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本資料は京都府宇治市所在の地域新聞『洛南タイ
ムス』紙の創刊から2010年までの掲載記事から在日
朝鮮・韓国人（以下、在日と記す）が登場する記事を
最大限ピックアップし、分類と集計を加えたもので
ある。既存の在日研究で地域紙は近代以後の諸事
象―とりわけ発掘されていない事件―に対する1次
資料の一つとして、そして在日という対象に関する
イメージやまなざしを反映し（再）生産する言説資料
として取り上げられてきた。なかでも京都新聞を分
析資料に用いた江口（2003）は、後者の視点に立っ
て戦後直後から近年までの在日象の時間的変化を丁
寧に掘り起こしつつ、当該地域の出来事に焦点がお
かれる媒体の特徴から「地域性」といった地理学的関
心を導出している。本資料の意義の一つは、江口で
提示された京都エリアにおける在日象の一部分とし
て、その京都市南部郊外地域における近年までの有
り様を把握できる点にある。本資料は作成の初期段
階から江口と比較して読めるように分類・集計を
行ってきた。詳細は参考資料1のとおりである。

一方、本資料のもう一つの特徴は、分類・集計作
業において上記とは別の意味の地域性の視覚化に工
夫した点である。具体的な分析は別稿に譲るが当
紙が京都新聞より小地域で発行されている点から、
ローカルな地域社会が、いかに国の外国人政策や国
際的事件及び市民社会とつながり、それに対する実
践の場となっているかが浮かび上がるように分類・
集計した。地域社会のこのような重層的で流動的な
側面は、在日表象の国際性（李 2013）のみならず地
域内にある在日集住地区・ウトロをめぐる出来事か
らも垣間見ることができる。

宇治市西部の住宅地帯に位置したウトロ地区に
は現在（2013年5月調査）朝鮮・韓国にルーツをもつ
人々とその親族の63世帯153人が暮らしている。当
地区は戦時期に軍事施設の建設に従事した朝鮮人労

働者が戦後その飯場に継続して居住することで形成
され、まもなくして在日本朝鮮人連盟（現在の朝鮮
総連の前身）の地域支部が設置された。その居住正
当性をとりまく法的問題は1980年代半ばまで放置
されてきたが、80年代後半に民間の土地所有者が
立ち退きを要求して住民を提訴し、その反対運動が
宇治市域の日本人市民の支援を得て展開されること
で全国・国際的争点に発展した。本資料ではこの「ウ
トロ土地問題」以後の市民社会運動の展開を確認す
ることができる。

参考資料2 ～ 3から伺えるように、ウトロ地区は
形成の初期から当該地域の在日関連記事の多くを占
めている。その理由の一つに、本資料のもととなっ
た『洛南タイムス』紙の発行エリアと創刊当時の編
集方向が挙げられる。現在宇治市と城陽市を含む
6市町で発行される当紙は、宇治町の共産党系地域
青年団体のメンバーによって1946年12月に創刊さ
れた。そのため戦後直後は当時の社会運動の国際的
動きや地域における活動が詳細に掲載され、GHQ
占領期には2回の発行停止処分を受けている。地区
が創刊初期から在日民族運動の地域拠点として早く
から取り上げられた背景には、本紙の有する占領期
の社会運動の地域的文脈が深く関わっている。しか
し1951年の宇治市誕生や1955年の日刊紙化以後は
市議会の動向を中心とした地域総合紙に変貌してい
く。

最後に、本資料は主に2010年8月18日から11月19
日の間の集中的調査とそれ以降の分類・集計によっ
て作成され、全ての図形・表は掲載者による。
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付記

本資料の調査および収集は洛南タイムス社の岡本幸一記者
および職員の皆様の全面的な協力によって支えられました。
ここに記して深く感謝を申し上げます。なお、本資料は大阪
市立大学大学院文学研究科に提出した2010年度の修士論文の
一部を大幅修正したもので、その骨子を2011年11月12日の人
文地理学会大会（於：立教大学）で発表している。最後に、本
資料の作成にあたって科学研究費・特別研究員奨励費「マイノ
リティをめぐる社会変動の地理学的研究―場所の記憶の変遷
から」（平成25 ～ 26年度：課題番号H25・7847）の一部を使
用した。
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『洛南タイムス』1966年7月17日「20年のあゆみ」.

掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1948-05-22 1-3 大久保の私設専売局あがる―裏面に
村長選挙のいきさつからか？

ウトロ 社会① 治安 久世郡大久保村に私設専売局。19日朝に署員
10数名と専売局監視官の一隊が急襲調査

1948-06-01 1-2 タバコ摘発事件の真相―裏面にボス
勢力の対立

ウトロ 社会① 治安 【小見出し】五つの問題めぐって交争―今後の
動き注目する「朝鮮人連盟久世支部と摘発隊と
の対立」

1948-06-01 1-6 朝鮮人人民大会開催 ウトロ 社会③ 上記の事件に対して「又この闇タバコ摘発の村
上警部補の一隊が摘発当日の正午頃、不法にも
朝連久世事務所と民主青年同盟事務所に無断
で侵入し、事務所の引出、本箱、ユカ下まで調
べた上、【中略】土足のままご進入し、金本氏珠
夕の肥料タバコ、闇タバコを初めオーバ、長府、
衣類二包を押牧引上げたのに関し、朝連と民青
では不法侵入であると起こり【後略】」

1948-06-15 1-2 闇タバコ元の古巣へ―私設専売局摘
発事件

ウトロ 社会① 治安 【小見出し】私設専売局摘発事件

1949-12-10 1-6 朝鮮人学校久世分校閉鎖か！ ウトロ 国家 
政策

【小見出し】民族教育を守る／分散入校しても
らう「宇治地●管内にある西陣朝鮮人学校久世
分校（小倉村伊勢田）では、西陣、東九条の各学
校と共に、去る十一月二日文部省宛、朝鮮人学
校管理組合財団法人として申請したところ左
の理由による●月18日却下された」

1950-01-14 1-7 朝鮮学校（伊勢田分校）問題解決 ウトロ 国家 
政策

「問題視されていた朝鮮西陣学校伊勢田分校の
閉鎖に伴ふ同校生徒の受入態勢及び民族教育
の問題は、曰、朝各関係者相互の理解を得て次
の通り五日解決し、十日より授業を開始した。
一、朝鮮児童の受入は学級別に完了する【中略】
三、元朝鮮伊勢田分校の教員三名は講師として
採用する四、民族教育はできる様にする」

1950-02-28 1-1 ＜主張＞小倉小学校教育関係者に切
望す

ウトロ 国家 
政策

「本年一月小倉小学校に吸収された朝鮮人学校
伊勢田分校生約六〇名は」「両国を背負って立
つ無邪気な朝鮮、日本の生徒達を心から親しみ
融合させ、お互いが助け合いながら世界の平和
のために斗う国民に教育しなければならない」

1950-03-11 1-6 民族教育を継続する―古池教頭確約
する

ウトロ 国家 
政策

3月7日、小倉小学校伊勢田第2分校場（元朝鮮
人学校）で教員・学生40名が集まり交渉懇談会：
日本人児童にいじめられ、休校問題

資料：地域新聞『洛南タイムス』紙に掲載された在日／ウトロ地区関連記事リスト（1946 ～ 2010）
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1950-07-29 1-9 朝鮮事件の中止要求・朝鮮婦人を援
助

国際 
情勢

英国際婦人デー委員会

1950-08-05 1-10 朝鮮人民主支持 国際 
情勢

（ニコシア十八日発テレプレス＝連合）「サイプ
ラス労働人民党中央委員会は朝鮮の紛争にか
んするコミュニケを発表し、朝鮮人民を支援す
ると表明した」

1951-06-01 2-3 60世帯中58世帯が失業！―伊勢田
飯場の女将市役所へ押かく

ウトロ 社会③ 飯場の女将たち7~8名が子供をおぶって「私た
ちの夫は失業して居り生活できないので民生
保護を与えてくれるか職を探してくれ」「夫が
病気でもないのだから、こちらも就職口を探す
から」と申し入れ

1951-07-16 2-2 朝鮮青年会議値上げ反対をビラで宣
伝

ウトロ 社会③ 7月13日、ウトロ朝鮮青年会議、電気料金値上
げに対して

1952-01-01 1-3 市長は日本人？ ウトロ 社会③ ＜眼耳口＞「伊勢田宇治在在の朝鮮人約百名が
「生活保護」のスローガンで座りこんだ際、市長
はその強い要求にオレたが『朝鮮の方のみ』と
限定したので、朝鮮人代表は『朝鮮人にだけ支
給して日本人に出さぬとは何事か、市長はそれ
でも日本人か』と【後略】」

1952-03-15 1-1 生活・教育を守れと朝鮮婦人の悲痛
な呼び！

ウトロ 社会③ 3月10日、戦争反対、吉田内閣反対をスローガ
ンに宇治橋通り商店街へ行進。子供を背負った
母親の姿→ウトロの朝鮮人部落の婦人たち

1952-03-20 2-2 神経戦狙う？朝鮮人―市警『お客さ
ん襲●』と人垣、国警は『公務支障』
と悲鳴

ウトロ 社会③ 【小見出し】朝鮮婦人の卒倒で責任のなすり合
い、『朝鮮人帰れ』と『朝鮮人帰れ』で市警玄関前
で四時間もの大論争 
3月13~14日、ウトロ部落では「何も犯罪を起し
ていないのに何故弾圧した」「弾圧した際に潰
した家屋、日用品などを弁償せ」と押し寄せる

1952-04-30 1-3 朝鮮学童の小倉占拠の実相―教室兼
用は教員会議で認む！

ウトロ 社会③ 【小見出し】一部報道・噂はデマと判明
「『教室の不法占拠だ』『学童がストで座り込む』
とセンセーショナルな見出しで一部日刊新聞
が報道した市内伊勢田宇登路部落の朝鮮人と
小倉小学校との民族教育にからまる事件の真
相は次の通りである」

1952-06-30 1-1 手入后のウトロ部落突入記 ウトロ 社会① 治安 「宇治市の“巨済島”とも云はれる市内伊勢田町
ウトロ（宇治へ登る路の意味）の朝鮮人部落は、
かねてから北鮮系朝鮮人せん鋭分子の集団居
住地として、その動きが耐えず注視されていた
が【引用者注六月】十二日午前四時国警京都府
本部及び京都市警、宇治市警の警官隊一千名に
よつて手入が加えられ七名の検挙者を出した。
この翌日の廿八日午前私達は“手入后の同部落
の実態”を探るべく同部落は新聞配達と郵便屋
以外の外来者、警官、新聞記者はもちろん共産
党員まで入れないと云う新聞報道を真にうけ
伊勢田駐在所菅野巡査と最悪の場合の打合せ
を行つて恐る〳〵同部落え向かつた」

1952-07-05 1-1 ウトロの宿敵宇治市警を探る！ ウトロ 社会⑤ 【小見出し】犬と猿の市警と国警

1952-07-15 1-2 ウトロのスパイ金仁昌はサギ師？ ウトロ 社会① 治安 「宇治市警のスパイとしてウトロ部落に入り込
んだと云はれる南鮮系朝鮮人金仁昌とはどん
な男か」「京都からはるばるハギレを売りに来
た老婆」、「『こんな奴がいるからウトロ部落は
悪い奴の集団地のように一般から誤解をまね
くのだ』と憤るウトロ部落民等」
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1952-07-15 2-1 いつ果てる、この冷戦―今度は市警
のパトを巡って

ウトロ 社会③ 【小見出し】ウトロ部落の平和たもてぬこの懇
願に返答せぬ[市警]

「何も悪いことはしていないのに、こう毎日来
られては伊勢田の人々から変な眼で見られ且
つ騒々しくて仕事もできぬ」「何も知らない伊
勢田の市民に我々朝鮮人を如何にも悪い奴の
集団の様に見せ部落と市民とを計画的に離反、
孤立させようとするよう策謀だ」

1952-07-15 2-5 日本人の優遇朝鮮人の冷遇の一断面 ウトロ 社会⑤ 読者投稿「ウトロ部落の朝鮮人が悪いことを
するように私達日本人は思いがちであるが果
たしてそうばかりとはいえないのではないで
しょうか」

1952-07-25 2-6 ＜投書＞朝鮮の子供の自殺未遂事件 周辺 
地域

社会⑤ 「中学校を卒業しても雇ってくれない」

1952-07-30 1-1 宇治火薬庫復活反対の叫び―観光都
から軍都え変貌する宇治市

ウトロ 社会③ 「ウトロの朝鮮人はこう叫んだ『日本で爆弾が
つくられ日本から飛行機が飛びたち、われわれ
の故郷は爆撃の戦禍によって荒されてゆく、こ
れは日本人の責任でない、しかし朝鮮の悲劇を
早く終らせ日本にもこんな悲劇が再び来ない
ために我々は南山城の軍事基地化反対に生命
を捨てても戦うと……』」

1952-08-21 2-1 米軍を傘にきてのさばるパンパン―
植民地大久保の実態

ウトロ 社会① 治安 【小見出し】ウトロの猛者もパンパンに参る―
陰部もかくさず浴場で大喧嘩

1952-09-11 2-6 記念行事ウトロで開催 ウトロ 社会③ 「南山城の朝鮮人団体主催の朝鮮民主主義人民
共和国創立四周年記念行事は市内大久保小学
校で開催する予定であったが宇治市公安委員
会で禁止されたので九日早朝宇治市警の手入
を受けた市内伊勢田ウトロ部落で開催した。当
夜は各民族団体のメッセージに引き続き、朝鮮
舞踊、ノド自慢等があり夜の●●るのも忘れた
楽しい雰囲気が同部落を包んでいた」

1952-09-15 1-7 朝鮮民族教育で悩む小倉校―菟道校
は給食室の熱気で悲鳴

ウトロ 国家 
政策

「更に小倉校では約六百六十名の学童中、一割
の六十名がウトロ朝鮮人部落の児童で五月か
ら『民族教育をやるため』との理由で日本の義
務教育を拒否して民族教育を続けているので
来春卒業時、規定の小学校教育課程を修了して
ないので中学への進学を認めるか否かで相当
波乱を呼ぶものと今から予想される宇治市教
育行政の盲点として小学校の関係者を悩まし
ている」

1952-10-25 2-5 外人登録反対―朝鮮人市役所に申し
入れ

ウトロ 社会③ 「ウトロ部落民を主流とする朝鮮人約八十名が
宇治市役所を訪れ宮本戸籍課長に①失業者に
職を貧困者に生活保護を、朝、中国人だからと
云って区別するな②朝鮮人、中国人に対する弾
圧とデマ宣伝を即時止めるな③朝鮮人は登録
すれば強制退去させぬ等④民族教育文化を保
証せよ等八項目を受入れぬと登録切替は断平
拒否すると申し入れた」
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1952-10-29 2-5 ウトロも円満に登録―宇治市の外人
登録好調七五%

ウトロ 国家 
政策

「同日正午近くには伊勢田ウトロ民が大挙押し
よせ佐久間助役、宮木戸籍課長と面談の小学校
で民族教育を施している朝鮮学童に卒業証書
を出す折に取計え②貧困者には登録の写真代
を出せ等を要求、部落内の朝鮮人学校舎の修理
するとの確約まで得て円満に両者間に解決●
つき午後二時からウトロ六百名が●内６ヶ所
受付で続々と登録を開始、予想されていた紛争
もおこらずスムーズに行われ午後七時までに
は七五％の八百七十一名が登録を終え予想外
の高調であった」

1953-03-03 1-1 大久保に米軍飛行場建設？―久世
中、ウトロも立退きの危機

ウトロ 国家 
政策

【小見出し】早くも街に反対の伝単！ 
「宇治火薬廠問題が一段落ついてヤレヤレと思
つたのも束の間、今度は市内伊勢田、大久保町
並びに佐山村にかけて面積六十町歩、総工費
一億六千万円で米軍大久保飛行場が建設され
るとの噂さが同方面に流布され既に森口組が
請負つたと云われている」

1953-03-28 2-1 大久保飛行場問題深刻―広瀬文部政
務次官の来宇で具体化

ウトロ 国家 
政策

【小見出し】久世中廃校の危機も予想

1953-04-02 2-3 大久保飛行場問題●然急迫―朝鮮人
代表キャンプに押しかける

ウトロ 社会③

1953-04-14 1-2 大久保飛行場反対ののろし―大久保
小で市町村民大会開催

ウトロ 社会⑥ 連帯

1953-05-26 1-1 大久保飛行場の境界に杭打ち込まる
―話合いつかぬうちに強行

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】ウトロ“殺し合い辞せず”と強硬 
「久世中組合会やPTAが隣接の米軍施設や米軍
刑務所は生徒の環境に悪いと米軍のあらゆる
施設の撤去を外務省に陳情、ウトロ朝鮮人部落
では米軍大久保飛行場建設絶対反対と愛国的
闘争を展開しているのを尻目に米軍では●五
日午前ウトロ部落と米軍飛行場建設予定地の
境界に杭を打込み、ウトロ部落民の神経を刺戟
させた」

1953-08-15 1-1 RRC、軍事基地拡張せず ウトロ 国家 
政策

【小見出し】ウトロ部落抑圧の意思なし―スウ
イーニ大佐の回答要旨

1953-10-24 1-1 ＜社説＞ウトロの斗いを再評価せよ ウトロ 社会⑤ 「戦後、宇治市民主陣営の前衛として官憲によ
る数度の弾圧にも屈せず日本の独立と平和の
ために協力して勇敢に斗っている市内伊勢田
町のウトロ部落朝鮮人に対して悪質なデマや
低い政治意識を暴露した誤解が水害後市内の
色々な方面で取り交わされている」「再軍催に
狂奔する吉田政府の反動政策が進むにつれて、
我々周囲の民主団体に対する此の様なデマや
誤解が将来、色々な場合に一般人との間の間策
に利用される恐れがあり我々は厳に警戒しな
ければならない」

1954-01-24 1-11 ウトロ対策自身あり ウトロ 社会⑥ 自治 「厚生課はウトロ問題で多難なように人は言う
が、私は教育問題でウトロの人々と顔ナジミに
なっているのでそう苦痛とは思はない」
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1954-08-08 1-1 朝鮮人学校閉鎖か―来年度からと強
硬方針市教育委員会は寝耳に水と語
る

ウトロ 社会③ 文部省―地元教育委と紛争、来年度から「新入
校の朝鮮人学童は一般日本人学校で一緒に教
育を受けるべきであり、また一般日本人学校内
でも朝鮮人学童のため”特設学級”は認めない」 

「ウトロ部落をシゲキし、再び市教育委員会と
朝鮮人学校側は激しく対立するのではないか
と思われる」

1955-02-09 2-3 ウトロが大挙して市長にご懇談―
我々は保護費より仕事がほしい

ウトロ 社会③ 生活扶助料不正受配の疑いで2月7日、朝6時2
名の警察が急襲、女性・子供まじえ約60名の
住民が8日池本市長を訪問

1955-02-11 2-4 日朝両国民の離間策だ―ウトロ部落
事件調査団声明

ウトロ 社会③ 【小見出し】当局の悪意に充ちた計画的宣傳
ウトロの保護費実態を監査、2月10日、府市
関係者約10名がウトロ部落訪問、平静に監査、
ウトロ側も極めて協力的

1955-11-09 1-1 宇治の朝鮮人団体戦術を大轉換―組
織も朝鮮人総連合宇治支部と改組南
北両朝を含めた平和團体に切替へ

ウトロ 社会③ 「警察と一戦を交えたり、市役所に押しかけた
り、集団暴力行為を行い、再三警察の手入を受
けた市内伊勢田ウトロの朝鮮人を主体とする
宇治市、久世郡地方の朝鮮人団体は過去の行過
ぎた運動方針を深く批判、今後の戦術を大転換
させ、組織も改め日本に在住する外国人として
日本人と手を握り平和一本に進むことになっ
た」

1956-01-07 1-6 愛のおもちに感謝の礼状―伊勢田ウ
トロ部落から市に届く

ウトロ 社会⑤ 市社会福祉事務所へ品物に対する感謝「かつて
は同部落は火炎瓶の先頭にウトロありと云わ
れ、北鮮系のセン鋭部落として知られ」

1956-04-17 1-6 まるで柔道映画のよう―ウトロの青
年がバスに投石し乱斗

ウトロ 社会① 治安

1956-07-22 2-2 三国人や法無用の建築に着手―井川
河川上にバラックを

周辺 
地域

社会① 治安 【小見出し】市当局不法建築として警察権発動
か 

「第三国人がホルモン料理屋を開業すべく市内
宇治新庄裏を流れる井川の河川上に、関係当局
へ無断で不法にも約三坪のバラックの建築に
とりかかり」

1956-08-10 2-1 臭いブタ小屋に非難ゴウ〳〵―折居
川にうぢ虫うよ〳〵

周辺 
地域

社会① 治安 【小見出し】宇治中付近でブタ飼育の朝鮮人

1956-09-15 2-1 法無用のホルモン料理店街を手入れ
―密造酒など約一石を接収

周辺 
地域

社会① 治安 【小見出し】広野町の製造元を急襲

1956-09-16 2-2 密造酒販賣者の氏名を間違って發表
―間違られた石川氏憤激！

周辺 
地域

社会① 治安 【小見出し】密造酒摘發で伏見税務署がミス

1956-09-28 1-6 宇治川の増水で隠元橋流失―低地ウ
トロでは浸水騒ぎ

ウトロ 社会② 水問題

1957-02-06 2-2 新田局で行ノウ抜取り事件―ウトロ
部落内で配達中

ウトロ 社会① 犯罪 【小見出し】北川茶店あての株券など盗まる

1957-06-28 2-4 市内で床下浸水―ウトロ30戸、木
幡4戸

ウトロ 社会② 水問題 「廿七日午後七時、自衛隊大久保部隊方面から
流れて来た水は毎年大雨が降れば床下浸水の
浮目をみる低地にある朝鮮の人達が集団居住
している市内伊勢田町のウトロ部落」

1957-07-07 1-6 伊勢田町とウトロが対立―住宅守れ
ば水田に被害

ウトロ 社会⑤ 【小見出し】水害期を控え伊勢田地区の悩み／
西村町會長解決へ努力



65京都府宇治市の地域新聞『洛南タイムス』における在日及び圏内在日集住地区・ウトロに関する記事一覧 
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1957-08-22 2-1 種村氏殺害犯人自首冷やかされ暴行
をうけ立腹―朝鮮の少年工員の犯行

周辺 
地域

社会① 犯罪

1957-09-06 2-4 ブタの取引から喧嘩―ウトロで朝鮮
人ふたり取調べ

ウトロ 社会① 治安

1958-04-02 2-1 ミズホの國“日本”がよい朝鮮人の帰
化が激增！―最近二世帯七人が認め
られる

周辺 
地域

国家 
政策

1958-08-12 2-1 宇治市内だけで既に二件―トラック
に積むや砂や泥をかぶせて擬装／直
ちに大阪に炉でとかす

周辺 
地域

社会① 犯罪 【小見出し】脱プンから朝鮮人と判明、六百万円
に及ぶ

1958-09-09 2-1 市民を驚かしたビール瓶の駆合い朝
鮮人が流血の大乱斗―三人が二、三
週間の負傷

周辺 
地域

社会① 治安

1958-12-12 2-1 飲んだくれ事件続発―生長の家修練
生が大暴れ

ウトロ 社会① 治安 ウトロ住民と喧嘩

1959-07-28 2-4 伊勢田ウトロ國男ちゃん木津川で水
泳中水死

ウトロ 社会⑤

1959-08-04 1-1 日赤厚生省、北朝鮮帰還業務の協力
―各府県と支部に指示

国際 
情勢

1959-09-11 1-1 在日朝鮮人北朝鮮帰還申請書―廿一
日から市町村役場で受付

周辺 
地域

国家 
政策

1959-09-19 1-1 廿一日から北鮮帰還申請書受付―
十六歳未満は窓口出頭しなくてもよい

周辺 
地域

国家 
政策

1959-10-28 2-3 伊勢田町國道で小学生軽自動車で十
日間のケガ

ウトロ 社会① 犯罪 加害者ウトロ住民

1959-10-25 2-5 久御山北川顔在日朝鮮人伊勢台湾風
義損金を

周辺 
地域

社会⑤

1959-11-01 1-5 北鮮帰国―米も日本を支持自発的な
帰還を認む

国際 
情勢

【見出し2】宇治市外国人登録―八五〇人の七割
完了―十一月中旬で完了豫定

1959-12-27 1-1 日韓聲明は年内に―韓國外務次官が
語る

国際 
情勢

1960-01-21 1-1 市内から初の北朝鮮帰還者―三家族
十七人が歸る

ウトロ 国家 
政策

ウトロから1家族4人など3家族17人

1960-02-09 2-1 若森子供会で盛大な送別会―北鮮へ
歸る兄弟三人を招き

周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】お遊戯や茶話会で別れ惜しむ

1960-02-16 1-7 ＜記者席＞北鮮帰還に冷淡な宇治市 周辺 
地域

国家 
政策

1960-02-16 2-1 きのう国鉄宇治駅を出発―同級生や
近隣人ワンサと見送る

周辺 
地域

社会③ 【小見出し】いつまでもし幸あれ宇治市初の北
鮮帰還者

1960-04-08 2-1 茶どころ伊勢田町の恐怖―怪火で既
に茶小屋二軒全焼

周辺 
地域

社会① 犯罪 「最近ウトロ付近の堤防の…枯草を子供が燃や
した事件があり、同町一部の子供の間で火遊び
に興味をもった精神薄弱児があり“子供のつけ
火”の線が強まっている」

1960-04-12 2-4 北鮮帰還者が撮影した映画―十六日
夜、労仂セツルメントで上映

周辺 
地域

社会③

1960-07-05 2-5 帰還生徒に送別会―西宇治中で盛大
に行われる

ウトロ 国家 
政策
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1960-07-12 1-4 きのう北鮮帰還者出発 周辺 
地域

国家 
政策

1960-08-12 2-3 国籍をきにやみ家出―宇治と東宇治
の二中学女生徒

周辺 
地域

社会⑤

1961-01-17 2-1 小正月に事故續発―同一地点で同時
に出火

ウトロ 社会② 火災 【小見出し】放火？伊勢田で二つの茶小屋（北
川）／ウトロの外人が重傷（養豚業者朴氏）

1961-02-01 2-1 本年初の大事件に発展―ウトロ手入
以来の大騒動！！

周辺 
地域

社会① 治安 伊勢田町集団赤痢

1961-06-06 2-3 朝鮮の女性三人がケガ―瑞公園のト
ラック久津川で交通事故

周辺 
地域

社会⑤

1961-06-27 2-6 ウトロで50戸床下浸水―宇治市の
被害水田冠水二百四十五ヘクタール

ウトロ 社会② 水問題

1961-09-17 1-1 死者3、重軽傷53人民家全壊228半
壊795戸―ウトロ部落（宇治市伊勢
田町）は全滅状態

ウトロ 社会② 水問題

1961-09-23 1-2 第2屋号台風の爪跡③部落全部が全
半壊―ウトロが仮設住宅と復旧資金
を要求

ウトロ 社会② 水問題

1961-10-13 1-4 仮設住宅建設は三十一戸―ウトロだ
けが敷地問題で未解決

ウトロ 社会② 水問題 「一方、希望しながら建築が決まらないのは伊
勢田町ウトロ部落の十三戸で部落内に建てる
ことになっているが、同部落の敷地は新日国工
業KKの所有地になっていたため建築するには
同社の承諾を必要とし、これまで市当局も仲に
入って交渉を進めているが、まだ話し合いがつ
かず建築決定が遅れているもの」

1962-03-07 2-5 中学生はねられて重傷 ウトロ 社会⑤ ウトロ住民が被害者

1962-11-02 1-5 北鮮帰還打切りに反対！―宇治市の
在日朝鮮公民が申し入れ

周辺 
地域

社会③ 「人道問題である」

1963-01-30 2-4 日韓会談粉粋のデモ行進―四、五日
に国民共斗会議が

周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓

1963-02-06 1-5 日韓会談反対の行進通過―きのう山
宣墓地で決起大会

周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓

1964-01-25 2-4 西宇治中生が三階から転落―きのう
左足を骨折し二ヵ月の重傷

ウトロ 社会⑤

1964-04-17 2-1 タクシー運転手に暴行―ウトロの男
を現行犯逮捕

ウトロ 社会① 犯罪

1964-10-21 2-1 ダンプと石垣にはさまる―伊勢田で
疊職人が重体

ウトロ 社会① 犯罪

1965-03-10 1-1 北鮮だより①崔成根 ウトロ 社会③ ウトロ出身の総連の幹部が3年ぶりに当新聞社
に送った手紙（0311、0320まで続く）

1965-11-20 1-4 日韓条約推進反対の提灯デモ―22
日に宇治久世公務委共斗

周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓

1966-01-20 1-1 まだ申請者は一人もなし―韓国人の
永住登録受付け

周辺 
地域

国家 
政策

1966-01-26 2-1 西宇治中校庭で轢き逃げ―テニス中
の女性生徒を追う

ウトロ 社会① 犯罪
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1966-01-28 2-4 K少年（伊勢田町ウトロ）を窃盗で逮
捕―西宇治中校庭轢逃げ事件の関係
者

ウトロ 社会① 犯罪

1966-02-03 2-3 K少年の犯行と断定―西宇治中の校
庭ひき逃げ事件

ウトロ 社会① 犯罪

1967-01-24 2-6 ウトロで古材もえる！ ウトロ 社会② 火災

1967-02-19 2-1 ウトロで作業場火災―モーター花火
が原料に引火

ウトロ 社会② 火災

1967-05-18 2-4 外国人の奥さんに献血―和解民主指
導員が率先して

周辺 
地域

社会⑤

1967-08-16 2-2 四家族がが朝鮮へ帰還申請 周辺 
地域

国家 
政策

1967-08-16 2-6 飲酒の上口論して毆りあう ウトロ 社会① 治安

1968-04-26 2-4 ウトロで宿舎、事務所全焼―異常乾
燥注意報下に火事

ウトロ 社会② 火災

1968-05-17 2-4 ケシ百五株を押収―宇治署、ウトロ
のにんにく畑で発見

ウトロ 社会① 犯罪

1968-06-18 2-3 トバク開帳中に喧嘩！―ウトロで土
木作業員を逮捕

ウトロ 社会① 治安

1970-09-25 1-3 国保の外人適用枠拡大―城陽町九月
定例町会開く

周辺 
地域

国家 
政策

1971-10-09 1-6 外人加入の結論でず―宇治市国保運
営協議会

周辺 
地域

国家 
政策

1971-11-27 1-1 外人の国保加入問題で答申―財政が
好転後に実施を

周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】年間約三百万円の超過負担

1972-03-01 2-4 ウトロでプレハブ宿舎焼く―春の防
火運動初日から火事

ウトロ 社会② 火災 【小見出し】幼児二人のマッチ遊びが原因

1975-06-11 2-4 外国人も入居できます―西大久保府
営団地第二次募集から

周辺 
地域

国家 
政策

1975-10-03 1-1 国際レベルの宇治市議会―緊迫する
朝鮮半島問題で決議

周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓 【小見出し】北朝鮮と速やかに国交を、米軍の全
面撤退をも要望

1977-06-07 4-1 水害常習地解消に取組む―赤字財政
にめげず宇治市

ウトロ 社会② 水問題 【小見出し】ウトロは今年中に水害解消

1979-04-06 3-1 防犯カメラがバッチリ撮影―宇治な
ど五府県で通帳ドロ

周辺 
地域

社会① 犯罪 【小見出し】ドライバー一本で鍵をこじあけ

1979-08-16 7-4 ウトロ準々決勝へ初名乗り ウトロ 文化 スポーツ 宇治支部長旗争奪軟式野球大会

1979-09-01 2-4 韓国へ帰れ！ソ連へ帰れ！―勝共連
合と市職労マイク合戦

周辺 
地域

国家 
政策

1980-08-26 1-5 金大中氏を殺すなの運動―大都市か
ら地方の中小都市に拡大

周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓 【小見出し】社会党が呼びかけ／きょう宇治市
で救出集会

1980-10-26 4-3 金大中を思う城陽市民集会―29日
に日朝友好促進京都婦人会議が

周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓

1980-11-27 4-1 朝鮮第一初級学校と交流会＜伊勢田
小＞―ほんとうの友情交流求めて

周辺 
地域

文化 異文化



68 全　ウンフィ

掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1981-03-31 4-1 ウトロなどが決勝戦へ―軟式野球宇
治支部予選大詰め熱戦

ウトロ 文化 スポーツ

1981-04-01 3-5 A級ウトロヤンガーズが優勝 ウトロ 文化 スポーツ

1982-02-21 3-5 外国人でも加入できますよ―宇治市
が22日から年金相談開設

周辺 
地域

国家 
政策

1982-12-02 2-4 外国人登録法の改正求めて―在日本
大韓民国居留民団南京都支部

周辺 
地域

社会③ 【小見出し】城陽市議会に請願書

1982-12-02 4-6 一晩に一億五千円動かす―とばく開
帳の暴力団幹部ら逮捕

周辺 
地域

社会① 犯罪 【小見出し】宇治署など合同捜査班―逃げた組
長を全国指名手配

1982-12-26 2-1 城陽市12月定例市議会開幕―いよ
いよ市議選決戦へ出陳

周辺 
地域

社会③ 【小見出し】外国人登録法の改正求める請願採
択

1983-05-03 8-3 若い女性二人に暴行―宇治署、配管
工ら三人を逮捕

周辺 
地域

社会① 犯罪

1984-07-17 4-7 理事旗はウトロが制覇 ウトロ 文化 スポーツ【小見出し】軟式野球宇治支部―C級夏季予選は
城南クが優勝

1984-12-04 6-4 ウトロヤンガーズが優勝！ ウトロ 文化 スポーツ【小見出し】軟式野球連盟宇治支部長旗大会

1985-02-17 2-1 指紋押捺の義務付け廃止を要望―日
韓親善城陽協会と民団

周辺 
地域

社会⑥ 連帯 【小見出し】在日外国人の人権を不当に侵害―
今城陽市長に「国へ働きかけを」

1985-03-16 4-5 宇治市内三ヶ所で火の手上がる―空
家、倉庫ばかり三件連続

ウトロ 社会② 火災 「この火事から約一時間後南二・五キロ離れ
た同市伊勢田ウトロ五一、無職原田さんこと
文判●さん（六二）方木造トタン葺倉庫の中央
付近から出火、同倉庫二十四平方メートルを
全焼、北隣の無職長谷川さんこと李月福さん

（六八）方にも燃え移り木造トタン葺平家建物
約三十二平方メートルを全焼、さらに西隣、南
隣の家屋一部などをこがして約二十五分後に
消し止められた」

1985-06-29 2-5 拒否者ただちに告発はしない！―城
陽市・岩崎助役

周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】在日外国人指紋押なつ問題―市議
会予算特別委員会で議論

1985-07-16 1-6 木刀で殴り逃走の男逮捕―宇治署 周辺 
地域

社会① 犯罪

1986-07-12 7-5 今どき宇治市内に上水道のない地域
―ウトロの住民が市に陳情

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】安全基準下回る井戸水を使用―伝
染病発生や火災時の心配も／土地は日産車体
KKの所有／会社の承諾なければ敷設できず 
ウトロ地区を代表して文東起さんら地元住民6
人は、ウトロ地域に水道を敷設する運動に協
力している京都精華大学教授など6人、堤武彦

（公）、浅井厚徳（社）、浅見健二（社）市議の援助
を得て

1986-09-30 4-1 民族交流で友情深まる―宇治市立伊
勢田小学校

周辺 
地域

文化 異文化 【小見出し】京都朝鮮第一初級学校招待―市内
17小学校で秋の大運動会開く

1987-02-20 3-1 ウトロ地域に上水道敷設を―神楽田
ホールで市民シンポジウム

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】金気の井戸、ガマンも限度―防災、
衛生面でも大きな問題と

1987-03-11 1-1 日産車体がOKのサイン―宇治市ウ
トロ地区への上水道管埋設

ウトロ 社会④ 運動 3月10日、自治会長の平山氏と記者会見。日産
車体本社とウトロ地区自治会間の合意が成立。

1987-03-29 3-5 3 ヶ月あれば水道管敷設―秋にはウ
トロ地区に上水道給水か

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治市―地元や市民の会は喜びの
報告会
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1987-12-10 3-1 大韓航空行方不明事件―殺す、爆破
するぞなどと朝鮮総連に脅迫電話相
つぐ

国際 
情勢

【小見出し】南山城支部―脅迫、暴力行為許せぬ
とコメント

1988-01-13 5-3 40周年の悲願ここに実る―宇治市
ウトロ地区に市営水道を布設

ウトロ 社会④ 情報 ウトロ地区水道管布設を要望する同胞の会主
催で工事開示を祝う式

1988-03-01 2-3 外国人も職員採用試験に応募できる
―宇治市が国籍条項の一部撤廃

周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】全職種撤廃しないと差別につなが
る―押捺を考える市民の会一歩前進と評価し
ながらも憂う

1988-03-04 8-5 密入韓国人と知りながら隠匿―田辺
のビニール会社工場長逮捕

周辺 
地域

国家 
政策

1988-03-27 8-1 モテルに連れ込み乱暴―宇治市内の
4人組

周辺 
地域

社会① 犯罪 【小見出し】夜間の一人歩き女性にターゲット
―甘い言葉に御用心車使った犯行、余罪も追及

1988-06-02 1-1 在日外国人の人権守るため―指紋押
捺、外登証常時携帯廃止を

周辺 
地域

社会⑥ 連帯 【小見出し】考える宇治市民の会が市に申入れ

1988-07-27 1-1 ウトロの住宅地を売却―80世帯の
住民知らないうちに

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】日産車体（株）が不動産会社に―居
住権、生存権侵害される、町内会が宇治市に「善
処して」と陳情

1988-07-28 1-1 平山氏に売却したので会社はかかわ
りない！―日産車体見解発表

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】ウトロ発展になると思う―人権、国
際問題には発展しない、土地賃貸料もらわず税
金払って来た

1988-10-07 1-1 日産車体はインギン無礼―親会社の
日産自動車も同様

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】善処要望の申入れに対して何ら返
事もないと記者会見―ウトロ地区の住民代表
約10人

1988-10-25 3-6 ウトロ地区の未来を考えよう―宇治
市四百人が参加し交流し合う

ウトロ 社会④ 運動 10月23日、『ウトロ町づくりの集い』開催

1988-12-21 1-5 不法占拠地、即刻明け渡しを―ウト
ロに居住の78世帯に内容証明

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】西日本殖産、法的手続きも明らかに

1988-12-25 1-1 日産車体と話し合い仲介求め―伊勢
田町ウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】地元住民ら宇治市へ要望―まちづ
くりへの講師の派遣も「法には法で」西日本殖
産に対応

1989-01-05 1-1 人権・国際問題に発展しかねぬ情勢
―仲介役の市も極めて慎重

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】解決する？ウトロ地区の土地問題

1989-01-18 1-1 浅井議員ウトロ土地問題で質問―日
産車体との仲介進展度は

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】11月に市の用地課長を本社に派遣
―社内検討すると回答、その返事なし 
12月宇治市定例議会

1989-01-19 1-1 追い出されそうな住民―どうなるウ
トロ土地問題

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】第3者に売却した日産車体―土地賃
貸料も払ってない住民、どちらにも手落ち市の
仲介より国の公正判断を

1989-02-01 1-1 宇治市議会社会党も予算要望出す―
ウトロ土地問題早期解決を

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】民間委託は慎重な対応求める

1989-02-14 1-1 突然、建物の解体強行へ―宇治市ウ
トロ地区土地問題

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】寝耳に水の住民らが抗議―宇治署
も出動し険悪なムードに、断念したが「やりま
す」と解体を表明

1989-03-07 1-6 追い出し訴訟に持ち込まれたウトロ
住民を支援しよう

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治市民有志で組織づくりを準備
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1989-03-23 4-1 住民支援に守る会結成―ウトロ土地
問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】当面は「立ち退き」裁判を支援―地
上げ反対などのアピール文決める

1989-04-09 1-1 今後は国際問題に発展か―宇治市・
ウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】「正式にはお会いできぬ」と日産車
体の回答に住民ら怒る―今後、具体的な抗議行
動を協議 
4月8日、ウトロ土地問題対策委員会が記者会
見

1989-04-13 3-1 日産車体の拒否回答で険悪化―ウト
ロ住民の立退訴訟問題

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】国際問題化も必至の情勢―近く住
民、支援団体が何らかの行動、国土法申請内容
に偽り記載の疑い

1989-04-18 1-1 京都府に対し行動開始―ウトロ地域
の住民や支援団体

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】80世帯住民に土地払い下げを―府
が戦後処理怠ったのが原因だ／西日本殖産に
国土法違反の疑いある 
4月17日、町内会長・対策委員会長・総連・民団・
守る会が京都府訪問

1989-04-18 1-4 29日に日産車体京都工場へ―ウト
ロ住民や支援団体1000人が抗議行
動

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】我々の生活守れのビラ4万枚も配布

1989-05-21 4-1 感動と興奮に拍手もやまず―宇治市
文化センター大ホール

周辺 
地域

文化 異文化 【小見出し】美しい朝鮮の歌と踊りに魅了―金
剛山歌劇団公演に超満員の観客

1989-07-08 1-1 生活の根幹脅かされている―宇治市 ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】ウトロを守る会学者・文化人が共同
声明出し日産車体を批判 
第7回目裁判後報告会

1989-07-28 2-1 友情育んだホームステイ―第9回日
韓親善少年サッカー

周辺 
地域

文化 異文化 【小見出し】言葉通じなくても心は通う―「金で
買えない経験」と民泊家庭 

「韓国の大邱直轄市と城陽市サッカーチームの
昭和五十六年から九年間にわたる交流は、大人
達をもまき込み、日本人、韓国人、在日韓国人
のトライアングル交流を生み出し根付いてい
る。今年やってっきた新興（シンウン）国民学校
の選手十四人は…【後略】」

1989-10-03 1-1 日産車体と日産自動車にウトロを守
る会が質問状送る

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】回答なき場合は本社へ抗議行動

1989-10-15 1-1 解体工事に入ると通告―宇治市・ウ
トロの土地問題

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】西日本殖産が購入した家屋―係争
中なのにと地元を刺激、17日に住民結集して
阻止運動展開

1989-11-02 7-1 日韓、日朝の政治問題に発展か―宇
治市・ウトロの土地問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】公開質問に日産の回答なし―今月5
日には千人規模の抗議行動／抗議と支援要請
に全国各地へ

1989-11-02 7-6 ウトロ問題のアピールに ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】リーフレット「この土地に生きる」
発刊

1989-11-05 1-4 朝鮮総連に対する誹ぼうだ 周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】金南山城支部委員長記者会見して
談話発表 
パチンコ疑惑に関して

1989-11-07 3-1 地上げからウトロを守ろう！―第2
回ウトロ町づくりの集い

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】参加者700人がデモ行進で訴え―20
日には日産抗議東京・平塚行動

1989-11-15 2-1 市を挙げての熱烈歓迎に感激―城陽
市日韓親善友好市民訪問団

周辺 
地域

文化 異文化 【小見出し】城陽市、慶山市、大邱市を調査―団
員報告書まとめ市長に提言
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1989-11-16 1-5 ウトロを守ろう東京行動―日産車
体・日産自動車本社へ

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】19日夜貸切バスで出発―20日朝か
ら抗議行動展開

1989-11-22 1-1 日産車体本社と親会社の日産自動車
に抗議！―ウトロを守ろう東京行動

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】両会社とも門閉じ面談拒否―法務
庁とは会え事態解決要請／日産車体本社―社
員一人出て来ただけ

1989-12-01 1-1 ウトロ問題も韓国・朝鮮人いじめの
一環か？―終戦未処理、日本政府の
責任

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】公営水道敷設の事実は…住民の居
住権認めての措置／逓信省の飛行場建設地な
ら国有地の筈、なぜ民間会社の所有に？

1989-12-02 2-1 全国規模、国際問題に発展―ウトロ
土地問題

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】近く全国キャラバンも出発―男性
週刊誌プレイボーイでも特集

1990-03-14 3-5 ウトロ問題がテレビに…18日の夜
の毎日テレビ深夜番組で

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】「ウトロ90・冬｣スタッフが泊りが
け取材

1990-04-14 3-5 ウトロと同様の西ドイツへ―守る会
が田川さん派遣

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】ユダヤ人強制労働させた

1990-04-14 3-6 4・29ウトロの集い開く ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】日産車体への抗議せず結束誓う祭
典
町内会の集い、新屋英子の一人芝居、自然食品
などのバザー、キムチ・焼肉、ビデオ上映など

1990-05-27 7-1 ウトロ問題！十分に理解してもらえ
た―守る会の田川さん報告会

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】東西ドイツの訪問終え帰国―平和
交流やメーデーデモに参加

1990-06-02 1-1 ウトロ問題、国会の場へ！―社会党
国会議員調査団が来宇

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】市役所やウトロを訪れ懇談

1990-06-05 1-1 戦後はまだ、終わっていない―社会
党ウトロ問題国会議員調査団

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】オモニの訴えに足を止め―苦難、屈
辱に満ちたウトロ歴史を聴く／問題解決は国
会の場でと約束

1990-06-06 1-1 さすが国会議員視点が違う―ウトロ
問題国会の場へ

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】土地売買と水道敷設疑惑視―居住
権もつウトロ住民の生存権奪う行為／世界的
に日産車の不買運動も…／石井助役は疑惑説
を一蹴！

1990-06-10 4-3 日本で働くために来た 周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】宇治署が不法残留の韓国人を逮捕

1990-06-20 1-1 ウトロ問題が国会で論議―小沢代議
士(社）が集中質問

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】きょう開かれる法務委員会で各省
庁から宇治市や京都府に問合わせ

1990-06-22 2-1 国会（衆議院法務委）で初の論議―ウ
トロ問題政治課題に発展

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】土地売買、国土法違反の疑い―日産
車体の責任で解決はかれ／小沢代議士（社）が
質問戦を展開

1990-07-18 1-3 ウトロ支援の輪ひろがる―国際平和
フォーラムも開催

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】西ドイツのワーゲン社から代表招
いて

1990-07-28 8-1 31日にウトロを訪れ激励―ピース
サイクル90年が宇治市へ

ウトロ 社会⑥ 連帯

1990-08-01 1-5 日産へウトロ住民と抗議行動―ピー
スサイクル90が宇治市入り

ウトロ 社会⑥ 連帯

1990-08-14 1-1 戦争中の強制労働に償いを…―国際
平和フォーラムINウトロ

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】日本政府や日産車体を批判―ウト
ロは我が子のふるさとです／日本人妻がア
ピールを発表

1990-10-25 3-1 団結固めて原点見つめようと―ウト
ロ町づくりの集い

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】河原子供会の中村さん迎え―来月3
日に城南勤労者福祉会館へ 第3回ウトロ町づく
りの集い
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1990-11-16 1-4 入洛した田辺社党副委員長に―ウト
ロ代表が助けを求める

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】社会党としては全面支援を約束

1990-11-17 5-1 朴町内会長ウトロの窮状を訴える―
東京の日朝韓関係問い直す集会で

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】日産自動車不買運動も決議

1990-12-09 2-6 ウトロから歌や踊りで出場―勧業会
館で開催の秋まつり京都

ウトロ 文化 地域

1990-12-28 1-1 ウトロ裁判正念場へ―住民立退き訴
訟問題

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】来年から証人調べはじまる―第1世
の文光子さんも証言に立つ／日産車体の関係
者も出延か

1991-01-12 2-3 日韓の歴史教える授業を参観 周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓 【小見出し】城陽市―釜山市の教諭一行三人を
歓迎

1991-01-24 1-1 団体間の交流通して理解深めよう―
慶山市姉妹都市調印

周辺 
地域

文化 異文化

1991-02-09 1-4 日本政府に陳情求め訴訟の韓国人元
兵士ら五、六人が同じ境遇と激励の
ためウトロ訪問

ウトロ 社会④ 韓国

1991-02-23 8-5 立退きを訴訟に追い込まれているウ
トロの人達の姿を写真に

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】小川省平さん尾長猫の裂屋で作品
展

1991-02-24 2-5 戦争責任を問うシンポジウムに出席 ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】ウトロを守る会とウトロ婦人会

1991-03-05 1-1 社会党新人候補決まる―宇治市議選 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】市民運動家の田川明子さん―公認
ではなく推薦で出馬

1991-04-11 1-7 韓国人の若い女性が訪独―ウトロか
らメッセージを預って

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】同大大学院に留学中のカンへジョ
ンさん

1991-04-25 1-1 ウトロの立ち退き裁判新段階に―日
産車体関係者が証人に立つ

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】ウトロの住民28日に日産車体包囲
パレード

1991-05-01 6-1 地上げ反対、生活守れ―第3回ウト
ロの集い開催

ウトロ 社会④ 運動 4月28日。町内会と守る会共催、京都工場周辺
パレード。300人余り集まる

1991-08-20 6-3 ウトロに学ぼう来たれ中高生！ ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】めぐみ学舎の参加者を募集

1991-09-07 1-3 米国でウトロの窮状を訴えた―韓国
人の李由美さんが渡米

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】東海岸の大学や人権団体などで講
演

1991-10-22 1-4 ウトロ裁判闘争へ支援の輪 ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】ウトロ町づくりの集い支援市民ら
百五十人 
10月20日、第4回ウトロ町づくりの集い

1991-10-25 2-1 ウトロ婦人らと交流―井手町 ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】いづみ婦人教室の20人―韓国料理
づくりなどで

1991-11-08 1-1 和解に向けた提案受け入れ―ウトロ
土地問題

ウトロ 社会④ 裁判 京都地裁で15日に話し合い、11日住民集会開
き意見集約／社会党国家議員たちが現地調査
へ

1991-11-12 1-1 戦後処理問題として協力要請―社会
党ウトロ調査団

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】解決へ宇治市の積極協力求める―
総務庁長官への地元からの要望書提出

1991-11-15 2-1 問われる住民の結束力―ウトロ土地
問題

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】きょう京都地裁で和解案提示―社
会党国会議員と日産車体が話し合いへ

1991-12-11 3-1 原告側、一括買い取りの金額提示―
ウトロ訴訟の第2回和解交渉

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】「納得できる金額ではない」―住民
側、持ち帰り協議と回答

1992-01-24 7-1 住民側、一括買い取り価格の再考求
める―ウトロ訴訟第3回和解交渉

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】価格面でかなりの開き―原告側、買
取り時期示すよう求める



73京都府宇治市の地域新聞『洛南タイムス』における在日及び圏内在日集住地区・ウトロに関する記事一覧 
（1946～ 2010年）
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1992-02-04 1-1 ウトロ問題、米講演の成果報告―在
日朝鮮人3世の李さん

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】国際世論へ訴え、土壌作りに成果―
差別の実情に「なぜ許されるか？」5日夜に宇治
市内で帰国報告集会

1992-02-07 1-3 ウトロ住民らに米講演会帰国報告 ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】在日朝鮮人3世の李さん―差別に
「アジアは一つなのに」の声

1992-02-07 1-7 住民側、土地価格の算定資料を提出 ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】ウトロ訴訟第4回和解交渉

1992-03-06 7-1 住民側の買取り価格提示へ―ウトロ
土地問題で5回目の話し合い

ウトロ 社会④ 裁判

1992-03-18 1-1 民族学校通学生に就学援助―宇治市
教委

周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】四月から「公立並み」に制度ワク―
浅井議員：学用品、給食費などを援助

1992-03-24 3-3 ウトロ婦人会の農楽隊も―第6回井
手町解放文化祭開く

ウトロ 社会⑥ 連帯

1992-04-17 3-4 裁判官が買取りの和解額示す―ウト
ロ土地訴訟の第七回和解交渉

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】原告・被告双方の示した中間額提示 
4月16日

1992-04-18 1-4 ウトロ土地問題、国際世論へ―アメ
リカ、韓国の新聞に意見広告

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】26日の集いでも資金カンパ呼び掛
け

1992-04-28 4-7 真の解決まで闘いぬく決意―宇治市
ウトロの集いで住民代表

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】米・韓の新聞に意見広告運動―土地
問題解決へ300人支持者らに協力を呼び掛け

1992-05-02 6-1 激走記者45年中村啓次郎（10）―暴
力団に囲まれ市役所に逃げ込む

ウトロ 社会⑤ 【小見出し】ウトロの市民集団が私を支援―警
官隊も駆け付け大騒動に

1992-06-02 1-1 和解交渉不成立に終わる―ウトロ訴
訟問題

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】原告会社側が和解案拒否―双方の
買取り希望価格折り合わず／金町内会長「大変
残念」とコメント

1992-06-10 47年ぶりにふるさと宇治へ―韓国
からペク・サンマンさんが菟道小へ

周辺 
地域

社会⑤

1992-08-06 7-1 ウトロ土地問題世界世論へ―意見広
告運動成功へ地元集会

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】9日に府立城南勤労者会館で―11月
下旬ニューヨークタイムズに掲載へ

1992-08-15 5-1 戦後補償とPKOのはざまで…―宇
治市

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】ドイツ青年らがウトロを訪問 
8月13日の国際平和フォーラムのため

1992-09-30 5-1 ここは命の土地だから―ウトロ町内
会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】来月七日に農楽と演劇の夕べ―ウ
トロを守る輪に加わること願い

1993-02-10 1-4 意見広告運動でキャンペーン ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】ウトロ町内会代表ら外国人記者へ
訴え

1993-03-02 1-1 N・Yタイムズに意見広告―宇治市
のウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】1日付紙面に「訴え」を1頁掲載―日
産や政府の責任追及し支援求める

1993-03-20 1-1 クラスメートにありがとう―心ひと
つに感動の卒業式

ウトロ 社会⑤

1993-06-01 1-1 在日コリアンの状況に理解を―ウト
ロを守る意見広告運動

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】NYタイムスで予想以上の反響―邦
訳内容をあす洛南タイムスに掲載

1993-06-02 8-1 全面広告（邦訳）御支援、ありがとう
ございました！

ウトロ 社会④ 国際 
社会

「アメリカ市民へ、日本のウトロのコリアンか
らの緊急の訴え・なぜ日産は私たちの家庭をこ
わしたいのか？」

1993-06-08 1-4 ウトロは世界に訴える ウトロ 社会④ 運動 6月6日。第5回ウトロ町づくりの集い

1993-08-13 7-1 ウトロを守ることで、国際貢献を―
日独平和フォーラム一行のドイツ人

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】宇治市長にメッセージ手渡す―ウ
トロ問題で「残る戦後に驚き」と感想も
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1993-09-11 5-5 ウトロ支援求め住民ら3人が渡米―
ウトロ町内会米の市民運動家の要請
に応え

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】N・Yタイムズへの意見広告、大き
な反響

1993-09-26 7-1 ウトロ土地問題、民族差別問題題材
に創作劇―宇治高校2年5組

周辺 
地域

社会⑥ 連帯 【小見出し】「トンム―友情の架け橋」上演―今
月30日に文化センターで本番舞台

1993-09-29 7-1 全米各地に支援の輪広がる―ウトロ
代表団帰国報告

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】戦後補償、民族差別問う―ロサンゼ
ルスなど3 ヵ所に事務所

1993-10-21 3-5 一人のオモニの生きざまを舞台化―
24日のウトロ町づくりの集いで発
表

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】一人芝居「ウトロ、わが生命」を披露

1994-02-26 1-1 ウトロ訴訟、住民側が準備書面提出 ウトロ 社会④ 裁判

1994-06-28 1-1 一般会計補正など10議案可決―宇
治市6月定例議会、閉会

周辺 
地域

社会③ 在日朝鮮人への暴行で決議、可決

1994-07-26 1-3 ウトロ支援へ米国の支援組織代表―
日系の元事務局長、対政府交渉で要
請

ウトロ 社会⑥ 連帯 7月25日ウトロ訪問、NYタイムス全面広告から。
守る会のメンバー含め7人が参加・広島の平和
グループと交流

1994-08-26 1-1 30日にも住民側へ原告が売却額提
示―宇治市ウトロ土地問題和解交渉

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】交渉大詰め、新しい町づくりへ意欲
―市民代表、市に改めて支援要望寄せる

1995-02-03 7-1 在日朝鮮人の人権問題考える 周辺 
地域

社会③ 総連南山城支部で朝鮮学校を知る会が第4回勉
強会

1995-04-29 1-1 第2次和解交渉も不成立―住民側、
裁判所の和解案を拒否

ウトロ 社会④ 裁判 4月28日。買い取り価格17億円（1坪27万円）

1995-08-01 1-1 土地問題ネック、給水管引き込めず
―宇治市ウトロ地区

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】土地所有者の同意前提の厚い壁 
町内会として正式に市へ要望

1995-08-15 1-1 歓喜で迎えた玉音放送―宇治市ウト
ロ地区

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】人間の尊厳と平和に熱いまなざし
―解放から半世紀今も残る掘っ立て小屋の飯
場跡

1995-11-07 4-1 悲観も楽観もせず解決の道へ―宇治
市ウトロ町づくりの集い

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】新たに土地売却の情報も―結局固
め水道問題も行政へ働き掛けへ

1996-02-15 4-1 韓国から議員が視察へ ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】戦後補償で国際世論を喚起

1996-02-22 3-6 朝鮮初級学校と交流深める―宇治市
伊勢田小

周辺 
地域

文化 異文化

1996-02-29 1-1 韓国の市議員ら現地調査―宇治市ウ
トロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】「戦後補償」で人道的解決を―市役
所を表敬訪問“生存権の保護”など市に要請

1996-02-29 6-1 平和な生活、両国民の支援で ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】政治的解決に向け事態注視

1996-05-28 1-3 宇治・ウトロ支援へ ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】在日2世の人気歌手新井英一さん熱
唱

1996-07-10 1-4 韓国からカトリック人権委―13日
に土地裁判支援へウトロ入り

ウトロ 社会④ 韓国

1996-07-14 4-1 ウトロ問題の早急解決で声明―韓国
カトリック人権委が訪問

ウトロ 社会④ 韓国 韓国カトリック人権委が訪問。斎藤さん案内、
飯場の跡地など

1996-11-01 8-1 ウトロ問題で日韓市民交流―宇治の
ウトロ土地裁判

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国キリスト教教会の一行が来日
―守る会と意見交換、国を越えた運動の在り方
を模索

1997-01-30 1-1 14億円の買い取り金額提示―ウト
ロ訴訟第3次和解交渉

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】裁判所が住民側に和解案
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1997-03-20 6-1 和解交渉、三たび決裂―ウトロ土地
訴訟

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】買取り価格14億円「納得できない」

1997-05-23 1-4 25日に「ウトロのつどい」韓国の調
査団が連帯アピール

ウトロ 社会④ 韓国

1997-05-27 1-1 韓国からの調査団、宇治市訪問―ウ
トロ土地問題で助役に面談、要請

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】中野助役―従来方針踏まえ、理解示
す

1997-09-19 1-1 水道給水申請は市条例で認められず
―宇治市ウトロの12世帯住民

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】土地所有権をめぐり係争中の「厚い
壁」―所有者の承諾前提で今回も話し合いは平
行線のままに／一部井戸水から大腸菌、窮状訴
える

1997-09-20 4-1 あす韓国、国会や外務部へ支援要請 ウトロ 社会④ 韓国 9月21日~25日

1997-10-17 2-1 ウトロ訴訟、一部14世帯で結審―
来年3.26京都地裁で判決

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】残る55世帯分についても順次結審
へ

1997-10-18 2-7 2世帯分結審、来年1月30日結審 ウトロ 社会④ 裁判

1997-10-28 6-1 居住権の戦いに決意も新た―宇治市
「ウトロ町づくりの集い」

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】土地裁判、水道給水で経過報告―ハ
ビタット（日本NGOフォーラム）も連帯あいさ
つ

1997-10-29 7-1 土地に生きる姿鮮明に―鋭く問う
「終わらない戦後」

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】守る会が歴史と運動の記録を出版 
「ウトロ置き去りにされた街」

1997-11-14 4-1 ウトロ農楽隊が出演へ ウトロ 文化 地域 宇治市中学生の主張大会

1998-01-31 1-1 被告住民側「敗訴」の厳しい審判―ウ
トロ土地訴訟、京都地裁で初判決

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】時効による土地取得主張認めず―
「不当判決」として、ただちに控訴へ／ 5グルー
プ中の2世帯3被告分主張した歴史的過程の判
断回避

1998-01-31 1-7 もう声でえへん、涙しかでん―判決
後に被告住民らが報告集会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】「これからもウトロに行き続ける」
と涙

1998-02-03 7-1 命と土地、どっちが大事―宇治市の
ウトロ住民

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】初判決受け、市役所前でビラ配布―
「ウトロに生きる」の横断幕も市の給水拒否の
姿勢に怒りの声

1998-02-03 7-5 「隣人」の声を聞いて―ウトロ入口に
も立看板

ウトロ 社会④ 運動

1998-02-24 1-1 被告住民に立ち退き命令―ウトロ土
地訴訟、京都地裁判決

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】先月に続き10世帯にも厳しい判決
―時効取得成立の主張に対し移転登記事実か
ら原告の所有権認定／水道の給水求めて提訴
へ

1998-02-24 1-7 水道の給水求めて提訴へ―ウトロ住
民

ウトロ 社会④ 裁判

1998-03-05 3-1 申請拒否は市の義務違反―宇治市の
ウトロ地区住民

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】水道給水を求めて可処分申請―井
戸水から大腸菌／現状放置は在日への民族差
別

1998-06-26 4-1 ウトロの現状、知らせたい ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国仁川の放送局―土地裁判めぐ
る取材で来日

1998-06-26 4-5 被告31人の審理は来月30日結審 ウトロ 社会④ 裁判

1998-07-18 1-1 再び、被告住民敗訴の厳しい内容―
ウトロ訴訟、11被告に対する地裁
判決

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】不登記を理由に住民の所有権認め
ず
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

1998-11-19 1-1 市政と議会の変革掲げ出馬表明―宇
治市議会市民運動家の吉田泰夫氏

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】手作り選挙で「市民の党」結集めざ
す

1998-11-26 2-1 民族学校卒業生にも国立大学受験資
格を―朝鮮学校を知る会

周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】在日外国人の学ぶ権利考える集い
―12月5日文化パルク城陽で

1998-12-06 2-4 在日外国人の学ぶ権利を考えよう 周辺 
地域

国家 
政策

【小見出し】城陽市で集い不断の努力で内外国
人平等を

1998-12-23 1-1 被告住民側の控訴を棄却―ウトロ訴
訟、初の提訴新版決

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】「住民立ち退き」の一番判決支持―
きょう抗議集会時効による土地取得主張を退
ける

1998-12-25 6-1 高裁判決に150人が抗議集会―宇治
のウトロ住民

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】企業・行政責任を問いデモ行進 
12月23日ウトロで人間の鎖・「ウトロ土地訴訟」
で被告住民の控訴を棄却する高裁判決に抗議

1999-01-29 1-4 地裁最終判決も住民側敗訴―ウトロ
土地訴訟

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】31世帯に立ち退き命令

1999-02-24 2-1 5代目交流員は明るい在日3世―城
陽市

周辺 
地域

社会⑤ 【小見出し】日韓交流のかけ橋になりたい―19
歳の時、差別意識の呪縛から解放

1999-06-29 6-6 12世帯13人の上告棄却が確定―宇
治ウトロ訴訟

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】住民集会「ウトロで生きる」を確認

1999-07-24 1-1 ウトロ問題、韓国のTVが取材―宇
治市役所で市助役にインタビュー

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】立ち退き命令確定、差し迫る状況―
ウトロを守る会にスポット来月11日に特番放
映へ来日

1999-08-12 1-1 追い出されたら私ら行き場ない―ウ
トロ住民代表、宇治市に陳情

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】立ち退き命令確定の13人が「直訴」
―強制執行も迫るなか市に具体的施策求めて
訴える

1999-10-20 5-9 宇治市に続いて府へも窮状訴える―
ウトロ住民代表、救済の検討申し入
れる

ウトロ 社会④ 運動 10月19日、町内会から

2000-01-16 1-3 生活防衛や雇用確保に積極対応を―
社会議員団

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市予算編成へ122項目の要望提
出 

「ウトロ土地問題での住民の居住権を守る立場
から自治体としての積極施策を講じること」

2000-03-14 8-1 同胞の不安、政府に伝えて－宇治市
のウトロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国第2建国委の団長が訪問―金大
中大統領のブレーン町内会・守る会が支援を要
請

2000-04-25 1-6 迷惑駐車防止にパトロール―伊勢田
連合町内会

周辺 
地域

社会⑥ 自治 ウトロ町内会長も参加

2000-05-03 8-1 郷土の味覚で同胞支援―宇治市のウ
トロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】ソウル興仁LC役員が訪問―日本の
姉妹クラブが協力／激励に海産物の土産を持
参 
99年11月に放映した韓国KBSのドキュメンタ
リーを見て

2000-05-16 2-6 分割の区画整理を展望―宇治市のウ
トロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】土地問題、現実的対応を模索―住民
案まとめ、行政へ要望へまちづくり集会

2000-06-28 2-5 住民全員の控訴棄却が確定－京都高
裁ウトロ訴訟、3住民は上告へ

ウトロ 社会④ 裁判 6月27日。大阪高裁。69人（68世帯）の全員棄却

2000-07-04 8-1 老人にやさしい開かれた街に―宇治
のウトロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】21世紀のウトロ再生で住民集会―5
つの柱で区画整理―青写真を示し、行政に提示
へ



77京都府宇治市の地域新聞『洛南タイムス』における在日及び圏内在日集住地区・ウトロに関する記事一覧 
（1946～ 2010年）

掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2000-07-11 3-1 愛された「お啓ちゃん」逝く―中村啓
次郎本紙相談役

周辺 
地域

社会⑤ 【小見出し】「地域に民主主義を」と創刊

2000-08-03 3-1 「再生プラン」府・宇治市に来月提示
―ウトロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】立ち退き裁判敗訴の中、方針転換―
出発点の12日にまちづくりの集い韓国から支
援のオーケストラも

2000-08-12 7-1 韓国の青少年・婦人らウトロ訪問―
きょうまちづくり集会

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】「水道のない暮らし」に驚き 
8月12日。韓国城南市盆唐青少年オーケストラ
メンバー来日

2000-09-15 1-1 「再生プラン」宇治市に提示―ウトロ
町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】府にも来月中旬メドに検討要請へ
―市の総合計画にも連動／国際交流ゾーンや
戦争遺跡整備も提案

2000-09-27 1-7 自衛隊問題やウトロ問題で質問 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】向野議員―市、従来スタンスの答弁
でかわす

2000-10-01 1-1 現実的な解決策、焦点に―宇治のウ
トロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】「再生プラン」示し、局面打開へ―
ゆれる在日住民の人権／解決の糸口、司法から
行政へ

2000-10-04 4-1 国際人権規約を軸に学習会―宇治の
ウトロ問題

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】住民・支援者ら40人が参加

2000-10-14 6-8 「洛タイにみる50年のウトロ」―本
紙の故・中村啓次郎偲ぶ

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】宇治市城陽久御山平和まつり会場
に展示

2000-10-17 6-5 21世紀へ平和のメッセージ―宇城
久平和まつり

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】多彩なステージ・展示など企画

2000-10-27 1-1 宇治市のウトロ住民と支援者ら20
人―行政に居住地買い上げを

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治市に続いて、知事にも提出

2000-11-03 1-1 時間40mm超す集中雨 ウトロ 社会② 水問題 ウトロに浸水

2000-11-15 1-1 被告全員の敗訴が確定―ウトロ土地
訴訟

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】最高裁、残る一人の上告を棄却

2000-12-13 41-0 差別ハガキで抗議集会―ウトロ町内
会

ウトロ 社会④ 運動

2001-01-23 1-5 権限委譲は財政の裏づけで―宇治市
議会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】社会議員団が予算要望

2001-05-20 3-6 残留孤児の曲やウトロの歌届ける―
在日歌手の川西杏さん

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】6月2日宇治市文化センターで

2001-07-05 1-1 ウトロに住み続ける意義を考える集
会―日本居住福祉学会が現地で研究
集会開催

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】8日午後1時からウトロ住民らと交
流、討論会など

2001-07-10 8-1 「居住の権利」実態知って―宇治のウ
トロ地区

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】日本居住福祉学会がウトロで研究
集会―不安よぎる強制撤去／来日する国連委
員に窮状直訴へ

2001-08-02 7-5 ウトロを守る会が戦争展に出品 ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】立命館国際平和ミュージアム

2001-08-08 6-1 ウトロ問題、国連委に提起―国連社
会権規約委

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】居住の権利、日本の対応を審査―守
る会メンバー「効果的な救済」求めスイスへ 
8月下旬ジュネーブで開かれる国連社会権規約
委員会に出席、報告

2001-08-08 6-1 ＜あの人この人＞いまだ克服できな
い負の遺産―ウトロ守る会の斎藤さ
ん

ウトロ 社会⑤ 【小見出し】在日が問う「欠落した認識」
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2001-09-02 8-1 ウトロ問題、個別で言及―国連社会
権規約委

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】政府の対応に強い懸念を表明―最
終所見を発表「効果的な救済措置」に道

2001-09-05 8-1 国連の場で、予想上回る成果―ウト
ロを守る会が帰国報告

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】社会権規約委「必要な措置」日本政
府に勧告―「町づくりプラン」前進に期待を表
明

2001-11-08 1-1 土地問題ネック、改修手付かず―宇
治市ウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】集中雨のたびに民有水路から溢水
―浸水常襲地何とかして／議会決算委員16人、
現地調査を実施

2001-11-13 1-1 12年度決算、11議案を認定―各派
委員、総括質疑を展開

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市議会、決算特別委最終日／ウ
トロ浸水対策など取り上げる

2001-12-04 1-1 12月補正額は4億4千万円―宇治市 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】雇用対策の前倒し予算計上―ウト
ロの溢水対策にも取り組む

2001-12-06 2-1 国際色豊かに交流のひととき―城陽
市国際交流協会

ウトロ 文化 地域 【小見出し】今週8日、気軽に参加を 
12月8日、ウトロ農楽サークル参加

2001-12-09 2-3 迫力の演奏、心に響く歌声も―城陽
市国際交流協会

ウトロ 文化 地域 【小見出し】120人参加、会場は熱気 
ウトロ農楽サークル（7名）によるサムルノリ

（韓国の打楽器）演奏

2002-01-16 1-1 小泉さん、ウトロに来て―宇治の在
日コリアン

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】市民の声、国や府・市に手紙で―強
制執行の不安抱えて生活／政府とNGOの会議
にも出席へ

2002-02-08 1-1 ウトロ問題救済を市長に要請 ウトロ 社会④ 運動 代替住宅実現に向けた努力も要請

2002-02-26 8-1 代替住宅の建設、実現を―宇治ウト
ロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】住民・支援者ら200人が団結集会―
立ち退きの不安抱え生活／南北の在日団体も
近く調査に 
2月24日、民団、総連が同胞救済の見地から調
査団を派遣

2002-03-20 3-3 韓国の古典舞踊にいざない―宇治市
の金順伊さん

ウトロ 文化 地域 【小見出し】民団南京都支部で週1回開催中

2002-03-23 8-1 「1世救済」待ったなし―宇治のウト
ロ地区

ウトロ 社会③ 【小見出し】南北の在日団体が住民と交流―初
の合同調査“同胞救済”現実的な対応模索

2002-03-27 1-3 ウトロ問題、国との協議内容質す―
社会委員

ウトロ 社会④ 政治 3月26日、宇治市議会予算特別会

2002-04-17 6-9 フラワーコンサートに6組―21日に
宇治市植物公園

ウトロ 文化 地域 4月21日、ウトロ農楽サークルも参加

2002-05-01 6-8 町内要望を行政懇談会に反映へ―宇
治市伊勢田連合町内会事業と役員決
まる

周辺 
地域

社会⑥ 自治 ウトロ町内会も参加

2002-05-12 1-1 宇治市職労、発足50年迎える―府
内第3の大所帯今も90超す組織率を
維持

ウトロ 文化 地域 【小見出し】市民向けに記念フェスタを開催 
5月19日、ウトロ農楽サークル出演

2002-05-30 1-1 「有事法制反対」洛南の会設立―来
月、近鉄大久保とJR宇治でリレー
トーク

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】百人のピースメッセージを募集 
6月11日リレートーク開催、ウトロも言及「宇
治には自衛隊基地やウトロなど戦争を身近な
問題として考えられる場所も多い」

2002-07-07 4-1 キック、ドッジリレーで交歓―宇治
市少補

ウトロ 文化 地域 【小見出し】伊勢田支部で子ども球技・リレー大
会 
町内会の子供の会から大会
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2002-08-03 16-4 「平和のためのミニ戦争展」―6 ～
8日に中宇治の宇治橋通で開催

ウトロ 社会⑥ 連帯 ウトロの歴史について住民が語るプログラム
も

2002-08-07 8-3 悲惨な実態、歴史を若い世代へ―平
和のためのミニ戦争展

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】8日まで宇治橋通りの中宇治セン
ター

2002-08-13 1-1 懸案のウトロ溢水対策、前進―宇治
市が予算措置

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】今秋にも設計委託発注へ―昨秋に
議会が現地視察、窮状把握

2002-09-01 7-1 夏の思い出の1ページに―宇治市内
伊勢田、三室戸、志津川福祉の園

ウトロ 文化 地域 【小見出し】ふれあい納涼イベント賑わう 
ウトロ農楽サークルのオープニング演奏（写真
付き掲載）

2002-09-03 7-1 28日に「身世打鈴」上演―新屋英子
ひとり芝居

周辺 
地域

文化 異文化 【小見出し】久御山町ゆうホールで

2002-09-18 1-1 心いやす故郷の言葉―宇治市ウトロ
地区

ウトロ 社会③ 【小見出し】NPOがデイサービス活動―分室開
設から3 ヶ月、在日高齢者の憩いの場に

2002-11-07 4-1 文化の秋、多彩に地域文化祭―宇治
市

ウトロ 文化 地域 ウトロ農楽隊参加

2002-11-16 1-1 ウトロの溢水原因究明への調査―宇
治市、今月25日から実施

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】原因判明すれば、次年度に実施設計
―集中雨のたびに地域が浸水／土地問題から
水路改修、手付かずに

2002-12-06 1-1 合併問題、推進・反対の立場で論戦
―宇治市12月議会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】一般質問に13人が通告

2002-12-08 7-1 伝統遊びで仲間づくり―宇治市少年
補導協

ウトロ 文化 地域 【小見出し】2支部で将棋・かるた大会

2002-12-20 6-3 オモニとの食文化交流楽しむ ウトロ 文化 地域 【小見出し】生協城南地区運営委のキムチづく
り教室

2003-01-21 6-6 Gホームや在日の高齢者も参加―宇
治市

ウトロ 社会⑥ 自治 【小見出し】伊勢田学区福祉委が新年の集い 
1月18日、エルファの利用者、ウトロ農楽隊参加

2003-02-07 2-8 京都飛行場の足跡たどる―戦争遺跡
に平和を学ぶ京都の会

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】15日に現地学習会

2003-03-29 7-4 一致協力、適切な消防活動―宇治市
西消防署

ウトロ 社会⑤ 【小見出し】民家火災で山本さん夫妻に感謝状

2003-04-06 8-6 「ウトロと在日の歴史」テーマに―京
都文教大で人権アワー

ウトロ 社会⑥ 自治 【小見出し】在日韓国人2世の厳明夫さん講演

2003-05-17 2-1 ユニークな視点から京都に迫る―京
都フィールドワークのススメ発刊

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】祇園のルーツ、宇治茶テーマに考察
も 
ウトロ地区フィールドワークの経験も掲載

2003-07-15 1-1 新たな土地転売の動き浮上―宇治市
のウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】住民集会で報告、対応検討―行き場
ない1世守ろう／立ち退き問題で市民交流会

2003-07-26 7-1 主婦ら韓国リズムを体感―宇治市蔭
田郵便局

ウトロ 文化 地域 【小見出し】民団南京都支部で古典舞踊教室 
ウトロ住民などがインストラクター

2003-08-01 7-1 平和への祈りこめて広島へ―ピース
サイクル京都

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】ウトロ、大久保駐屯地から大阪へ

2003-08-09 8-1 韓国の大学生たちが訪問―宇治市の
ウトロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】草刈り奉仕などで住民と交流―在
日同胞の暮らしに熱い視線 
8月8日、大学生東北アジア大遠征の100人

2003-09-09 1-5 ウトロ問題含め、政府交渉結果公表
―共産党府委員会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】天ヶ瀬ダム再開発　国交省の考え
質す
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2003-09-12 1-6 次代に伝えよう平和の願い―あす
13日から西小倉コミセンで

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】西宇治ミニ戦争展

2003-09-14 8-1 今も続く戦争による痛苦―西宇治ミ
ニ戦争展

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】きょうまで西小倉コミセンで

2003-09-18 1-1 積算ミス問題、市長が「誠に遺憾」
―宇治市9月定例議会開会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】提案理由の説明で異例の対応 
宇治市9月定例会議、向野憲一共産党議員「地
域経済の活性化、大久保駅周辺のまちづくりに
ついて、ウトロ問題解決のために」

2003-10-23 6-7 ウトロ住民を追い出さないで―学生
グループが府に署名提出

ウトロ 社会④ 運動

2003-12-04 7-8 6日にオープンフェスタ―西宇治中
学校で音楽イベント

ウトロ 文化 地域 【小見出し】開放教室利用団体とブラバンら共
演

2003-12-07 8-1 音楽イベントで世代間交流―地域開
放型教室

ウトロ 文化 地域 【小見出し】西宇治中学校でオープンフェスタ

2003-12-21 7-4 深夜、伊勢田で民家全焼 ウトロ 社会② 火災

2004-01-16 1-4 ウトロ問題考える映画と講演の集い ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】25日、ハートピア京都で開催

2004-04-20 8-1 オモニの願い地域福祉計画に―宇治
市のウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】住民・支援者ら200人が集会―一世
の居場所を守ろう／波紋を呼ぶ土地所有権の
移転

2004-06-08 1-1 保育所譲渡条例など12議案―宇治
市6月定例議会が開会

ウトロ 社会④ 政治

2004-08-07 8-1 一世が集う心のオアシス―宇治市の
ウトロ地区

ウトロ 社会③ 【小見出し】NPOがデイサービス活動―総連・
民団が連携／開設2年、憩いの場で定着へ

2004-08-07 8-8 あす8日ウトロの集い ウトロ 社会④ 運動 ウトロを守る緊急行動

2004-08-10 1-1 高まる強制執行への危機感―宇治市
ウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】所有権移転、解体業者が出入り―裁
判提訴から4年「ウトロ守ろう」500人が街頭デ
モ

2004-09-23 8-1 韓国メディアも強い関心―宇治のウ
トロ土地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】居住問題の国際会議で訴え―住民
らが帰国報告／韓国の研究者、ウトロ訪問へ

2004-10-24 8-1 楽しいステージで市民魅了―京都文
教大学生も連携

ウトロ 文化 地域 【小見出し】多彩なイベントで地域交流―宇治
橋通り商店街まるごと文化フェスタ 
ウトロ町内会女性たちによる「心花舞踊団」が
演奏、韓国文化の一端を紹介

2004-11-10 1-1 立ち遅れる住環境保全―宇治市のウ
トロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】土地裁判ネック、弱い被害対策―
14日に町づくりの集い、韓国の研究者招き居
住福祉集会

2004-11-14 4-10 音楽イベントでふれあいのひと時―
西宇治中でオープンフェスタ

ウトロ 文化 地域 【小見出し】多彩な音楽イベントで世代を越え
て地域住民が交流

2004-11-16 7-1 行き場ない在日一世を守ろう―宇治
市のウトロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国の研究者も訪れ支援集会

2004-11-18 1-1 同胞の人権救済、市に要請―宇治市
のウトロ問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国の総領事がウトロ訪問―強制
立ち退きに危機感「人道上の問題」で認識一致

2004-11-23 1-1 同胞救済、韓国政府も動く―宇治市
のウトロ問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】来日中の高官、初めて現地訪問―外
交通商部の李局長オモニの直訴に「心が痛む」



81京都府宇治市の地域新聞『洛南タイムス』における在日及び圏内在日集住地区・ウトロに関する記事一覧 
（1946～ 2010年）

掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2004-12-05 6-1 韓国古典舞踊団が優雅に―井手町 ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】人権の集いに「心花」出演―ウトロ
町内会の厳さんが講演

2004-12-06 3-1 各種差別・デートDVなど現状訴え
―文化パルク城陽

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】京都人権啓発フェスティバル2004
―介助犬と記念撮影も子どもに人気 
京都コリアン生活センター・エルファがウトロ
問題をはじめ在日コリアンの高齢者や障害者
に対する無年金問題などについてアピール

2004-12-09 3-7 11日に京都でウトロ問題学習会―
居住の権利で斎藤さん講演

ウトロ 社会④ 運動

2004-12-28 1-1 冒頭、久保田市長が就任挨拶―宇治
市12月議会が開会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】決算認定11議案を認定可決 
池内光宏社会党議員がウトロのまちづくりに
ついて質問

2005-01-18 1-5 イラク派兵反対でデモ行進―宇治で
集会

周辺 
地域

社会⑥ 連帯 【小見出し】大久保駐屯地に請願書提出

2005-02-15 7-1 ウトロ問題の早期解決に努力―西川
宇治市議

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】後援会の集いで市長が言及

2005-02-19 1-1 合併推進請願、3月議会に提出―宇
治市

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】3会派が紹介議員、総務委審議へ―
賛成多数で採択される見通しに 
ウトロ問題に対する請願も提出

2005-02-24 7-1 韓国NGO、ウトロ訪問―宇治のウ
トロ土地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】一世の「生の声」聞き取り―あす帰
国／事態打開に日韓NGOが連携

2005-03-18 1-1 宇治市会予算委、ウトロを視察―
13年11月以来議会が現地に

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】立ち遅れた住環境状況など見る

2005-03-23 1-5 ウトロ支援請願、全会一致で採択―
宇治市議会総務委員会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】市、議会とも近く政府へ意見書提出

2005-03-31 8-1 同胞救済、行政の支援で―宇治市議
会、ウトロ請願採択

ウトロ 社会③ 【小見出し】民団・総連が共同会見―こう着する
現状打開に期待

2005-04-24 7-1 韓国の国会議員が初訪問―宇治のウ
トロ土地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】同胞救済策、日韓両国で模索―守る
会メンバー 27日に訪問／ウトロ対策委、ソウ
ルで立ち上げ

2005-04-26 8-1 韓国の調査スタッフが訪問―宇治の
ウトロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】在日1世らから聞き取り 
4月25日、「日帝強占下強制動員被害真相糾明
委員会」お年寄りの聞き取り調査

2005-06-08 2-1 戦争屋ブッシュと小泉めった斬り―
須田稔立命館大名誉教授

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】かつでの「軍国少年」平和への思い
切々「時代の狂気のことばを紡ぐ」出版

2005-06-10 1-1 乳幼児医療の制度拡充など中心に―
宇治市6月議会一般質問、13人が通
告

ウトロ 社会④ 政治 西川博司民主党議員がウトロ問題について質
問

2005-06-30 8-1 戦後60年、事態の打開は？―宇治
市のウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】韓国のNGOもウトロ再訪問―3日に
現況報告の集い／国連人権委の報告者も現地
入り

2005-07-05 1-1 同胞支援、韓国で募金活動―宇治の
ウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】「8・15」日韓中TV中継企画―町内
会・守る会が現況報告集会／韓国NGO、国内
動向など紹介

2005-07-06 1-1 「差別が歴史的に放置された」―宇
治市のウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】韓国メディア関係者らも取材―国
連人権委員会特別報告者が現状を視察

2005-07-28 8-1 水面下で揺れる土地交渉―宇治のウ
トロ町内会

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国総領事館に交渉駐在を要請
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2005-08-12 7-1 戦後60年、新しい未来へ―宇治の
ウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】15日にチャリティーイベント―韓
国メディアが生中継―海を越えた「共に創る平
和」模索

2005-08-16 8-1 忘れない、歴史の負の遺産―宇治の
ウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】戦後60年「平和への道」探ろう―韓
国メディアが生中継／住民支援の募金活動も
スタート

2005-08-31 7-7 土地建物1軒の明け渡し求める ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】ウトロに執行官入る

2005-09-02 8-6 平和めざす声、西宇治から―第6回
ミニ戦争展

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】3日から西小倉コミセンで

2005-09-04 2-6 戦争の教訓、次代へ伝えよう―西宇
治ミニ戦争展

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】きょうまで西小倉コミセンで

2005-09-09 8-1 「強制執行」韓国にも波及―ウトロ土
地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】執行日にらみ、支援団体も来日へ

2005-09-14 1-1 強制執行、体張って阻止する―ウト
ロ土地問題で町内会が声明

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】支援団体、25日に現地で抗議集会

2005-09-16 8-1 民族詩人の生きた証、後世に―宇治、
天ヶ瀬に記念碑建立計画

周辺 
地域

社会⑥ 日朝韓 【小見出し】韓国・朝鮮の国民的詩人・尹東柱

2005-09-17 1-3 補正予算など15議案を提出―宇治
市、9月定例会議が開会

ウトロ 社会④ 政治 浅見健二社会党議員がウトロ土地問題につい
て質問

2005-09-23 1-6 27日の強制執行、土壇場で中止―
ウトロ土地問題

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】所有権巡り不動産会社が異議申し
立て

2005-09-23 7-1 平和のための中宇治戦争展―24日
から「ゆめりあうじ」で開催

ウトロ 社会⑥ 連帯

2005-09-25 1-6 ウトロの現状も紹介―平和のための
中宇治戦争展

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】「ゆめりあうじ」できょうまで

2005-09-27 8-1 在日の年寄り、安心させて―宇治の
ウトロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】建物撤去の執行阻止で抗議集会―
韓国の国会議員有志「早急な実態調査」宇治市
に要請 
9月25日、抗議集会に400人参加、26日、韓国
の国会議員有志の要望書を市に提出

2005-10-25 3-8 ウトロ住民が韓国訪問 ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】立ち退き問題で支援要請へ

2005-11-05 7-1 早急な救済、日本政府に要請―宇治
市ウトロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】韓国研究者が訪問、声明発表―迫る
強制退去に危機感

2005-11-10 8-1 高裁判決、西日本殖産が逆転勝訴―
ウトロの土地所有権裁判

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】在日住民「円満買い取り」期待／ウ
トロ土地問題

2005-11-27 15-1 「話し合い解決」に向け初会合―ウト
ロの土地問題

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】町内会と地権者、基本確認で一致

2005-12-07 8-1 あす8日から京都の戦争遺跡展―戦
争遺跡に平和を学ぶ京都の会

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】「ひと・まち交流館」（河原町五条
下る）で開催

2005-12-28 8-1 ウトロ募金に広がる支援の輪―韓国
外交部職員がカンパ活動

ウトロ 社会④ 韓国 外交部職員のカンパ2000万ウォン

2006-02-28 8-1 まちづくりプラン策定へ―宇治市ウ
トロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】正念場を迎えた土地買い取り―資
金難の住民も将来像を探り討論会開催へ

2006-04-16 8-6 23日に町づくりを考える討論会 ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治市のウトロ町内会

2006-04-25 8-1 所有形態、3プランを提示―宇治の
ウトロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】土地一括購入後の町づくり展望―
28日の住民集会で再検討／専門家集団で将来
像を肉付け
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2006-04-27 1-7 再生プラン、次回集会で決定へ―宇
治のウトロ町内会

ウトロ 社会④ 運動

2006-05-11 8-1 再生プラン、総会で承認―宇治のウ
トロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】3つの所有形態、住民が選択―土地
交渉を控え条件整備／「公営住宅」前提に肉付
けへ

2006-06-17 4-1 晩年の幻の秀作を復刻―中西伊之助
研究会

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】総選挙テーマに「公約」冊子に 
地域出身の社会運動家。6月17日に講座および
ウトロフィールドワーク予定

2006-07-02 2-6 「統一」の願い、ウトロから―京都ワ
ンコリア青年学生協議会

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】共同宣言6周年イベントを開催

2006-08-15 1-1 棚上げ続く「戦後補償」―宇治のウ
トロ地区

ウトロ 社会④ 情報 【小見出し】劣悪化する高齢者の居住環境―解
放から61年国や自治体、実態調査に及び腰

2006-09-10 1-1 きょう被爆体験や戦争体験談―平和
のための第7回西宇治ミニ戦争展

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】戦争の悲惨さ、怖さ伝える朗読劇も

2006-09-26 1-1 「話し合い解決」に展望開く―土地裁
判で上告棄却

ウトロ 社会④ 裁判 【小見出し】ウトロ町内会、地権者と協議へ

2006-10-08 4-8 きょう人権フェスティバル開催 ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】宇治市生涯学習センターで

2006-10-11 1-1 不安、怒りの声が交差―北朝鮮の地
下核実験

国際 
情勢

【小見出し】府南部の自治体も抗議声明―市民
からも批判や懸念の声

2006-10-13 8-7 違いを認め合う社会、つくろう―宇
治で人権フェスティバル

ウトロ 社会⑥ 連帯 22日にウトロフィールドワーク予定

2006-10-14 6-1 実態調査の実施、市に要望―宇治市
のウトロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】問題解決に「再生プラン」不可欠―
土地交渉を前提に支援要請

2006-10-25 7-1 取り残された街、実情知って―宇治
市のウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】市民向けフィールドワーク

2006-10-31 7-1 まちの再生、ワークショップで―宇
治市のウトロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】地権者交渉と並行し青写真づくり
―韓国からの支援者も来日

2006-12-05 7-1 再生プランづくり、大詰め―宇治市
のウトロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】専門家を迎え2案に絞込み

2006-12-16 8-1 「ウトロを知る展」が開幕―17日ま
で「ゆめりあうじ」で

ウトロ 社会④ 運動

2006-12-19 7-6 安住を願った崔仲圭さん死去―90
歳、ウトロの男性最高齢者

ウトロ 社会④ 情報

2007-01-28 3-8 漫談、可憐な韓国舞踊も―宇治市 ウトロ 社会⑥ 自治 【小見出し】伊勢田学区福祉委が恒例の新春の
集い

2007-02-21 8-1 ウトロ再生、まず実態調査から―町
内会・守る会が学習会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】劣悪環境、宇治市は現場に足を―事
態打開に向けて意見交換

2007-03-14 1-1 「土地交渉解決には、行政が担保を」
―ウトロのまちづくり、市姿勢で質
す

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市会予算委「地域内格差大き
く、買い取り進まない」

2007-05-30 1-3 街づくり計画書を策定―宇治のウト
ロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】事業主体の行政の協力不可欠

2007-06-19 1-1 財政支援期待し「街づくり計画」―
ウトロ住民策定、韓国政府へ送付

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】国会での請願再審の資料に―ウト
ロ町内会／早期実態調査求め、宇治市へ要望

2007-06-26 7-7 ウトロまちづくりを展望―大学院生
が報告

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】見えない社会的排除に風穴を
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2007-08-11 1-1 ウトロ実態調査に着手へ―宇治市 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】町内会と連携で9月実施 
2006年3月の請願書（総連・民団提出）に基づく

2007-08-30 1-8 写真で見るウトロのいま―きょうか
ら「ゆめりあうじ」で開催

ウトロ 社会④ 運動

2007-08-31 1-1 住環境改善で府に要望書―宇治のウ
トロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】難航する買取交渉、窮状訴え―宇治
市にも近く要望／事態の打開、行政支援に望み

2007-09-06 7-1 まちづくりに行政支援を―宇治のウ
トロ町内会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】9日に労働者福祉会館で集会

2007-09-08 1-6 状況切迫、住環境改善に支援を―ウ
トロ町内会が宇治市に要望書

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】実態調査、市「早い時期に実施」

2007-09-11 1-4 韓国の支援者も訪れて激励―ウトロ
土地問題

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】まちづくり事業実施に熱い期待 
9月9日の集会、130人参加

2007-09-19 3-1 保育所の耐震設計予算など10議案
―宇治市、9月定例議会開会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】久保田市長が提案理由を説明 
池内議員（社会）がウトロ街づくりと当面の課
題について質問

2007-09-27 1-1 「新たな環境整えば、積極議論」―
久保田宇治市長、破談合併の今後で
答弁

ウトロ 社会④ 政治 上記の質問に対し「基本的に市民合意が得られ
る解決策」「土地が町内会の所有になるのが基
本」などと回答

2007-10-10 7-1 住民側、土地半分を購入へ―宇治・
ウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】韓国で在日同胞支援の機運―地権
者と基本合意／町内会、公営住宅建設に期待

2007-10-17 1-1 韓国、土地買取り支援―宇治・ウト
ロ地区

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】本国政府、予算案を国会提出―土地
係争から20年／町内会、日本側の支援を注視

2007-10-24 1-1 地元と意見交換「これまで以上に」
―ウトロ問題、宇治市会決算委で副
市長答弁

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】実態調査「地元意向ふまえ、急ぐ」
―まちづくり「市民合意得られる方法で」

2007-10-28 1-1 土地所有者と売買契約を締結―設立
中間法人「ウトロ町づくり協議会」

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】東半分、5億円で買い取りに合意
―厳ウトロ副会長「市民賛同得られるまちづく
り」掲げる

2007-10-30 1-1 井川改修など課題の進捗、詳細に―
浅井宇治市議

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】復帰後、地元で初の議会報告会開く 
ウトロ問題言及

2007-11-08 8-1 「同胞のため」と4千万円―宇治のウ
トロ町内会

ウトロ 社会③ 【小見出し】東京の在日1世、役員に託す―土地
買取りに強力支援／突然の申し出に関係者も
仰天

2007-11-11 5-11 ウトロできょう在外同胞NGO大会 ウトロ 社会⑥ 連帯

2007-11-13 8-1 在日のコミュニティを次代へ―宇治
のウトロ地区

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】韓国NGOが在外同胞大会―問われ
る日本の対応／住環境改善に熱いまなざし

2007-11-15 1-1 ウトロ問題、国への要請で質疑―
きょうの府議会決算委総括

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】公明・村井、共産・前窪府議が通告

2007-11-16 1-1 「宇治市と連携、国に近々支援要請」
―ウトロ問題で山田知事

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】公明・村井府議の質疑に答弁

2007-11-20 1-1 ウトロ問題で政府支援を―山田知事
と久保田宇治市長

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】きょう冬芝国土交通大臣に要請

2007-11-21 1-1 ウトロ支援で国に要望書―山田知事
と久保田宇治市長

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】住環境整備に「特段の配慮」を―国
土交通省大臣に要請／土地係争から20年、解
決に光明

2007-11-27 4-5 獄死した詩人の思い、残そう―宇治
で尹東柱の集い

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】完成目前、記憶と和解の碑 
11月25日、尹東柱の集いでウトロ問題言及
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2007-12-06 1-1 ウトロ問題の解決に本腰―国・府・
市がスクラム

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】住環境改善で検討協を設置―課題
整理年内に実務会議／早期解決へ、まず実態把
握から

2007-12-06 2-6 市役所改革の遅れを指摘―民主党宇
治市議団

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】久保田市長に20年度予算要望提出 
ウトロ土地問題解決へ行政として最大限の支
援を行うことなど

2007-12-07 1-1 土屋副市長の選任、全会一致で同意
―宇治市12月議会が開会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】一般会計補正など当初7議案提出 
向野（共産）・浅井（無所属）・公明・浅見（社会）
の4議員がウトロ問題言及

2007-12-11 8-4 市民自治が育む共感の広がり―平和
の会が不戦の集い

周辺 
地域

社会⑥ 連帯 【小見出し】世代超えた世直しで意見交換

2007-12-11 7-1 光が見えたウトロ町づくり―宇治で
報告集会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】行政の取り組みに後押しを―韓国
NGOも来日／町づくりの方向性などで意見交
換

2007-12-14 1-1 安心して暮らせるまちづくりに努力
―宇治市12月議会一般質問

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】ウトロ問題で、久保田市長答弁／浅
井議員ウトロ問題の長年の経過を踏まえ質疑
／「ウトロ整備は周辺環境整備へ波及」―青野
議員の質問に市長

2007-12-19 1-1 20日、実務レベルの幹事会初会議
―国・府・宇治市

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】ウトロ地区住環境改善検討協―実
態調査の手法、内容時期で協議

2007-12-21 5-6 ウトロ住民の意見聴取、幹事会でも
―国・府・宇治市実務担当会議

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】実態調査項目など1月末の次回詰め

2007-12-22 1-5 原油高騰への影響調査や支援策要望
―共産党宇治市議団提出

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】来年度予算編成へ273項目の要望 
ウトロ地区のまちづくりの地区全体計画も含
む

2007-12-26 1-3 闘争シンボルの看板を撤去―宇治市
のウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】再生へ期待、看板も模様替え

2008-01-06 7-1 ウトロ支援に3億6千万円―韓国国
会で可決

ウトロ 社会④ 韓国 【小見出し】同胞に応えよう、住民も募金活動 
12月28日、韓国国会が支援を含めた08年度予
算案を可決

2008-01-06 7-1 ＜あの人この人＞ウトロの暮らし見
続け40年―宇治の金善則さん

ウトロ 社会⑤ 【小見出し】まち再生―今こそ大同団結を

2008-01-08 1-1 仕切り直しによる合併実現求める―
自民宇治市議団、市長に予算要望

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】合併考える議員の会、再開も踏まえ

2008-01-16 1-1 闘争から共生へ―宇治ウトロ地区 ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】町の再生めざし看板も新調

2008-01-22 6-1 5千万円募金に協力を―ウトロ町づ
くり協議会

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】会報に振込用紙を同封し発送

2008-01-30 1-1 実態調査、2月下旬～ 3月初旬着手
―ウトロ地区、まちづくり課題探る
調査

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】国・府・宇治市の実務担当会議で確
認

2008-02-27 8-1 ウトロに1200万円の義援金―朝鮮
総連府本部が募金伝達

ウトロ 社会③ 【小見出し】同胞支援、在日の思いひしひし―土
地買い取りに弾み「当面メドついた」地元も感
激

2008-02-29 1-1 行政が初の実態調査に着手―宇治の
ウトロ地区

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】府・市の職員が聞き取り調査―高齢
者、住宅建設に期待／孫まで同じ苦労させたく
ない／生きてるうちに住宅に住みたい 
2月28日、行政機関による初めての実態調査
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2008-02-29 4-1 文化・スポーツ・研究で活躍―宇治
市であす表彰

ウトロ 文化 地域 【小見出し】7人・3団体にJr文化賞・奨励賞―
77人・11団体にスポーツ賞／ウトロ町内会の
金会長も表彰

2008-03-13 1-1 ウトロ、電子入札の導入などでも質
疑

ウトロ 社会④ 政治 総務部調査、浅見議員（社会）質問

2008-03-22 1-3 ウトロの住宅事情など実地調査―宇
治市議会予算委

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】町内会役員の案内で、現地視察

2008-03-26 1-1 宇治市議会予算委―市条例の修正
案、賛成多数で可決

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】職員駐車料金の補填、議会がノー―
与党4会派と無会派「税投入、市民感覚に馴染
まない」 
無会派議員がウトロ地区のまちづくりについ
て市長の考え質問

2008-03-27 1-1 高齢者の居住確保が急務―宇治ウト
ロ地区の住環境整備

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】検討協、実態ふまえ意見交換―ウト
ロ町内会全域対象の事業実施など要望

2008-03-27 2-6 床下浸水、6割の世帯が経験―ウト
ロ実態調査結果

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】下水道の普及率は0％―国交省室長
「街中で想像できない」

2008-06-07 1-6 補正予算など8議案を上程―宇治市
6月定例議会開会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】一般質問には17人議員が通告 
西川議員（民主）がウトロまちづくりについて
質問

2008-06-22 7-1 集中豪雨で浸水被害―JR奈良線、
快速運休

ウトロ 社会② 水問題 「伊勢田町ウトロ地区などで床上・床下浸水が
起きた」

2008-07-01 6-1 劣悪な住環境にびっくり―ウトロ地
区の豪雨被害

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】6日にもフィールドワーク

2008-07-09 8-1 ウトロ地区でまた床上浸水―宇治川
ラインで土砂崩れ

ウトロ 社会② 水問題 【小見出し】JR奈良線、落雷で信号故障

2008-07-29 7-1 宇治の山間部で90ミリ（時間雨量）
の豪雨―南部で激しい雷雨

ウトロ 社会② 水問題 【小見出し】JR奈良線など大幅な乱れ 
ウトロ写真およびインタビュー掲載

2008-08-27 1-6 近鉄小倉地下道の水害対策など質疑 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市議会建水委、現地調査を実施

2008-08-31 8-1 空模様にらみ納涼イベント―宇治市
内の各地

ウトロ 文化 地域 【小見出し】移り行く風情かみしめ夏祭り 
写真掲載：ウトロ町内会によるチヂミの模擬店

（伊勢田小グラウンド）

2008-09-06 7-9 9日に第3回検討協を開催 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市ウトロ地区の住環境整備

2009-09-10 1-1 浸水対策も含め構想策定へ―宇治ウ
トロ地区の住環境整備

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】公営住宅の建設など検討―国・府・
市の協議会を開催―住民との意見交換で具体
化

2008-09-12 1-1 学校雨水の流出抑制施設整備―宇治
市、9月補正予算に設計費

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】伊勢田小、西宇治中グラウンドに擁
壁―30センチの高さで雨水一時貯留／周辺住
宅地への浸水被害軽減へ

2008-09-21 1-1 ゲリラ豪雨に危機意識も―宇治市伊
勢田連合町内会

周辺 
地域

社会② 水問題 【小見出し】地域の水路と水害状況を調査―府
職員住宅貯水槽など排水能力向上に要望 

「伊勢田ウトロでは4戸が床上、19戸が床下浸
水被害を受けた」

2008-09-30 8-1 年内メドに具体案策定へ―宇治ウト
ロ地区の住環境整備

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】各地の事例ふまえ青写真づくり―
国交省の住環境整備室長も出席まちづくり研
究会を開催

2008-10-02 1-5 ウトロまちづくり検討へ庁内組織―
宇治市に住環境改善検討委

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】関係8部・室連携、具体内容検討　
9月9日の会議で7月28日付けに「ウトロ地区住
環境改善検討委員会」を発足
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2008-10-03 2-9 ウトロ・在日問題学習会―5日に「ゆ
めりあうじ」で開催

ウトロ 社会④ 運動

2008-10-09 2-6 民族の誇りと歴史、忘れない ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】宇治でウトロ・在日問題学習会

2008-10-26 7-5 同胞を激励、韓国から慰労公演―ウ
トロに民族舞踊団ら訪問

ウトロ 社会④ 韓国

2008-10-30 1-1 3案でプラン提示、市案の作成急ぐ
―宇治市会決算委

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】年20万人利用、黄檗公園の防災公
園化 
川原一行委員が市長にウトロ浸水対策につい
て質問

2008-11-07 1-3 3陣営に加え、京都市の男性が出席 ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市長選の立候補予定者説明会
開く　京都市内在住の男性が出馬意欲「ウトロ
の団地化への公金投入を阻止するため、有権者
に訴えたい」

2008-11-09 8-1 自分の生き方、臆せず発表―中学生
の主張大会

ウトロ 文化 地域 【小見出し】宇治市内10中学の生徒が参加―意
見や考え、自分の言葉で「理解しあう大切さ」に
共感の輪　発表内容中エルファボランティア
体験の話

2008-11-21 1-3 予定候補4氏で公開討論会開催―宇
治青年会議所主催

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】宇治市長選挙へ「わが主張」展開　
11月20日、本郷氏がウトロに公金投入阻止を
主張

2008-12-08 7-1 来春めどにプラン絞り込み―ウトロ
地区の住環境整備

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】住民参加でワークショップ

2009-01-18 1-1 行革、安全まちづくり、景観など―
民主党宇治市議団

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】各分野にわたり21年度予算要望

2009-01-22 1-5 合併、道州制「推進すべきでない」
―宇治市議会社会議員団

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】21年度予算要望書で言及

2009-02-17 3-6 住みやすい街で意見交換―ウトロ地
区のまちづくり

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】イメージプランで住民説明会

2009-02-18 8-9 19日に第6回市民フォーラム―民主
党宇治市議団

ウトロ 社会⑥ 連帯 人権問題テーマにウトロ問題の現状と課題を
含む

2009-02-20 6-5 犯罪被害者支援とウトロ問題学習―
民主党宇治市議団

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】人権テーマにフォーラムを開催

2009-03-24 4-1 全世帯の意向調査に着手―ウトロの
まちづくり

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】行政に「熱い思い」伝えよう

2009-05-26 6-7 防犯、迷惑駐車防止にパトロール―
宇治市伊勢田連合町内会

周辺 
地域

社会⑥ 自治 【小見出し】今年度役員と事業計画決まる 
地域のまちづくり課題解決にウトロ住環境整
備対策委員会を設置。

2009-05-29 8-1 ウトロ住環境整備を後押し―宇治の
伊勢田連合町内会

周辺 
地域

社会⑥ 連帯 【小見出し】課題を共有し、事業推進に協力―連
合町内会に対策委／ 6月に初のウトロ現地調査

2009-06-09 1-5 ウトロの住環境の現状つぶさに―伊
勢田連合町内会

周辺 
地域

社会⑥ 連帯 【小見出し】対策委、初の調査で意見交換

2009-06-12 2-6 14人が一般質問通告―宇治市6月議
会

ウトロ 社会④ 政治 西川議員（民主）ウトロ言及

2009-06-19 1-1 構想策定へ年度内に協議会、基礎調
査―宇治市6月議会一般質問

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】ウトロ問題、浅井議員質問に市答弁

2009-06-27 1-1 浸水対策の早急な実行、市に要請―
市議会建設水道委

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】ゲリラ豪雨被害の伊勢田地区視察 
6月26日、写真掲載「6月16日のゲリラ豪雨で浸
水したウトロ地区内の道路（地区住民撮影）」
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掲載年度 段 見出し 区分１ 区分2 区分3 内容（概略）

2009-08-23 6-1 多彩な納涼イベント―宇治市内の各
地で

ウトロ 文化 地域 8月22日、琵琶湖夏祭りにウトロの金・チャン
ヘンさんパフォーマンス

2009-08-30 8-1 移り行く風情かみしめ夏祭り―宇治
市内の各地で納涼イベント

ウトロ 文化 地域 写真掲載「お客さんの長い例ができたウトロ町
内会による本場のチヂミの模擬店（伊勢田小グ
ラウンド）」

2009-09-02 6-1 読書の秋、宇治学に誘い―宇治市中
央図書館

ウトロ 文化 地域 【小見出し】鳳凰堂から山宣、ウトロまで―テー
マ図書展『ふるさと宇治を知ろう』開催

2009-09-11 1-1 豪雨浸水被害の原因と個別対策示す
―宇治市

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】被害地域の状況踏まえ、対応へ―
短・中・長期に分け、被害軽減目指す

2009-10-15 1-1 補正予算含む14議案を可決、閉会
―宇治市9月議会

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】西宇治水害対策など、補正予算へ質
疑 
坂本議員（共産）、ウトロ地域の対策を急ぐべき
だと質疑

2009-10-27 8-1 ウトロの土地取得、本格化―年内め
どに買い取りへ

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】韓国政府系の法人が交渉着手―ま
ち再生に期待／町内会も近く基金財団設置へ

2009-11-26 7-1 市街地の水路事情を点検―水を考え
る南山城の会

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】伊勢田地区をフィールドワーク

2010-01-16 1-1 太閣堤のまちづくり推進、強く要請
―自民党宇治市議団

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】市長に22年度予算編成要望提出 
ウトロ地域住環境整備支援含む

2010-02-09 1-5 山田府政評価、今後の考え質す―公
明村井府議

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】本幡池、ウトロなど10日代表質問

2010-02-11 1-4 「周辺整備につながる視点必要」―
公明・村井府議

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】ウトロ住環境整備質問に知事答弁

2010-02-21 1-5 来春にらみ、後援会「春の集い」―
民主・西川宇治市議

ウトロ 社会④ 政治 【小見出し】支援者約150人参加、エール 
ウトロ問題言及

2010-05-16 3-1 次代に伝える戦争の記憶―シリーズ
「戦争遺跡」出版

ウトロ 社会⑥ 連帯 【小見出し】本庄（立命館宇治中）磯崎（元城南高
教諭）両氏も執筆―小学生向けに編集／宇治火
薬庫、ウトロなども紹介

2010-05-25 6-1 まちづくり構想で報告集会―宇治の
ウトロ地区

ウトロ 社会④ 運動 【小見出し】望ましい持続型居住を展望―ライ
フヒストリー聞き取りも／高齢者への記憶、防
災にも留意

2010-07-25 10-1 ウトロの公衆衛生の現状探る―国連
人権理事会

ウトロ 社会④ 国際 
社会

【小見出し】来日中の専門家が宇治を訪問―立
ち遅れた排水事情など視察

参考資料 1. 記事の分類および分類別集計
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参考資料 2. 全体記事と全体記事におけるウトロ関連記事の時期別増減

参考資料 3. 全体記事におけるウトロ関連記事の割合のウトロ土地問題（1980 年代後半以後）前後比較

参考資料 4. 全体記事における分類別増減のウトロ土地問題前後比較　※区分 2 まで、社会④を除く
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参考資料 5. 全体記事における分類月増減の時代別比較※区分 3 まで


