係者から呼ばれ、公立幼稚園から未認可幼

稚園へ転換させられる状況が再度生まれたのである卿。その結果、幼稚園は｢市町村の財政

困難により部落立又は月謝(授業料)による、いわゆる自賄いによる経営となり、その教育

内容も財政的要因により弱体化蝿」し、1957年(昭和32)5月には公立幼稚園の数は33園(当時

の公立小学校数228校）まで減少した。これは、市町村の財政負担によって管理・維持でき

ない幼稚園は､「部落立又は月謝(授業料)」による経営に移行したが、その経営も盤石ではな

かったことを示している。このように、沖縄では、軍政府補助金の廃止と「教育法｣により、

一部の公立幼稚園と数多くの未認可幼稚園が併存していたといえる。次節では、具志川村内

の字公民館の状況、未認可(部落立)幼稚園を事例として取り上げ、区費運営の幼稚園の実際

内在した問題点について明らかにする。

疋刀出え‐ナ

4．具志川村内の字公民館と幼稚園経営一区費運営の高江洲幼稚園の実態一

本節では、具志川村の字高江洲公民館で行われた幼稚園教育の実際を、具志川市(現うる
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ま市)史編さん室発掘の高江洲公民館文書類(以下｢高江洲文書｣）を手がかりにしながらその

実態に迫ることにする。｢高江洲文書」とは、高江洲公民館内で発掘された敗戦直後から1950

年代までの文書類のことであり、敗戦直後の字公民館の活動を記した第一次資料の乏しさ・

散逸の中で、当時の活動を克明に綴った資料として貴重である。「高江洲文書｣は、区民にか

かわる業務文言の他に、学事活動と幼稚園運営にかかわる文書も存在する。

まず､「学事奨励会寄付者名簿｣(年代不明)や｢学事奨励会出納帳｣(1951年4月）によると、

琉大生に200円、高校生一人当たりに150円、高校新入生に100円、洋裁生に50円が与えら

れており、区民が学生の勉学を後押ししている様子がみてとれる。また、区費運営の幼稚園

の状況に関しては、高江洲初中等学校校長から高江洲区長に通知された幼稚園に関する文書

(1949年11月18日）がある。同文書によると、「(前略)幼稚園職員の給料でありますが、各区

からの集金が遅延の為め今だに八月分を差し上げたのみで誠にお気毒に堪えない次第で、こ

のままでは存続も困難をきたすのではないかと心配して居りますれば公私共御繁忙とは存じ

ますが至急お取立の上御送付下さる様懇願申し上げます。(後略)」と述べ、翌年3月11日付

の文書も、幼稚園職員の給料を年度末までに支給したいので、未徴収分の取り立てを願って

いる。文書を通して幼稚園職員への給料支払いのため校長が奔走している様子がわかる。当

時の学校後援会審議員会(1949年10月）においても、度々、茅割当の件や校舎建築の件と並

んで、幼稚園費に関する件、後援会費増額に関する件が協議題に挙がっている。区民からの

徴収金をもって幼稚園職員の給料に充てようとしたのであるが、それも滞っている状況がみ

てとれる。

では、実際に、どのような徴収方法を採っていたのであろうか。「高江洲文言｣の中には、

｢区負担金及学校援護金台帳(高江洲区)」がある。同台帳には、「学校教職員援護費徴収簿」

｢区経費割当徴収表」と並んで｢1949年10月8日区経費並二幼稚園費割宛徴収表5．6月分｣が

ある。これをみると、救済世帯及び貧困家庭は区費の免除が認められ、幼稚園費は、一般家

庭は4.5円、園児のいる家庭は2円増となっている。区経費全体に対しての戸数割と人口割

が算出され、幼稚園費が合算されて徴収されている。したがって、各世帯の徴収金額は一律

ではない。村の財政だけでは維持することのできなかった幼稚園を区民からの徴収金をもっ

て充てていたわけである。「高江洲文書｣ではかかる徴収方法が1950～60年代を通して採ら

れたのかは確認できないが、村内の他の公民館幼稚園職員の証言によると、1960年代に入り、

子どもが持参する保育料と区費から支出される書記手当をもって給料としていた㈱、という。

1950年代後半に川崎区の公民館幼稚園の職員であった神山芳子は、公民館書記も兼務しな

がら、村内で定期的に歌や踊り、学習材に関する研修会に参加し㈱、村外の夏期講座等にも

積極的に参加した㈱、という。午前中は幼稚園職員として子どもの保育活動にかかわり、午

後は公民館書記としての業務を行う姿は、村内の他の公民館幼稚園においてもみられ⑬､こ

うした幼稚園職員としての活動と公民館書記としての業務の兼任は近隣の字公民館の実態も

近似していた'40'。なお、公民館幼稚園では、レコードを活用した遊戯や歌､塗り絵、標準語指

導が行われ、他の地域との交流や幼児教育に関する情報誌を通じて教育活動を進めていた(41)。

公民館幼稚園職員の給料は遅払いや不定期的であったばかりではなく、職員の給料格差

や保護者の保育料負担も一律ではなかった。1960年(昭35)9月議会に提出された「幼稚園に
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関する補助金交付｣陳情書の添付資料によると、給料は最低の7ドル80セントから最高の20

ドル、保育料は最低の20セント、最高は70セントである。高江洲は、給料8ドル58セント、

保育料33セントである。このように幼稚園職員の待遇は早急に改善すべきことであったが、

一方では職員の資格問題や教育内容についても課題が山積していた。琉球政府文教局は、公

立幼稚園の教師の大部分が高校卒程度の無資格者が占めているため、資質向上のための再教

育は急務であると認識しながらも、小中高の免許事務が優先され、幼稚園教師の免許状交付

に着手していないことを報告している㈱。こうした状況を打開するべく、具志川村を含む未

認可幼稚園に勤める職員が待遇改善や施設設備の充実を掲げ、公立化運動が本格化するの

は1960年代に入ってからである㈱･公立化運動に突き動かされた琉球政府は、幼稚園教育振

興補助金交付規則(1965年)を制定し、園舎、備品及び幼稚園教諭の給料に対する補助を行

い、続いて幼稚園教育振興法(1967年）は、幼稚園教育振興のための諸施策に法的根拠を与

え、そのため公立幼稚園の数は増加した卿。具志川村の支部幼稚園協会の設立年は不明であ

るが、1960年代からは村内の職員が定期的に集まり、幼稚園の施設・設備の整備や待遇改善、

幼稚園教諭免許状の取得に関する話し合いを積み重ねていく。こうして、1966年(昭41)4月、

村内の複数の字公民館幼稚園を統合して公立幼稚園が誕生したのを皮切りに、字高江洲公民

館幼稚園も、他の6つの字公民館幼稚園と統合して公立の高江洲幼稚園として認可(1970年

4月）されたのである。

5．まとめと考察

本稿では、戦後沖縄の字公民館において、なぜ、幼稚園教育が行われたのかという基本的

な課題意識を提示し、それの歴史的な背景を描きながら字公民館幼稚園の成立過程とそれの

運営上の諸問題点を教育財政的な視点から明らかにしてきた。本稿で明らかにしたことをま

とめると次のようにいえる。

まず、戦後初期の沖縄において幼稚園教育の非義務化と軍政府補助金の打ち切りは幼稚園

経営に危機的な状況をもたらし、公立幼稚園の存続・廃止問題を引き起こした。当時、幼稚

園教育の重要性の認識は深まっていたものの、財政上脆弱な自治体の場合、自治体の財政負

担は回避され、幼稚園の経営は各集落の対応に任せるという、結果として極めて暖昧な状況

の中に幼稚園が放置された。戦前戦中、託児所的な役割を果たしてきた区事務所(字公民館）

は、必然的に教育機能のひとつとしてその内部に幼稚園教育を包摂せざるを得なくなる。し

かし幼稚園経営の経費を安定的に如何に確保するのかという問題は解決されないまま、各集

落の対応に任せられた。これは、字公民館幼稚園の経営を不安定にさせる主たる要因となっ

た。高江洲公民館の事例から端的に言えるように、幼稚園経営の経費は、区費による運営で

成り立ち、他地域の状況もそれとほぼ近いものであったと考えられる。集落共同社会におい

て幼稚園経営に関わる財政的な基盤を確保することは困難であり、職員への給料遅払いや給

料格差、無資格者の存在、施設設備の未整備となって表面化したのである。自治体の財政支

援が期待できなかった字公民館幼稚園は、貧弱な施設設備の中で職員の献身的な活動で支

えられたが、内在する問題点を克服するために、1960年代に公立化運動が進展したのである。

へ、可
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確かに、字公民館における保育・幼稚園活動の経験は、園経営の困難さを抱えながらも、一

方では、就学前教育の重要性を地域住民にあらためて認識させるとともに、字公民館幼稚園

から公立幼稚園の実現という系譜を形成した点で重要である。沖縄では字公民館幼稚園を含

む未認可幼稚園へ子どもを就園させていたが、字公民館幼稚園の公立幼稚園への｢格上げ」

＝公立化が実現していく過程で、それがそのまま公立園の就園率の高水準を維持したのであ

る。つまり、公立幼稚園の誕生は、沖縄の集落で行われていた就学前教育を公的な制度保障

の対象として確立したことを意味した。これらのことから、戦後沖縄では字公民館幼稚園を

含む未認可幼稚園は数多く存在したが、それらは公立幼稚園の量的拡大と幼稚園教育の質的

振興の礎としての役割を果たしてきたといえる。

以上のことから、戦後沖縄の字公民館の成立という貴重な教育遺産を掘り起こしその意味

をここで総括すれば、次のように言えることができる。まず、集落の中核的な役割を果たし

ている字公民館で、共同体意識を基底としながら自治的な意味で子どもの就学前教育を担っ

ていこうとする自発的な姿勢がみられたということである。もちろん、これは、戦前の農繁

期の託児所的な機能を果たしてきたという経験もあってのことであるが、いずれにしても、

これは、字民＝民衆の側からの自治的・教育的な営みを始めたということで、実に興味深い

ものがある。親の義務としての(就学前)教育を集落共同体組織の中で具体的な共同化の作

業を通して実現していこうとするものであり、それが字公民館幼稚園という“かたち”とし

て結実したといえるのではないだろうか。しかも、字公民館幼稚園は、公立化の運動の中で、

あらためて公的保障の対象として捉え直され、またその後の幼稚園教育の内実が豊かになる

ことを考えると、字公民館幼稚園を支え、公立化への実現を支えたのは、字民＝民衆の力が

あってこそのものといえる。その観点からいえば、集落共同社会の教育的な機能のひとつと

して実現した字公民館幼稚園は、戦後公立幼稚園の前史として位置づけられるだけではなく、

戦後沖縄の幼稚園教育を実質化していくものであった。
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1946年(昭和21)2月15日、小禄初等学校(1946年2月13日開校）内に「小禄幼稚園として併設開園」

した小禄幼稚園は、翌年1月6日、小禄初等学校分離、高良初等学校への校名変更に伴い｢高良初等

学校附属高良幼稚園」となるとの記述がある。小禄初等学校の初代校長は上原真吉であり、附属高

良幼稚園長を兼ねていたことから（『資料編』470頁。安里彦紀監修『沖縄教育界のあゆみ』沖縄史料

出版社、1979年、749頁)、上原は初等学校長の職責を果たしながら「併設開園」した小禄幼稚園の園

長も兼ねたものと考えられる。糸満市立米須幼稚園『50年のあゆみ-地域における幼児教育』1997年

刊行によると、1947年(昭和22)から公民館で幼稚園教育が始まったとの記述があり、初等学校近

郊の字立幼稚園は、園長として初等学校長が管理と指導をしていたという（同書、17～18頁)。

「うるま新報｣1947年(昭22)11月14日付。

｢赤字財政町村における補填金廃止に伴う幼稚園経営について（1948年6月7日)」(『琉球史料』第三

集(教育編)196頁)。

沖縄市教育委員会編『沖縄市学校教育百年誌』1990年、966頁。

｢幼稚園の存続に関する陳情｣(沖縄県教育委員会編｢沖縄の戦後教育史(資料編)』1978年、369頁)。

｢幼稚園の存続方について｣(同上､369～370頁)。

沖縄群島議会(1951年4月）においても幼稚園経費の政府負担の要望に対して文教部長・屋良朝苗

は、「今のところ群島政府もちにはいかんのじやないか」と答えている（前掲『琉球史料』第三集、102
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｢第14回市町村長協議会記録(1949年8月12日．於：那覇市役所)」(琉球政府文教局『琉球史料｣第四

集、1959年、232頁)。

シマ社会における幼稚園の自然発生的な事例としては、平川文子(1952年当時、具志川村の安慶名

幼稚園職員)の自発的に集落の子どもを字公民館に集めて始めたようなものもある（｢<座談会>戦後

具志川の幼稚園の歩み｣『具志川市史だより』第18号､2003年3月、所収)58頁。

玉城村前川誌編集委員会編『玉城村字前川誌』1986年、203頁。

兼城字誌編集委員会編『兼城字誌』字兼城､2006年、175頁。

宮里字誌編集委員会編『宮里の沿革』名護市宮里公民館2004年、185頁。

字経塚史編集委員会編『字経塚史』浦添市字経塚自治会､2006年、216頁。

字誌外間編集委員会編『字誌外間』東風平町字外間、2004年、158頁。

琉球政府文教局研究調査課『琉球教育要覧(1955年度版)』126頁。

同上、126頁。

八重山群島においても公立幼稚園の未認可幼稚園への移行が続出した（前掲『戦後八重山教育の歩

み』629頁)。

前掲『沖縄の戦後教育史』447頁。

堀川秀信｢戦後具志川の幼稚園教育のあゆみ－未認可幼稚園の公立化までを中心に｣(具志川市史編

さん室『具志川市史だより』第17号、2002年、所収)66頁。

神山芳子への電話インタビュー(予め、質問内容を郵送し、2006年11月30日及び12月14日に聞き

取り記録した)。

社会福祉協議会は1950年代後半から講習会や保母養成講座を開催し資質能力の向上につとめた。

体育理論や図画・工作、リズム遊戯、幼児の話し方指導、児童の心理等の内容であった(沖縄市・

浦添市・宜野湾市・具志川市・石川市及び中頭郡老人福祉センター運営協議会『中部地区社会福祉

の軌跡』第二巻・活動、1988年、208頁)。なお、同講座よりも先に沖縄基督教会婦人会は具志川村

内の前原教会内に保母養成所を開設し（1951年)、沖縄各地の教会内で活動を始めている保育関係

者を集め、三ヶ月間の保母養成プログラムを開始していた（日本キリスト教団沖縄教区編『戦さ場

と廃嘘の中から－戦中・戦後の沖縄に生きた人々 一』金城印刷、2004年、377頁)。

具志川村議会に提出された陳情書(1960年9月）の添付資料によると、当時の村内26幼稚園のうち、

園舎がある幼稚園は2園(江洲と前原)のみである。他の24園は字公民館を使用した。

うるま市与那城宮城の自治会長・上門シズは、1949年頃、宮城区の事務所で書記兼保母として幼児

の世話をしていたことを証言している（2006年3月27日．於：宮城自治会事務所)。報酬は書記手当

と保母手当であり、教材費と共に父母負担であった(宮城自治会『なあぐす<字誌』2005年、163～

164頁)。

前掲｢戦後具志川の幼稚園教育のあゆみ｣63～66頁。

前掲『琉球教育要覧(1955年度版)』126頁。

｢幼稚園教師の会(仮称)」等の組織を前身とした「沖縄幼稚園協会｣(1963年設立)は、未認可幼稚園

の認可運動､認可幼稚園(公、私立)の充実化、教職員の待遇改善等を当面の課題とした。同協会は、

当時、約300園の未認可幼稚園の認可と小学校への併置、施設・設備・遊戯室・遊び道具等の充実、

免許取得に要する講習の拡大・未認可幼稚園教員の受講資格の獲得・小学校並みの給与と身分保障

の確立等を目標として掲げ、各地区で地域懇談会を重ね、研修会・講習会を展開した(渡慶次ハル

著『牛の歩み』1987年、111～146頁)。

1965年(昭40)から公立幼稚園の設置は増加し（沖縄県教育委員会編『沖縄の戦後教育史(資料編)』

1978年、385～390頁)、1969年(昭44)には沖縄の就園率は全国平均を上回った（前掲『沖縄市学校

教育百年誌』979頁)。
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