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在日コミュ二ティの形成と現状  

宇治市ウトロ地区および大阪市鶴橋地区の調査  

 

国際文化学科 留学生 權 順映  

 

はじめに  

日本に来る前に韓国人が書いた京都紀行の本から宇治市のウトロ地区のこ

とを知った。ウトロ地区 (以下はウトロ )の問題の歴史は、韓国が日本の殖民

政治から開放されたときに、工場労働者としてウトロに住んでいた在日コリ

アンが住処を確保しようとして起こした土地所有権をめぐる紛争・運動の問

題として始まった。この問題の説明は、その発生の経過からして非常に難し

いことである。さらに昔、ウトロ住民は日本の社会に対して否定的な立場だ

った。しかし、現在はウトロに希望が生まれている。まだ十分に解決されて

ないが、日本と韓国の民間、そして韓国政府がウトロの問題解決のために援

助をするようになり、住民側は、この援助を肯定的に受け入れ新たな気持ち

で町づくりに取り組んでいる。そのウトロ地区を調査しながら、ともに同じ

在日コミュニティでありながら性格の違う大阪の生野区鶴橋にあるコリアタ

ウンも踏査することにした。  

 

本論  

1) 在日コリアンの定義  

在日コリアンは日本に居住している韓民族のことを言う。国籍は大韓民国、

朝鮮民主主義人民共和国、朝鮮籍 (朝鮮籍は  大韓民国でも、朝鮮民主主義人

民共和国でもなく、どんな国籍もない無国籍で定められる )で分かれている。
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在日コリアンは日韓併合 (植民地 )の時日本に流入し始め、留学生や季節労働

者として働く朝鮮人が日本に在留していた。戦争が終わって大勢の朝鮮人が

母国に帰ったが、生計の問題、母国の政治的な困難などで帰ることができず、

日本に残ったのが在日コリアンの始まりある。その中、在日コリアンが集住

して京都府宇治市にあるウトロ地区や大阪生野区コリアタウンを形成した。  

 

2) 大阪生野コリアタウンの姿  

生野コリアタウンは大阪市生野区の桃谷にある「御幸通商店街」（御幸通東

商店街、御幸通中央商店会、御幸通商店街の 3商店街）とその周辺の通称であ

る。英文法的には「コリアタウン（KOREA TOWN）」が正確である。「大阪コ

リアタウン」「猪飼野コリアタウン」「桃谷コリアタウン」などとも呼ばれる。  

済州島と大阪をつなぐ直行便「君が代丸」の就航をきっかけに、多くの朝鮮

人が労働のために日本へ渡航し、その多くが生野コリアタウンに集まってき

た。そして自然に市場が誕生し、在日コリアンに必要な食材・日用品などを

販売するようになった。2002年日韓共催のワールドカップサッカーの開催で、

一躍注目を浴び、それに続く「韓流ブーム」で観光名所として人気のある町

に発展したのである。  現在は在日韓国・朝鮮人をはじめ地元の人々の生活

スペースでありながら、観光客が多く訪れることになっている。そして  各

種団体に韓国の文化体験を提供している。  

 

3) ウトロ地区の形成と現状  

ウトロ地区は第二次世界大戦当時京都府宇治市に京都飛行場と併設の飛行

機工場の建設工事をするために日本に来た朝鮮人が集まった。彼らの宿泊施

設である飯場で暮らし始めたことがウトロの起源である。日本の敗戦により

植民地支配から解放されて、大勢の人が母国に移住したが、経済的な理由で

帰れない人も多かった。日産車体から土地所有権を取った西日本殖産はウト
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ロ住民に対してウトロからの移住を要求した。ウトロ住民は、ここが自分た

ちの住処であるという歴史的な経過を拠り所に反対したが、最高裁判所で敗

訴して、住民たちは不法占拠状態になってしまった。この問題が日本全国と

韓国に伝わって、日本と韓国の民間から募金運動が起こりお金を集めること

ができた。さらに韓国政府からも援助を受けて地区の土地を購入しようとし

たが、そのお金では地区全体の土地を購入するには十分ではない。現在は全

体のウトロ土地の３割くらいを買うことができている状態である。  

 ウトロにようやく希望の光が見え始めた。実際行ってみたウトロの姿は ‘エ

ルファ ’というウトロ住民が集まるセンターがあって高齢者たちに韓国の文

化や歌を教えたり、ウトロ町づくり会を行ったりする建物がある。そして昔

朝鮮人の宿泊施設であった飯場はひとつだけ残っていて昔の状況を伝えてい

る。ウトロ住民はもとの飯場をつぶして家を建てて暮らしている。ウトロを

守る会はウトロの土地問題が完全に解決できたら公営住宅と記念館を建てる

計画をもって、現在基本的な住環境改善作業に従事している。  

 

おわりに  

生野区コリアタウンとウトロは性格が違う。でもそれぞれ違うところでみ

んなが助け合い、熱心に生きている。いろいろな国々で小さな韓国社会を形

成しているところを見ることができてすごく貴重な経験であった。ウトロは

私が調べたことと違うところがあった。韓国の記事による私の印象とは異な

り、ウトロは順調な状況ではなかった。それは住民の土地が与えられた場合

においての利害関係とか、韓国政府からもらう支援金が遅くなることなど、

まだ問題が完全に解決された状態ではないのである。ウトロの町づくり、進

行状況のことについて、ただ見守るしかない。多くの人に知られたら否定的

に思っている人もいるかもしれないので、ブログの活動も難しい。でもウト

ロ見学を続けている理由は、ウトロがいつかは立派な形になってウトロ住民

が安心して暮らせるようにすること、そしていつか歴史記念館を設立してウ

トロの歴史を保存することを目指しているのではないかと思う。ウトロはウ

トロの住民にとって故郷である。ウトロには、今よりもっといい方向に進ん
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でほしい。  

 

参考文献・ウェブサイト  

・ウィキペディア 「在日韓国・朝鮮人」 (日本語、韓国語 )  

「大阪コリアタウン」 (日本語、韓国語 )  

「ウトロ地区」 (日本語、韓国語 )  

・ kyotoUtoro -  京都ウトロのメモ (ウトロブログ )  

   ht tp: / /utoro.blogspot .com/ 

・斉藤正樹 2010 「ウトロ：強制立退きから新しいまちづくりへ」『コリ

アンコミュニティ研究』 Vol.1 pp.37-46 こりあんコミュニティ研究会  

・『ソウル新聞』 2010-04-21  

「韓日 100 年大企画： 20 年闘ったウトロ韓人の住まい」  

・『京都新聞』 2009-10-26 「土地買い取り、韓国で法人設立」  

2010-05-24 「ウトロ地区まちづくり集会で提示 宇治 ‘住 ’

整備へ構想」  

・『民団新聞』 2009-11-05 「 ‘ウトロ地区 ’土地買い取り完了へ法人設立受

け皿づくり」  
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外国人観光客と京都 
2年 熊谷美伶 
2年 山田早紀 

 
はじめに 
 今日、外国人観光客数は増加傾向にある。その中でも中国人の観光客が多く、日本の自

治体や企業も受け入れ体制を整えていると、ニュースや他のメディアで報じられている。 
 そこで私たちは京都の観光地を周り、店舗調査と聞き取り調査を行った。訪日する外国

人はどのくらいいるのか、なぜ中国人観光客が多いのか、外国人観光客はどういったもの

に興味があるのかについて、店舗の方に聞いた。さらに、外国人がよく訪れる有名寺院が

外国人観光客にどう対応しているかも観察した。 
 
訪日外客数 
 外国人観光客の訪日理由は旅行以外に移住や仕事などもある。国土交通省観光庁の調査

によると、2009年の国・地域別訪日外国人旅行者は以下の通りだ。 

 

 地域別でみると、アジア系が多いことがわかる。韓国が 159万人と一番多い。次に、台
湾の 102万人、中国の 101万人と続く。韓国は人気テレビドラマによる需要喚起、VJC(ビ
ジット ジャパン キャンペーン)宣伝効果などが背景、台湾は学校休暇の日数増しなどが
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影響、中国は VJC宣伝効果、個人観光旅行の需要増し、中国の景気刺激策などにより訪日
客が増加した。 
 
訪日旅行促進事業(ビジット・ジャパン事業) 
 ビジット・ジャパン事業は、2003年（平成 15年）の 1月に小泉総理大臣（当時）が施
政方針演説において示した「2010年(平成 22年)に訪日外国人旅行者数を倍増の 1千万人
へ」との方針を受けてスタートした。日本の観光の魅力は、日本にある伝統的且つ和風的

な文化や様式、食文化、外観などに興味を持つ外国人の視点を最大限に生かすという取り

組みをしていることである。やはり、日本にしかない日本独自の文化に興味を示している

外国人の意向が関与しているのだろう。また、国境を越えた一人一人の交流を通じて今後、

国際的相互理解を増やしていくこと、そして年々日本の人口が減少していく中でより多く

の外国人を呼び込むことにより、地域活性化やビジネスの拡大、つまり日本にとってもプ

ラスに持っていけるということから、観光庁が中心になって官民一体で取り組んでいる。 
また、訪日外国人旅行者数の多い 12 の国・地域（韓国、台湾、中国、香港、タイ、シ
ンガポール、米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア）を重点市場とし

て定め、プロモーション展開している。この他、今後大きな伸びが期待できる３市場（イ

ンド、ロシア、マレーシア）を追加し、全 15 市場でプロモーションを展開する予定であ
る。このようにして、訪日外国人旅行者数を将来的に 3,000万人とすることを目標とした
「訪日外国人 3,000万人プログラム」を設定した。その第１期として 2013年までに 1,500
万人との目標達成を目指して、中国をはじめとする東アジア諸国（中国、韓国、台湾、香

港）を当面の最重点市場と位置づけている。 

 
2003年～2006年まではビジットジャパンの影響か、訪日客が増加しているが、それ以

降は減少していることが分かる。今後も減少すると考えられるが、観光庁では、このよう
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な事態にどう対処する予定か、まだ発表されていない。 
 
外国人観光客と店舗調査 
日本政府観光局(JNTO)が行ったアンケートの結果、日本を旅行する前に期待していたも
のとして、「ショッピング」をあげた旅行者が最も多く、回答者全体の 39.0％に上った。
ショッピングは 3年連続で 1位となった。特に香港（回答者の 60.0％）、中国（回答者の
50.9％）など、アジアからの旅行者でショッピングに対する関心が高いことが分かった。
これらの代表的な要因として、日本のものは品質が保証されていて安全、偽物は売ってい

ないという安心感、日本でしか手に入らないものが多数存在するという点がある。 
この資料をもとに、まず私たちは京都の観光名所で観光客の立場になり、実際に自分た

ちで歩いてみてどの店に興味を惹かれるか、店の配置の理由なども含めながら、清水寺周

辺の清水道、二寧坂、産寧坂、五条坂、茶わん坂を調査した。これらの坂は清水寺に直結

しているため、約 200軒もの店があり、多くの観光客で賑わっている。様々な店があるが、
やはり一番多いのは京土産や雑貨を扱う店である。その他に八ツ橋や漬物、お食事処など

が多い。私たちから見ていて、観光客が多く立ち止まる店には例えば試食や試飲、店側の

大きな声での呼び込み、というように商品をまず手軽に触ったり近くで見たり実際に食べ

たりできるようなところだった。このような店では、観光客にとって一番身近に感じられ

るように工夫されていることを感じ取ることができた。 
次に、銀閣寺でも調査を行なった。銀閣寺は清水寺に比べ店舗数は約 40 軒と少なめで
ある。ここでも土産や八ツ橋を扱っている店やお食事処が多い。和柄のちりめんを使った

小物やぬいぐるみを扱う店では、ちりめんで作られた寿司も売られていて外国人観光客を

ターゲットにしているのがうかがえる。銀閣寺の中にも御茶処や土産が売っている店があ

る。この店には、扇子や和菓子、数珠、唐辛子など京土産が売られていた。 
金閣寺には約 20 軒の店があり、敷地内にもいくつか店がある。金閣寺の場合は様々な

店がバランスよく立ち並んでいる。 
仁和寺は、門の近くに茶屋と京料理、フランス料理と京料理の融合の店があるくらいで、

他に目立つ店舗はない。 
 
聞き取り調査 
・清水寺周辺 
私たちは梅専門店の「京一輪」、丹波黒豆・京菓子専門店の「うちわや」、チタンメタル

クラフトを扱う「アトリエＹｏｕ」、八橋専門店、扇子専門店の店の方に話を伺った。 
「京一輪」には何十種類もの梅が売られていた。店員が客の好みを聞き、それに合った

梅と梅こぶ茶を試食させてくれる。梅は日本人にはとても馴染みがあるものなので日本人

観光客はもちろん、外国人観光客も数多く訪れるという。梅には甘めからしょっぱいもの

まであり、日本人は幅広い味を好むらしいが、外国人の大半は甘い梅を好むという。こう
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いったところにも食文化の違いが出てくると改めて思った。 
次に「うちわや」では黒豆煮や素煎り豆、黒豆茶、白川まぶし、チョコまぶしなど様々

な種類の丹波黒豆を販売している。それらの商品名は日本語と英語で書かれていた。外国

人観光客の中で購入する客のほとんどが中国人らしい。店の方によると、ビザが取得しや

すくなり中国人観光客が増加。日本の黒豆は品質もいいため中国の富裕層がまとめ買いを

していくという。ヨーロッパ系の人は黒豆が苦手な傾向にあり、稀に購入する客は、白川

まぶしよりチョコまぶしや素煎り豆、黒豆茶を好むという。 
「アトリエＹｏｕ」ではチタンを加工し、アメリカで学んだ発色の技術を生かして作っ

たアクセサリーや日用品などを販売している。材質がチタンなので、金属アレルギーの人

でも身につけることが出来るが、値段が少しはるため、購入者は少ない。また、アジア系

の国の人より白人やヨーロッパ人が来店するという。最近では、アメリカ人夫婦がチタン

の加工前のものを材料として購入、ロシア人の女性が簪を２本購入したという。 
 八ツ橋専門店では生八ツ橋、八ツ橋が数多く売られている。味もニッキや抹茶、チョコ

レート、果物などバラエティーに富んでいる。試食を置いている店が多く、外国人観光客

はゴマやストロベリー、抹茶、チョコレートを好むという。生八ツ橋は賞味期限が短いた

め、外国人観光客は焼いてある八ツ橋をお土産に買っていく。 
 扇子専門店には様々な国の客が来るという。扇子をインテリアとして買っていく客と実

用品として買っていく客がいる。インテリア目的で購入する外国人は日本の風景が描かれ

た扇子を好む。 
・銀閣寺 
 銀閣寺では漬物専門店に聞き取りをした。外国人観光客の購入者はアジア系の人が多い

という。しば漬けなど常温で持ち運びできるものがお土産として人気。逆にヨーロッパ人

は漬物を好まない傾向があるという。アメリカ人は物珍しさに漬物を購入することがある。

ここにも梅や黒豆と同様に国ごとの食文化が影響している。 
 
観光スポットとしての寺院と外国人向けサービス 
 今回調査した寺院の中で、最も外国人向けのサービスが充実していると思ったのは銀閣

寺だ。入り口で配られるパンフレットは日本語と英語のもの、中国語と韓国語のもの２種

類があり、これらは途中の通路にも置いてある。また、英語と中国語の音声ガイドの貸し

出しもあった。携帯電話を使用する日本語専用のガイドもあり、観光客目線のサービスだ

と感じた。銀閣寺と同様に、金閣寺のパンフレットも日本語、英語、中国語、韓国語で書

かれていた。しかし、仁和寺は日本語と英語の二ヶ国語だけであった。 
 それぞれの店でも、商品名や説明文を英語で表示したりして、外国人観光客にもわかり

やすいようにしている店が多数あった。 
 京都府は国際化プランを掲げ、ホームページでも在住外国人支援として生活サポート情

報や外国 FMラジオ放送 、英語版メールマガジンの配信などを行っている。 



 9

 
結論 
 私たちは京都有数の観光地で店舗調査や聞き取り調査を行った。私たちは京都を訪れる

前、アジア系の外国人の方が多いと思っていた。そして、実際に自分たちの目で京都に訪

れる外国人を見てみると、やはり事前に調べた訪日外客数の通りアジア系の観光客が多い

と感じた。中国人観光客が多い理由として、あくまで日本人側からの視点なので確かでは

ないが、VJCやビザが大きく影響していることが分かった。それは中国と日本は近くにあ
るということ、また、中国人にとって日本人は同じ米食文化なので親しみやすいという観

点からだろう。外国人観光客と日本人観光客の購入品は異なると考えていたが、土産を販

売している店舗に聞き取り調査をした結果、各国の食文化や生活文化の違いは多少あるも

のの、さほど大きく異ならないことが分かった。外国人観光客が多く訪日する京都府は外

国人向けにさまざまなサービスや情報を提供している。 
 今後、外国人観光客はますます増え続けると思う。中国人向けの日本ツアーも多数ある

ため、地方でも外国人向け観光産業に力をいれているという。また、中国人は日本の安く

て安全な食品や化粧品、精密で機能性に優れた電化製品を求める傾向にある。そして、日

本のファッションを好む人が増えた。そのような観点から日本の企業が自発的に中国語講

座を開くなどの取り組みを行っているため、より観光産業は発展していくだろう。 
 
【参考文献】 
国土交通省観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/vjc.html  
日本政府観光局 http://www.jnto.go.jp/jpn/downloads/101025monthly.pdf 
 
【インタビュー協力店舗】 
梅専門店「京一輪」様 
丹波黒豆・京菓子専門店「うちわや」様 
チタンメタンクラフト「アトリエ YOU」様 
そのほか八ツ橋、扇子、漬物専門店の方々、ご協力ありがとうございました。 
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「京都市の歴史的景観と新景観」 
 ２年 中 鉢 裕 子 

今回京都実習でテーマを決めるにあたり、私は京都の景観に興味を持った。四季で変わ

る京都の景観は魅力的なものがたくさんある。しかし、年々都市化が進み、京都らしい町

並みがなくなっていっていることが気になった。そこで、今の京都市の歴史的景観や新景

観について調べてみた。 

 

＜京都市の景観重要建造物＞ 

  
 「京都市は三月三十日に，京町家三件を全国で初めて景観重要建造物に指定し

た。吉田邸(中京区新町通六角下る六角町３６２番地)，小島邸 (中京区新町通錦小
路上ル百足屋町３８４番地，山中油店(上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町５０
８番地)の三件である。 
 景観重要建造物の指定は、景観計画区域内の景観づくりに重要になる建造物を、

京都市長が、建造物の所有者と専門家に意見を聴いた上で、景観重要建造物とし

て指定するもの。 
 指定された重要建造物は、相続税の評価で利用上の制限の程度に応じた評価を

受けることができるなど税制面の支援を受けられるほか，修理・修景にかかわる

補助制度の整備が予定されている。 
 所有者・管理者に対しては、良好な景観が損なわれないよう適切に管理する義

務が課せられ、建造物の増改築、移転、除却、外観の変更を伴う修繕・模様替え、

色彩の変更を行う場合に、市長の許可が必要となる。」 
                          （出典：京都建設タイムス） 
 
今回の実習では実際に三件まわり、その中で山中油店さんからお話を伺うことができた。

残念ながら、吉田さんと小島さん宅は先方の不都合によりお話を伺うことはできなかった

ので、外観の写真だけ撮らせていただくことにした。  

 

・山中油店 

【京都市上京区下立売通智恵光院西入下丸屋町５０８番地、５１９番地】 
 

◎外観の印象 
 築３００年とは思えないほど素敵な建物であり，どっしりとした佇まいからも歴史の重

さがうかがえた。庭の風情が印象的。向かいのお家は「町屋文化館」として山中油店さん
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が所有される築２００年の町屋がある。 

 

 

 

★質問 

Ｑ：重要建造物に指定となったきっかけは？ 

Ａ：市から声をかけられた 

 

Ｑ：指定された日は？ 

Ａ：平成 18 年 3 月(吉田邸、小島邸ともに 3件同時指定) 

 

Ｑ：この店が建ったのはいつ？ 

Ａ：1810～1830 年の間 

 

Ｑ：重要建造物に指定されたことによってのメリット・デメリットは？ 

Ａ：メリットはあまり無い。 

  デメリットは、メンテナンス費用はほとんど自分たちが持つこと。お店の売り上げの

費用をコスト代にまわしている。専門の大工さんになおしてもらうのでお金がとても

かかる。今後のことを考えると、その大工さんの技術の伝承なども問題。でもそこま

でしてでも、くずれかけているのを必死で守りたいと思う。無くなってしまえばそれ

までの長い歴史なんて一瞬で終わってしまうから。 

 

以上、お店の準備などでお忙しい中、山中さんには丁寧に応対していただきました。 
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・吉田邸 

 【京都市中京区新町通六角下る六角町 362 番地、363 番地】 

◎外観の印象 
 通りに面していて、伝統的な京町家の造り。店構えのようである。通りに面した幅は約

１０メートルと奥行きに比べて極端に狭く、縦に長い。通り庭には、表通りから戸口、中

戸口など、店、住居、台所ごとに引き戸が設けられてある。 
 

 

 

・小島邸 

 【京都市中京区新町錦小路上る百足屋町 384 番地】 

 

◎外観の印象 
  築１００年を超えているにもかかわらず、素敵な建物だった。吉田邸と同じく通りに

面していて、店構えのような雰囲気。これが京町家の特徴なのだろうか。 
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＜京都市の景観重要樹木＞ 

 

「長岡京市は七月一日、同市天神の八条ケ池中堤のキリシマツツジを景観法に

基づく「景観重要樹木」に指定した。地域特有の景観を形成するために重要な樹

木が対象で、所有者に管理義務が生じ、伐採や移植にも許可が必要になる。同法

に基づく樹木の指定は府内で初めて。 

 市は昨年７月１日に市景観条例を施行。市全域を対象に、建築・工作物の色や

デザインなどに基準を設け、新築や増築の際、届け出が必要になった。そして今

回、長岡京らしい身近な景観を次世代に引き継ごうと、同法に基づき、市内の景

観重要樹木第１号として、八条ケ池中堤のキリシマツツジを指定した。 

 樹齢１５０年の市指定の天然記念物を含む１０１株で、毎年４～５月に美しい

花を咲かせる。市は、同堤の長岡天満宮参道入り口に、高さ１２０センチのヒノ

キ製の標識を設置した。 

 府内では、京都市が旧家を景観重要建造物に指定。長岡京市都市計画課は「今

後も、樹木や建物の景観重要指定を検討していきたい」としている。」 

                             （出典：京都新聞社） 

 

 五月のゴールデンウィークの時期が満開なのだが，私が訪れた時は青々とした木ばかり

で，旬の過ぎ去った雰囲気をかもしだしていた。 
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▽満開のキリシマツツジ 

  

 
実際に都市計画課・景観担当の方にお話を伺った。 
 
★質問  
 
Ｑ：所有者は誰なのか？ 
Ａ：市が所有者 
 
Ｑ：合意するまでに問題はなかった？ 
Ａ：問題は特になかった。（市のものなので） 
 
Ｑ：指定したことによって市民の意識は変わった？ 
Ａ：キリシマツツジの橋のところにたてた標識によって興味をもってくれた 
 
Ｑ：市民の理解はどのくらいあるの？ 
Ａ：景観指定をしたりして，取り組み自体は悪くないと言ってくれる人が多い。しかし，

予算の面で反対する人もいる。（他にお金をかけてやることがあるだろう，という考えな

ど） 
 
 長岡京市にあるキリシマツツジを景観重要樹木に指定されたことによって，長岡京を

全国にアピールできるチャンスと市は力を入れて，市民にもっと知ってもらうことを目

的としている。 
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＜まとめ＞ 

 
 京都市民にとっては、「景観」と言われても、しっくりこない部分があると思う。景観を

守るための市民運動に参加するとか、外壁を塗り替えようとして規制にひっかかるとか、

そういう所からでないときっかけがつかめないかもしれない。しかし、市は京都市の景観

を良くしようと、いろいろな取り組みや、呼びかけなどを行ない積極的に頑張っているの

が伝わってきた。京都市の景観を守っていく全体的な取り組みは、私たちの住んでいる宮

城県とは違った、歴史の大切さを守っていく体制である。年々人々の便利さを求め、都市

化していく町並みが増えているのも事実ではあるが、これからも“京都らしさ”を崩さな

いでいってほしい。 

 

 

 

 

 

✍✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✍ 

 

 
 2010 年 9月末の京都は、例外的な猛暑であった。初日査中、建仁寺の畳の上でダウン。お疲

れさま。 
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