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洛北松ケ崎地区の近代と朝鮮人労働者

高 野 昭 雄＊
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おわりに

は じ め に

京都市左京区の松ケ崎地区が京都市に編入されたのは 1931 年であり，それまでは愛宕
おたぎ

郡松

ケ崎村であった。松ケ崎は，毎年 8月 16 日に行われる五山送り火のうち，「妙法」の送り火で

有名である。山麓の涌泉寺では，毎年 8 月 15・16 日に，日本最古の盆踊りとうたわれる「題

目踊り」と花の都のさし踊りといわれる「さし踊り」が行われる。

死者の霊をあの世に送り届けるとされる五山送り火は，葵祭・祇園祭・時代祭とともに京都

四大行事の一つとされる。「妙」と「法」は，同時点火されるが，向かって左側の「妙」の字

は西山 (万灯籠山，135 m) に，向かって右側の「法」の字は東山 (大黒天山，186 m) に火床が

設けられる。送り火は，近世以前，他山でも行われていたが，「い」，「一」，「蛇」，「長
なぎ

刀
なた

」「竹
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の先に鈴」などは明治期以降消滅し，現在残っているのは，「大文字」「松ケ崎妙法」「舟形万

灯籠」「左大文字」「鳥居形松明」の五山である。松ケ崎をはじめ現在まで送り火が続けられて

いる地域は，それだけ地元の人々の結束が強く，伝統行事を守る努力が継続されてきたという

ことができる。

本稿では，この古い歴史をもつ松ケ崎の近代史の中で，朝鮮人労働者がどのような役割を

担っていたのかを明らかにしていきたい。表 1 は，松ケ崎，修学院 (松ケ崎の東隣)，上賀茂

(松ケ崎の西隣) の 3 学区について，1935 年の朝鮮人人口，朝鮮人人口率を一覧にしたものであ

る。開発が進み，洛北友禅業1)や土木建築業に従事した朝鮮人が多く住んだ修学院地区や，屎

尿処理業に従事し特産のすぐき菜栽培を底辺から支えた朝鮮人が集住した上賀茂地区2)に比べ

ると，松ケ崎地区に居住する朝鮮人労働者は非常に少なく，10分の 1以下であった。

また松ケ崎では，要救済貧困世帯も多くはなかった。表 2は，京都府学務部社会課『少額生

活者に関する調査』(1933 年) の調査対象となった少額生活者世帯3)を示すが，松ケ崎はわずか

5 世帯であり，107世帯の修学院や 98 世帯の上賀茂に比べ，かなり少なかった。『社会時報』

の記事も，「松ケ崎は〔修学院から〕高野川の清流を隔てゝ別天地をなしてゐるから，現在で

は救護を要する程度の者は全然無いと云つてよい4)」と松ケ崎，修学院両地区の差異について

記している。松ケ崎は，周辺地区の中では，要救済貧困世帯の少ない比較的富裕な地区だった

のである (図 1参照)。
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表 1 朝鮮人人口

学区名
朝鮮人人口

1935 年 (A)

総人口

1935 年 (B)

朝鮮人人口率

(A)/(B)
備考

松ケ崎 78 1,677 4.7%

修学院 831 10,480 7.9% 松ケ崎の東隣

上賀茂 896 7,631 11.7% 松ケ崎の西隣

京都市全体 31,143 1,078,306 2.9%

出典：京都市臨時国勢調査部『昭和 10 年国勢調査京都市結果概況』1936 年，調査時は 1935 年。

京都市社会課『市内在住朝鮮出身者に関する調査』1937年，調査時は 1935 年。

注：京都御所・京都刑務所・陸軍部隊など特別調査区の人口は除く。

表 2 少額生活者世帯数・率

学区名
少額生活者世帯数

1932 年 (A)

総世帯数

1930 年 (B)

少額生活者世帯率

(A)/(B)

松ケ崎 5 233 2.1%

修学院 107 1,848 5.8%

上賀茂 98 1,150 8.5%

京都市全体 8,046 202,739 4.0%

出典：京都市臨時国勢調査部『昭和 5 年国勢調査京都市結果概況』1931 年，調査時は 1930 年。

京都府学務部社会課『少額生活者に関する調査』1933 年，調査時は 1932 年。

注：京都御所・京都刑務所・陸軍部隊など特別調査区の世帯は除く。



これまで，在日朝鮮人に関する地域研究は，大阪の猪飼野や京都の東九条など，貧困世帯が

多く，在日朝鮮人が多数居住し，史料が比較的豊富な地域を研究対象としてきた。京都市に関

する地域研究についても，筆者がこれまで研究対象としてきた崇仁・吉祥院・上賀茂・西陣な

どの諸地域は，全て戦前期には朝鮮人が多く居住した地域である5)。

しかし，本稿で論じるように，松ケ崎のような朝鮮人人口が少なかった地域にも，朝鮮人労

働者の埋もれた足跡があり，またその労働状況は，京都市で働いた朝鮮人の典型事例ともいえ

るものであった。こういった朝鮮人人口が多くなかった地域の在日朝鮮人史について考察する
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出典：大日本帝国陸地測量部『25000分の 1地形図 京都東北部』昭和 6 年部分修正測図より作成。

注：松ケ崎浄水場とその配水池は，地図中，黒く塗りつぶしている。

図 1 松ケ崎地区周辺図



ことも，とりわけ地域研究・地元学習の観点からは必要なことだと思われる。

本稿では，松ケ崎地区の近代史を描写することに軸を置き，その中で在日朝鮮人の果たした

役割を位置づけていく作業に取り組みたい。

なお，本稿の表記については以下の通りとする。

一，引用史料中の差別的表記は，その歴史性に鑑みてそのままとした。

二，引用文での〔 〕は引用者の注，□は判読不明の文字，……は省略を示す。

三，引用文中の波線は引用者によるものである。

四，「松ヶ崎」の表記は用いず，「松ケ崎」に統一して表記する。

1．松ケ崎略史

松ケ崎は，平安遷都以来の長い歴史をもち6)，松ケ崎百人衆の伝承で知られている7)。京都

府『史料京都の歴史』および京都市『京都の歴史』によると，松ケ崎は，鎌倉時代末期の

1307年に村民のすべてが天台宗から法華宗 (日蓮宗) に改宗し，法華一宗の村へと変貌した。

「題目踊り」や「妙法」の送り火は，改宗時における領民の喜びを示したものといわれている。

この発足時の事情はただちに信じられるものではないが，室町時代の 1462 年には土一揆の本

拠地として攻撃をうけるなど，まとまりをもった村であった。

1536 年の天文法華の乱では，比叡山に近く，法華宗の京都防衛において第一線の要衝と

なっていた松ケ崎の村は，延暦寺の僧兵により，一番に攻撃を受け，全焼している。こういっ

た出来事を通じ，村の団結も強まっていったと思われる。1547年の史料には「松崎総中」の

文言がみられる8)。

明治以降，松ケ崎村役場が置かれ，松ケ崎小学校も開校した。大正期にあたる 1922 年には，

古くからの松ケ崎住民で法華宗を奉じる約 100 世帯により「松ケ崎立正会」が組織された。以

後，山林，田畑などの同会所有財産からあがる利益で，なお 80戸余りが，「妙法」の送り火や

松ケ崎題目踊りなどの旧慣例の事業を引き継ぎ，しきたりを守って，21 世紀の現在に至って

いる9)。

このような独特の古い伝統をもつ松ケ崎は，洛北友禅業が勃興していた高野川対岸の修学院

とは異なり，友禅工場が次々と建てられるということはなかった。そのことが，近隣諸地区に

比べて，朝鮮人が少なかったことにつながっていた。1931 年の『京都日出新聞』も，修学院

については「叡電開通以来の同村の人口増加は実際目まぐるしいほどで，八千の人口中半数は

友仙職人，俸給生活者などの外来者が占めてゐる10)」と急激な変貌を記すが，松ケ崎について

は「つひ十年程前迄は百戸内外の戸数に少しの異動もなく，全く生え抜きの村民だけが和合協

力もとに泰平を謳歌してゐたものだ11)」とその変化の少なさを記している。
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2．繊維工場と朝鮮人労働者

前章で述べてきたように，松ケ崎では工場が建設されることはあまりなかったが，それでも

第一次世界大戦が勃発し大戦景気が訪れると，1918 年に，松ケ崎村の東端を流れる高野川沿

いに，東洋ラミー織布株式会社の松ケ崎工場が作られた。ラミー製品のヨーロッパからの輸入

が途絶したためである。原料のラミー草は，東洋方面の特産であり，日本産が最上とされてい

た12)。

ラミーは麻の一種で，茎の繊維は水に強く，麻布の代用，瓦斯マントル，漁網糸，靴縫糸な

どに使用された13)。ラミー製品は，「最良の麻布となり綿絹毛糸と混織するも亦可なり，其の

特色は耐久力に富み洗滌に耐へ光沢ありて肌触り良く，染料の着色亦頗る好」いと紹介された。

また，和服地としても洋服地としても肌触り等が良いのに，価格は比較的低廉であり，シャツ

地，ハンカチーフ地としては水分を吸収することが速やかであると宣伝された。松ケ崎の工場

でも，服地や薄物，テーブルクロス，メリヤスなどを生産することになる14)。

東洋ラミー織布会社松ケ崎工場は，「京都府愛宕郡松ケ崎村字小竹藪 3番地」「同松ケ崎村字

河原田 11番地，13番地」に作られた15)。高野川に架かる松ケ崎橋の西詰にあたり，1922 年の

3000分の 1 都市計画基本図に工場が描かれている16)。高野川と，井出ケ鼻井堰から引かれた

用水路とに挟まれた水の便の良い土地であり，工場内への引水により洗滌作業の便に優れた立

地条件であった17)。

東洋ラミー織布会社は，第一次世界大戦中の 1916 年 12 月に営業を開始し18)，当初は上京区

聖護院に工場が置かれていた。大戦景気の中，松ケ崎の新工場建設が待ち望まれていたが，激

しい物価上昇により，建設は遅れていた。その状況を，1917年前半期の『営業報告書』は，

「爾来六十余名ノ工女ヲ督シ織機ヲ増置シ製織ニ力ヲ致シタルモ物価ノ変遷ハ工場新築着手ノ

機ヲ失セシメ遂ニ予定ノ生産ヲ見ルヲ得ズ19)」と記していた。1918 年 1 月 1 日現在の職工数

は，表 3が示すように，「男 4 人，女 60 人」であった。

米騒動が勃発した 1918 年 8 月に松ケ崎工場がようやく完成し，本社も移転する20)が，次は

大戦景気の下，職工不足が深刻になる。1918 年後半期の『営業報告書』は，「本期ニ於テ新築

工場既ニ成リ前朝〔期〕ニ比シ秩序稍々整ヒタルヲ以テ少クトモ相当ノ利益ヲ計上スベク孜々

トシテ経営シタルモ悲ヒ哉工女ノ集収容易ナラズ争奪盛ニ行ハレ予想外ノ時日ト費用ヲ費シナ

ガラ本期ノ前半ハ製産極メテ微々21)」と述べる。工場は松ケ崎村に新築され，本社も移転した

ものの，女子職工の募集が難航し，思うような生産ができなかったのである。

しかし，1918 年秋頃からは工員の獲得が進んだ。『営業報告書』は，1918 年後半期のさらに

「後半ニ至リ漸ク予定機台ノ全部ヲ運転シ得ルニ至リシガ如キ状態ニシテ22)」と記す。表 3 が

示すように，1919 年 1 月 1 日現在の職工数は，松ケ崎工場だけで「男 42 人，女 131 人」にも
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なっている。ラミー製品の製造がようやく軌道に乗ったのである。

全国的な労働者不足の中で，東洋ラミー織布会社が職工を確保できたのは，一部朝鮮人労働

者の就業によるものであったと考えられる。1919 年 9 月の新聞記事に，この工場で働いた男

子朝鮮人職工が出てくるからである23)。東洋ラミー織布工場は，東本願寺所有の大学寮附属建

物を買い受けることにより寄宿舎を備えていたことから24)，朝鮮人を含む職工は寄宿舎に居住

していた可能性が高い。

東洋ラミー織布会社の経営は，このように一旦は軌道に乗った。1919 年の 2 月・4 月・7月

には，京都の代表的な大工場として新聞記事にも登場する25)。しかし，実際は 1919 年前半期

に，すでに経営は悪化しはじめていた。当期の『営業報告書』には，「一，欧州ノ戦乱漸クニ

シテ戈ヲ戢
オサ

メ次テ講和期ニ入ルト共ニ世上一般ニ警戒ヲ厳ニシ為メニ吾麻織物ノ如キモ商況頓

ニ沮喪シ殊に内地商品ニ在リテハ財界ノ不安ニ恐怖ヲ加ヘ且近時一両年間ニ於ケル織機業者ノ

勃興スルアリ益需給ノ權衡ヲ失ヒ市場ノ停滞品ハ本夏ニ於ケル消化力ニ疑惧ノ念ヲ深カラシメ

従テ本期当初ノ取引ノ如キハ極テ閑散ナリキ……遂ニ予定ノ利益ヲ挙クルコトヲ得サリシハ洵

ニ遺憾トスル所ナリ26)」とある。第一次世界大戦が終わるとともに，経営状況が急激に悪化し

ていったのである。職工数も再び急減し，表 3 が示すように，1920 年 1 月 1 日現在の職工数

は，わずか「男 20 人，女 5 人」となっていた。

ラミー工業において，第一次世界大戦後の不況は極めて深刻であり，日本全国で基礎薄弱な

企業の大多数が整理統合を重ね，消え去るものが大部分という悲惨な状況となっていた27)。東

洋ラミー織布会社もその典型事例となっており，事業にいきづまった末に，1921 年に不渡処

分を受け28)，社長は株主から背任横領の告発を受けるに至った29)。

第一次世界大戦時の好景気は，深刻な労働者不足をもたらした。東洋ラミー織布会社は，職

工の獲得に力を注ぎ，朝鮮人労働者も雇うことにより，工場の生産は一旦軌道に乗った。しか

し，大戦が終わると，会社の経営状態は悪化し，職工数も激減する。会社は事業に行き詰まり，

社長は背任の告訴を受けるにいたる。戦後の不況下，朝鮮人を含む労働者は新たな仕事を探さ

なければならなくなった。朝鮮人労働者は，現在の外国人労働者と同様，いわゆる景気変動の

調整弁になっていたと思われる。
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表 3 東洋ラミー織布株式会社・職工数

男 女 合計 工 場
原動力

数 実馬力

1918 年 1 月 1 日現在 4 60 64 聖護院工場 (二条工場) 1 15

1919 年 1 月 1 日現在
4 43 47 聖護院工場 (二条工場) 1 15

42 131 173 松ケ崎工場 3 50

1920 年 1 月 1 日現在 20 5 25 松ケ崎工場 2 18

出典：農商務省工務局工務課編『工場通覧』各年版 (柏書房，復刻版，1986 年) より作成。



また，松ケ崎の事例は，京都特有の以下の事情とも共通する。すなわち，1920 年前後の京

都市内では，土木関連産業よりも繊維産業に多くの朝鮮人が従事していた。土木関連産業に従

事する朝鮮人が急増し，被差別部落に流入する朝鮮人が急増するのは，都市計画事業が本格化

する 1920 年代中頃以降のことであった30)。

全国的には，西成田豊氏が示しているように，「在日朝鮮人の職業構成は 1920 年の土工中心

から 30 年代の工業・商業中心へと変化した31)」。しかし，京都市在住朝鮮人の職業構成は，全

国的な傾向とは逆の変化をみせていたのである。次章で論ずるように，1920 年代半ば以降，

松ケ崎でも京都市他地域同様，土工の仕事に従事する朝鮮人が増加していく。

3．浄水場工事と朝鮮人労働者

( 1 ) 松ケ崎の変化と浄水場工事

表 4 は，1920 年代中頃から 1940 年代前半における松ケ崎の略年表である。この時期，松ケ

崎にもようやく大きな変化が訪れる。1924 年に着工され，1927年に完成した松ケ崎浄水場工

事には，本章で述べるように，多くの朝鮮人労働者が従事した。1925 年には叡山電気鉄道

(通称叡電，当時は京都電燈の経営) の修学院駅が，高野川にかかる松ケ崎橋を東側へ渡った所に

作られた。松ケ崎の人々は，修学院駅から出町柳駅まで叡電に乗り，出町柳駅から他の交通機

関に乗り換えて会社や学校に行くようになった32)。

1930 年には京都高等工芸学校が，吉田から松ケ崎に移転してきた。この学校は，戦後 1949

年に，新制の京都工芸繊維大学になる。また 1932 年と 1938 年にはそれぞれ下鴨，松賀茂土地
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表 4 松ケ崎略年表

年 出 来 事

1924 松ケ崎浄水場工事の着工。

1925 叡山電気鉄道 (京都電燈) 修学院駅の開業。

1927 松ケ崎浄水場の完成。

1930 京都高等工芸学校 (現・京都工芸繊維大学) の移転。

1931 松ケ崎村の京都市編入。

1932 下鴨土地区画整理事業の工事竣工。

1934 京都市電北大路線高木町駅の開業。

1938 松賀茂土地区画整理事業の工事竣工。

1942 京都簡易保険支局 (京都地方簡易保険局) の開局。

出典：京都府立総合資料館編『京都府百年の年表 5教育編』(京都府，1970 年)。

京都府立総合資料館編『京都府百年の年表 7建設・交通・通信編』(京都府，1970 年)。

京都地方簡易保険局史編集委員会編『開局 40周年記念京都地方簡易保険局史』(京都地

方簡易保険局，1982 年)。

松ケ崎を記録する会『松ケ崎』(松ケ崎立正会，2000 年)。

松ケ崎小学校創立百周年記念誌編さん委員会編『松ケ崎百年史』(松ケ崎小学校創立百

周年記念会，1973 年)。



区画整理事業の工事が完成し，松ケ崎の南部と西部の住宅開発が進む。1934 年には，松ケ崎

南端部の北大路通に市電の高木町駅が開業する。松ケ崎の人もチンチン電車のデッキにつか

まって会社や学校へ行くとともに，ここから多くの兵隊が松ケ崎の人々に送られて出征して

いったという33)。

こういった変化の中，松ケ崎は，北側の表街道を中心とした農家の多いところと，南側の土

地区画整理事業が進む住宅地とに二分される格好になっていった34)。そして表 5 が示すように，

松ケ崎では，1925 年以前の人口増加は比較的ゆるやかであったが，叡電修学院駅が開業した

1925 年以降，人口は急増していく。

このように松ケ崎も昭和戦前期になると大きく変貌していき，その変化はおよそ戦後の高度

成長期頃にまでつながるものであった。ただ松ケ崎の人口増加は，工業地の造成によるもので

はなく，住宅地，それも現在につながる高級住宅地の整備によるものであり，表 5が示すよう

に，朝鮮人人口は多くなかった。

1920 年代の松ケ崎において朝鮮人労働者に最も関係が深いのは，1924 年に着工され，1927

年に完成した松ケ崎浄水場の工事である。戦前期 1920 年代から 1930 年代にかけての京都市に

おいては，商工業の発達と共に都市化が進行し，地方から多くの労働者が流入していた。1918

年と 1931 年には大規模な市域拡張が行われ，松ケ崎も 1931 年に京都市に編入された。京都市

では，都市計画に基づいて工業用地や住宅地が整備され，人口も大幅に増加しており，1920

年に約 59 万人だった人口は，1935 年には約 108 万人と 2倍近くになっていく35)。人口増加に

伴い上水道の整備が不可欠となり，蹴上浄水場につづく浄水場が松ケ崎に建設され，その工事

に朝鮮人労働者が従事したのである。次に紹介するのは，1927年 6 月松ケ崎浄水場の竣工に

ともなって書かれた新聞記事である。
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表 5 松ケ崎地区の人口 (単位：人)

1920 年 1925 年 1930 年 1935 年

総人口 752

5 年間増加数 107

総人口 896

5 年間増加数 144

総人口 1,205

5 年間増加数 309

総人口 1,677

5 年間増加数 472

殖民地人 0

男 0

女 0

外地人 不明

男 不明

女 不明

外地人 63

男 36

女 27

朝鮮人 78

男 42

女 36

出典：内閣統計局『国勢調査報告』各年版。

京都市社会課『市内在住朝鮮出身者に関する調査』1937年。

京都府『大正 4 年京都府統計書』。

注：1 ) 1930 年の国勢調査によると，京都府在住外地人 28,202 人のうち 27,785 人 (98.5%) が朝鮮人

である。

2 ) 1920 年における「5年間増加数」は，1915 年 12 月末の現住人口 645 人との差である。

1915 年の現住人口は，京都府『大正 4 年京都府統計書』による。

備考：1920〜1925 年にかけての人口増加 144 人のうち，約半数のおよそ 70 人は，貯水池工事に従事

した朝鮮人によるものである (京都府『大正 14 年京都府国勢調査結果表』11頁による)。



｢二十五萬人に 給水できる 松ケ崎浄水場竣工 七日通水式を挙行」

京都市は五十萬人に対し一人一日平均三・五立方尺，最大四・九立方尺の給水ができる，

一日最大二百四十五萬立方尺の浄水能力を有する蹴上げ
ママ

浄水場は毎年夏になると消費量が

増するので濾過能力を超過するから標準濾過速度を増進すると同時に配水池の貯水量を補

充せねばならず，加ふるに給水人口は年々三萬内外を増加するといふ状態に大正九年〔一

九二〇年〕各戸に量水器を取りつけて濫費防止策を講じたがこれでも及ばないので，……

二十五萬人に対し一人一日平均四立方尺最大六立方尺の給水ができる一日百五十萬立方尺

の浄水能力を有する浄水場に〔を〕市外松ケ崎村に新設することゝなり，……このほど竣

工したので七日午前十一時浄水場事務所において通水式を挙行することになつた，……配

水池は妙法山頂に長さ百四十五尺二寸，幅百五尺有効水深平均十三尺五寸，最大給水量六

時間分を容るゝことのできる二個を設け，吸水井戸から毎秒十八立方尺を三百三十馬力の

電動ポンプ三基で配水池に送水することになつてゐる，……工事設計が都市計画全区域に

わたつて給水できるやうになつてゐるから，今後人口が増加して拡築の必要に迫つた場合

には拡築することができるのである，近く主務省の検査を受け給水することになつてゐる

から市民はこの夏は水の心配がなくなつた

(『大阪朝日新聞京都滋賀版』1927年 6 月 6 日)

( 2 ) 最高区配水池工事と朝鮮人労働者

松ケ崎浄水場工事では，水源を琵琶湖とし，東山山麓をめぐる疏水分線 (この分線の堤は哲学

の道で有名) に沿って現場打ち鉄筋コンクリート管を敷設して，松ケ崎浄水場に導水した。琵

琶湖から浄水場まで原水は自然流下で約 5 時間かかる。浄水は，浄水場から送水管により，五

山送り火「妙」の松ケ崎西山に設置され

た最高区配水池 (標高 133 m) に送られた。

この配水池は「妙」の字の左上方部を

越えた所にある (写真 1・2 参照)。配水池

は，時間による給水量の変動を調整する。

すなわち，夜間の給水量の少ない時間帯

の余剰水を貯水して早朝に満水とし，朝

と夕方の給水量の多い時間帯にろ過水量

より多い水量を，配水池から自然流下で

京都市北部地域に給水する36)。

松ケ崎西山，標高 133 m の地に作られ

た最高区配水池工事には，約 70 人の土工
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｢妙」の字の左上方部を越えた所に，最高区配水池がある。

写真：2009 年 8 月 16 日筆者撮影

写真 1 五山の送り火「妙」，点火 3 時間前の西山



が従事した。京都府『大正 14 年京都府国

勢調査結果表』(11頁) は，「松ケ崎村ニ於

テハ京都市水道貯水池工事ノ為約七十人

ノ土工一時入込居リテ同村ノ人口増加率

ヲ著シク高カラシメタリ」と記している。

この約 70 人の土工は，次に紹介する新聞

記事が記すように朝鮮人であった。約 70

人の朝鮮人工夫が，山上の飯場に暮らし

ながら，妙法山の水道貯水池工事に従事

していたのである。

｢葬列の提灯を見て スワヤ暴漢の襲

来と驚愕 泡を食つた鮮人飯場」

三日午後九時頃洛北松ケ崎村妙法山

の水道貯水工事に従事してゐる鮮人

工夫を約三十名の不逞鮮人が襲撃し将に大乱闘が演じられんとしてゐるとの急報が所轄下

鴨署に達したので同署では時を移さず警官十名を急行せしめたところ山上の飯場に起臥し

てゐる鮮人工夫は襲撃の報におびえ切つて何れも山奥へ山奥へと逃げまどひつゝあるに拘

らず肝腎襲撃したといふ不逞漢の影も形も無く全く狐につままれたやうな工合――だん

だん調べて見ると次のやうな事情から大騒ぎが持上つたものと判明した

現在水道工事に従事してゐる鮮人工夫は約七十名で比較的律義に働き中には郷里へ送金し

てゐるやうな感心な工夫もあるそれにつけ込んで不景気に祟られた不逞鮮人が屡々飲食費

の強請に押掛けて彼等を苦しめ中にも七月上旬名古屋方面から入込んで来た蘇武一 (三十

七) 李大彦 (二十八) 及び松ケ崎村土木請負業中川方李春吉 (三十六) の三名は同月七日工

事場へ押掛け飯場頭金二枸 (三十二) に金の調達を迫つたところ態よくはねつけられたの

で更に十日十七名の無頼漢を煽動して押掛け十七人分の飯代三十円を出せと脅迫し金の頭

部に治療一週間の負傷をさせ目下下鴨署で拘留中金の方ではいつ何時一味の者が復讐に押

寄せるかも知れぬと夜もろくろく寝ず戦々恟々としてゐたところ

恰も三日夜九時頃近所に子供の死亡があり土葬にすべく約三十名程の会葬者が各々提灯を

携え山麓を通行中をてつきり不逞鮮人が蒸返しに押寄せたものと早合点した一工夫が飯場

へ知らすと共に下鴨署へ急報したので工夫等は青くなつて逃げ支度を為し女子供が悲鳴を

あげて泣き叫ぶなどの大混乱を演じたものと判つて下鴨署員も張合抜けの態といふ始末

(『京都日出新聞』1925 年 9 月 5 日)
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京都五山の送り火「妙」の字で知られる西山に，最高区配

水池が建設された。一日最大給水量の 6 時間分の水を貯め

ることができた。

写真提供：京都市上下水道局

出典：京都市上下水道局総務部総務課編『琵琶湖疏水記念

館 常設展示図録』(2009 年，10 月) 49頁。

写真 2 松ケ崎浄水場 最高区配水池の建設工事

(1926 年頃)



なお引用史料中，波線部「松ケ崎村土木請負業中川方」の「中川」は，中川初次郎と考えら

れ，記事に記されているように朝鮮人労働者を雇用していた。この中川初次郎は，洛西梅津村

において，桂川で砂利採取業を営んでいた千本組から砂利の納入を受けていた37)。梅津村は，

桂川での砂利採取業がさかんに行われており，朝鮮人労働者も多数従事していた38)。

以上述べてきたように，多数の朝鮮人が従事した松ケ崎浄水場工事であるが，その就業の事

実を報じる新聞記事は，管見の限りこのような事件や喧嘩を報じるものに限られている39)。例

えば，松ケ崎浄水場の完成を祝う「けふ雨霽の松ケ崎に 盛んな通水式 多数の名士参列して

市民の為め祝福した」と題した『京都日出新聞』(1927年 6 月 7日夕刊) の記事は，朝鮮人労働

者について全く記していない。工事が終われば，朝鮮人は住む飯場を失い移動していったと考

えられ，朝鮮人が松ケ崎浄水場工事に従事した事実自体，歴史の中に埋もれてしまっている。

すでに拙著40)で論じたように，1920 年代半ば以降の京都市では，人口の急激な増加ととも

に，様々な社会基盤整備事業が進行しており，土木事業など最底辺の労働を朝鮮人労働者が支

えていたが，そのことは松ケ崎でも例外ではなかった。

( 3 ) 鐘紡争議と浄水場

高野川沿いに完成した松ケ崎浄水場の周囲は，当時高い建物が全く無く，大文字山，比叡山，

松ケ崎妙法山など眺望が素晴らしかったため，ピクニックの適地になっていた。次に記すのは，

1930 年に起きた鐘紡争議における争議団員の日曜ピクニックについて報じた新聞記事である。

松ケ崎浄水場に関連する補足史料として紹介させていただきたい。鐘淵紡績京都工場は，松ケ

崎浄水場から約 800 m南の高野にあり，4000 人の従業員を擁する京都市内最大の工場であっ

た41)。

｢松ケ崎へ―― ピクニツク けふ快晴の日曜とて 争議団も戦を休んで」

この日も会社側は依然として工場前の鉄扉を堅くとざし作業中の従業員をひと目から覆ひ

前日にも増した警備隊で要所々々を□しかためてゐたが連れ出しの戦術にあきらめをつけ

た争議団側は日曜のことゝて菜種さく松ケ崎の水源地に一同ピクニツクに出かけることに

決定したが午前八時半争議団本部を訪ふた西尾末廣代議士は争議団本部横の広場で

争議を五月一日のメーデーまで持ちつゞけよう，社会正義に燃ゆる勤労無産階級は諸君

を後援してゐる，一致団結して暴虐なる鐘紡にあたれ

と団員に呼びかけ気勢は四日の籠城に益々あがつていつた

(『京都日出新聞』1930 年 4 月 13 日夕刊)

ちなみに，記事が記す鐘紡には，第一次大戦前後に朝鮮人労働者も就業していたことが，
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1913 年，1918 年の新聞記事からわかっている。京都の鐘紡には，高野の京都工場以外に，上

京工場，下京工場，山科工場と合計 4 つの工場があった。このうち 1913 年の記事42)は下京工

場に，1918 年の記事43)は高野の京都工場に，それぞれ朝鮮人労働者が働いていたことを示し

ている44)。

4．被差別部落と朝鮮人労働者

次に記すように，1920 年代後半から 1930 年にかけての新聞記事から，松ケ崎水源地工事

(史料①) や，高野川での砂利採取 (史料②)，京都高等工芸学校45)建築工事 (史料③) に，朝鮮

人労働者と被差別部落居住日本人が，一緒に労働に従事していたことがわかる。

なお，史料①・②・③中，被差別部落の町名については，〔A町〕〔B町〕〔C町〕というよ

うに，略して記した。

【史料①】「殴つた上で 威迫した男 拘留十日に」

朝鮮蔚山芝洗面生れ李充甲 (二〇) は十二日午前十時三十分頃府下松ケ崎水源地工事場に

於て市内〔A町〕三八笠原三之助 (一九) と足場の事から口論の末笠原は李の頭部を石で

殴打し治療約一週間の傷を負はせた上強談威迫をした事を下鴨署員が探知直に加害者笠原

を本署に引致拘留十日を申渡した

(『京都日出新聞』1926 年 8 月 13 日夕刊)

【史料②】「砂利を失敬」

京都市〔B町〕小林惣之助配下の張喜詐 (三十) 崖鳳浩 (二十八) 外三名は二十八日午前四

時ごろ松ケ崎高野川筋で無許可で砂利採集中を下鴨署の伊藤，藤田の河川係に検挙された

(『大阪朝日新聞京都版』1927年 11 月 30 日)

【史料③】「高工建築場で 請負人を袋叩き 賃銀支払のゆき違ひから 遂に腕力沙汰となる」

四日午後四時頃洛北松ケ崎村京都高等工芸学校建築場で大喧嘩があると所轄下鴨署に電話

した者あり同署員が現場に急行した処一人の男を組伏せて鮮人四名が袋叩きにしてゐるの

で取押へ両□とも本署に連行取調べると被害者は吉田下阿達町一〇山本伊三郎 (五三) と

いひ加害者は高野泉町三九李少根 (二九) 高野蓼原町一四朴相淳 (三九) 同じく裴国九

(三九) 洛北松ケ崎村字仲町国大円 (三八) の一味で山本は顔面その他に治療十日間の打

撲傷を負はされゐ
マ

た
マ

，原因は山本は前記高工の建築下請負をしてゐるものなるがその下請

負を左京区〔C町〕青木某になさしめ青木はそのまた下請負を朴相淳になさしめた処青木
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が朴等に工賃を支払はないので朴が一味李その他を連れ山本に交渉し山本は青木に支払つ

てあると拒絶したゝめ口論からこの始末と判明

(『京都日出新聞』1930 年 9 月 5 日夕刊)

史料①・②・③中の〔A 町〕〔B 町〕〔C 町〕はいずれも京都市有数の被差別部落である。

筆者はすでに，戦前期の京都市において，朝鮮人と被差別部落住民の多くが従事した共通の職

業は，友禅染工業などの繊維産業ではなく，土工・日傭・砂利採取などの仕事であったことを
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○○○○○組は増築の全工事を京都市より請負い，その中建築手伝に属する

工事について手伝請負業者 ×××× をして下請けせしめ (手伝人夫の労賃単

価は不明だが，1円 50銭位と想像される)，さらに ×××× は人夫供給につい

て△△組をして単価 1円 30銭で再下請せしめ，△△組は自己輩下の人夫と共

に※※飯場を通じて鮮人労働者を使傭し，普通 1円 10銭 (小頭級の者には 1

円 20銭) を給している。

図 2 はその間の関係を図示したものである (括弧内の数字は「頭刎ね」額を

示す)。

出典：京都市教育部社会課『京都市に於ける日傭労働者に関する調査』(1932

年) 56〜57頁。

図 2 京都市における増築工事の例



示したが46)，松ケ崎でも，浄水場の工事や砂利の採取47)，学校の建築といった労働現場に，朝

鮮人労働者と被差別部落住民とが，ともに就業していたことが確認できるのである。

とりわけ，史料③は，京都市教育部社会課『京都市に於ける日傭労働者に関する調査』

(1932 年) が掲載する図 2 を裏付ける史料となっている。すなわち史料③中の京都高等工芸学

校は官立なので，図 2 中の事業主京都市とは異なるが，ほぼ相当すると考えられる。同様に，

史料③中の建築下請負業者山本伊三郎が，図 2 中の手伝請負業者××××に，また史料③中

の被差別部落〔C町〕の業者青木某が，図 2 中の人夫供給△△組に，史料③中の朴相淳が，

図 2 中の鮮人飯場※※飯場に，それぞれ相当すると考えられる。戦前期においては，被差別部

落の業者が人夫請負業を営み，被差別部落住民とともに朝鮮人労働者を使用していたが，史料

③はその典型事例を示している。

当時，京都における土工の半数以上は朝鮮人労働者で占められていた48)。日本人の土工もそ

の多くが被差別部落住民であった49)。土木業者が京都で成長していくためには，失業者が多く

不安定な就労状況の下にあった朝鮮人労働者や被差別部落住民を，工事に必要な時にのみ大量

動員することが不可欠であった。

また当時，京都でも様々な工事で，史料③が報道するような朝鮮人労働者への賃銀未払い

事件が発生していた50)。被差別部落〔C町〕の業者では，史料③の記事に出てくる業者とは

別の業者も，使用する朝鮮人労働者への賃銀不払問題を，史料③と同じ昭和恐慌下の 1930 年

に起こしていた51)。

お わ り に

本稿では，史料上の制約が大きい中，松ケ崎の近代史における朝鮮人労働者の関わりについ

て論じた。松ケ崎百人衆の伝承をもち，生え抜きの人々で村が運営されてきた松ケ崎では，周

辺地域に比べ，工業地としての開発が遅れていた。そのため松ケ崎の朝鮮人労働者は，隣接地

区に比べ，人口も少なく目立った存在ではなかった。

それでも，第一次世界大戦時の大戦景気の中で，松ケ崎にも東洋ラミー織布会社の工場が作

られ，朝鮮人労働者が就業した。大戦景気時に労働力が不足し，繊維産業に朝鮮人が従事する

現象は，京都では西陣地区でも見られた光景である。

その後，1920 年代になると，京都市では人口が急激に増加する中で，社会基盤整備事業が

活発に行われ，土工や砂利採取夫として就業する朝鮮人も急増する。松ケ崎でも，人口増加を

支えるための浄水場が建設され，その配水池の工事には，約 70 人もの朝鮮人労働者が従事し

た。

また浄水場の工事や高野川での砂利採取，京都高等工芸学校の建築工事には，朝鮮人労働者
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と被差別部落住民とが，ともに就業していた。土木建築業や砂利採取業に，朝鮮人労働者と被

差別部落住民とが従事する形態も，京都市他地域と共通する現象であった。

一般的に京都の在日朝鮮人について語られる際，戦後の状況もあって，東九条を中心とした

京都市南部あるいは西部に言及されることが多かった。しかし，西陣や上賀茂，修学院といっ

た北部にも朝鮮人が多く居住し，それぞれ特色ある就業形態をとっていた。また松ケ崎のよう

な朝鮮人労働者が少ない地域においても，京都市の典型事例とも言うべき朝鮮人労働者の就業

状況があった。こういった事例も，とりわけ地域の近現代史を学ぶ地元学習では紹介されるべ

きだと考える。そのため，朝鮮人人口が多かった地域，少なかった地域を問わず，さらに事例

研究を続けていく必要がある。今後の課題としたい。

付記 本稿を執筆するにあたり，白木正俊氏ならびに京都市上下水道局松ケ崎浄水場の方々には

様々なお話を伺うことができ，大変お世話になった。篤く御礼を申し上げたい。

注

1 ) 洛北友禅業については，高野昭雄「戦前期京都市における都市下層の職業構成 (一)」(京都女

子大学宗教・文化研究所『研究紀要』第 24 号，2011 年 3 月) を参照。

2 ) 上賀茂地区の朝鮮人労働者については，高野昭雄『近代都市の形成と在日朝鮮人』〈佛教大学

研究叢書 5〉(人文書院，2009 年) 第 8章を参照。

3 ) 京都府学務部社会課『少額生活者に関する調査』(1933 年) は，カード第二種に準ずる世帯ま

で含め，京都市内で 8,046 世帯を調査対象とした。ちなみに当時，要救済貧困世帯は，生活保護

の資料として，各方面事務所のカードに記録されたことから，カード世帯，カード階級と呼ばれ

た。カード世帯は，さらに第一種 (常態的に要救済) と第二種 (臨時的に要救済) に分類された。

京都市『京都の歴史 9――世界の京都』(学藝書林，1976 年) 134頁。

4 ) 京都府社会事業協会『社会時報』第 3巻第 10 号 (1933 年) 51頁。

5 ) 高野昭雄，前掲『近代都市の形成と在日朝鮮人』，同「戦前期京都市西陣地区の朝鮮人労働者」

(世界人権問題研究センター『研究紀要』第 14 号，2009 年 3 月) を参照されたい。

6 ) 810 年に嵯峨天皇が松崎川で大嘗会の御禊を行ったとの記述が『日本後紀』にある。また 992

年に比叡山三千坊の一法場として松崎寺が建立されたとの記述が『日本紀略』にある。京都府

『史料京都の歴史 第 8巻 左京区』(平凡社，1985 年) 361頁，364頁。

7 ) 松ケ崎百人衆の言い伝えについて，「まちの履歴書 (170)」(『京都新聞』1967年 8 月 16 日)

は次のように記している。

平安遷都のとき奈良平城京の百姓百軒を皇室むけの米づくり専用として，ここ松ケ崎へ集団

移住させたのが村の始まりという。お百姓たちは，同地の郷地 (一人一町) と山とを貸し与

えられ，御所へ出す米づくりに専念した。このため村ではいっさい分家が認められず，明治

まで百軒のまま，安定した収入で村の中に貧富の差がなく，皇室関係の保護もあって裕福で

ゆったりした“優雅な生活”を営んだ。
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いま，古い一家の主人で，碁や謡を知らぬ人はないというから，その余裕ぶりが知られる。

8 ) 京都府，前掲『史料京都の歴史 第 8巻 左京区』361〜366頁。京都市『京都の歴史 2 ――

中世の明暗』(学藝書林，1971 年) 319頁。京都市『京都の歴史 3 ――近世の胎動』(学藝書林，

1968 年) 561頁，616〜617頁，622頁。

9 ) 松ケ崎を記録する会編『松ケ崎』(松ケ崎立正会，2000 年) 19〜20頁，24頁，28〜29頁。鈴

木信輔「歴史刻むお題目四十億遍」『日本経済新聞』1983 年 6 月 9 日。

10) ｢叡山三千坊の面影と 錯綜せるその都市化 四明ケ嶽まで京都市になる 離宮で名高い修学

院村」『京都日出新聞』1931 年 1 月 6 日夕刊。

11) ｢大黒天のごりやく 全村が挙つて法華宗 昔ながらに衰へぬ名物に題目踊 とても平和な松

ケ崎村」『京都日出新聞』1931 年 1 月 4 日夕刊。

12) ｢ラミー織布の現況」『京都日出新聞』1917年 4 月 24 日夕刊。

13) ｢有望の繊維工業」『大阪毎日新聞』1916 年 11 月 10 日。

14) 大和屋商店現物部『東洋ラミー織布株式会社現在ト将来』(発行年は不明だが，記述内容から

1916 年と思われる) 3〜5頁。

15) 東洋ラミー織布株式会社『大正六年前半期 第壹回営業報告書』(4〜5頁) に，工場敷地買収

の記事がある。

16) その後工場が無くなったため，1929 年の都市計画基本図では工場は描かれていない。

17) 大和屋商店現物部，前掲『東洋ラミー織布株式会社現在ト将来』12頁。

18) 東洋ラミー織布株式会社の営業開始は，1916 年 12 月 1 日である。東洋ラミー織布株式会社

『大正六年前半期 第壹回営業報告書』1頁。

19) 東洋ラミー織布株式会社『大正六年前半期 第壹回営業報告書』1〜2頁。

20) 『京都日出新聞』1918 年 8 月 10 日に，会社の移転広告がある。「弊社儀今般左記へ移転仕候

大正七年八月十日 京都府愛宕郡松ケ崎村字小竹藪 東洋ラミー織布株式会社 電話山端一一

番」。

21) 東洋ラミー織布株式会社『大正七年後半期 第四回営業報告書』1〜2頁。

22) 同上。

23) 洛北松ケ崎村東洋ラミー織布の男子朝鮮人職工が，会社の自転車を盗んだとの新聞記事がある。

｢鮮人の盗み」

洛北松ケ崎村東洋ラミー織布の鮮人職工山本金吾こと姜渭達 (二十五年) は二十日会社の自

転車を盗んで他へ預けしこと発覚し捕はる

(『大阪朝日新聞京都附録』1919 年 9 月 22 日)

なお，大戦景気時における職工の不足，朝鮮人労働者の増加については，次のような新聞記事

がある。

｢流れ込む朝鮮労働者 内地工業界の新しい現象」

多少の高低は免れないが近頃内地各工場の男女工の不足は依然たるもので此の状態が持続す

れば日本内地では職工が得られないと云ふ時期が早晩到来するだらうとは従前からの観測で

あつたが現に其の時期が到来して昨今は朝鮮人の職工労働者の輸入が盛んに行はれるやうに

なつて来た……近来は内地に職工の争奪戦が止まず一人の職工を得るにも困難が伴ふやうに

なつて来たから急に朝鮮人の輸入が多くなつたのである

(『大阪朝日新聞』1917年 6 月 5 日)

24) 東洋ラミー織布株式会社『大正六年前半期 第壹回営業報告書』6〜7頁。
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25) ｢京の玄関と勝手口 (三)」『京都日出新聞』1919 年 2 月 4 日夕刊。「労働問題懇談会」『京都日

出新聞』1919 年 4 月 18 日夕刊。「西陣機業の現況」『京都日出新聞』1919 年 7月 6 日。

26) 東洋ラミー織布株式会社『大正八年上半期 第五回営業報告書』1頁。

27) 日本繊維産業史刊行委員会編『日本繊維産業史各論篇』(繊維年鑑刊行会，1958 年) 339頁。

28) 東洋ラミー織布株式会社について，次のような新聞記事がある。

｢諸会社欠損続出」

東洋ラミー織布……等の諸会社は金融逼迫のため不渡処分を受け……経営難に依る欠損続出

で諸会社の解散減資は今後益々増加せんとする形勢である

(『大阪毎日新聞』1921 年 4 月 2 日)

29) ｢千万長者に背任横領の訴へ 糸の如うに縺れ合ふ東洋ラミー 検事局の活動と事件の真偽」

『大阪朝日新聞』1921 年 11 月 22 日。

30) 高野昭雄，前掲『近代都市の形成と在日朝鮮人』。同，前掲「戦前期京都市西陣地区の朝鮮人

労働者｣153〜155頁。

31) 西成田豊『在日朝鮮人の｢世界｣と｢帝国｣国家』(東京大学出版会，1997年) 122頁。

32) 松ケ崎を記録する会編，前掲『松ケ崎』38頁。

33) 同上，38頁。

34) 同上，30頁。

35) 詳しくは，高野昭雄，前掲『近代都市の形成と在日朝鮮人』第 1章を参照。

36) 松ケ崎浄水場工事については，京都新聞社編『琵琶湖疏水の 100 年〈叙述編〉』(京都市水道局，

1990 年) 636〜637頁を参照。また京都市上下水道局松ケ崎浄水場の方々には，松ケ崎浄水場に

ついて様々なことを教えていただいた。

37) 千本組の中川初次郎への砂利納入については，「千本組の外交員が 島原の都に惚く」『京都日

出新聞』1928 年 3 月 18 日夕刊を参照。千本組による梅津村の桂川における砂利採取業について

は，「桂川砂利採取 円満に解決す」『京都日出新聞』1929 年 11 月 12 日を参照。

38) ｢土工数十名が 河原で乱闘」『京都日出新聞』1928 年 8 月 11 日夕刊。なお，梅津地区で砂利

採取等の仕事に従事した朝鮮人については，別稿で論じたい。

39) 松ケ崎浄水場工事において喧嘩を報じる新聞記事として，「殴つた上で 威迫した男 拘留十

日に」(『京都日出新聞』1926 年 8 月 13 日夕刊) がある (後掲史料①参照)。

40) 高野昭雄，前掲『近代都市の形成と在日朝鮮人』。

41) 鐘紡争議については，京都市，前掲『京都の歴史 9――世界の京都』139〜142頁を参照。

42) ｢鮮人車掌」『京都日出新聞』1913 年 12 月 13 日。

43) ｢日鮮人職工の争闘」『大阪朝日新聞京都附録』1918 年 11 月 2 日。

44) 『全国工場通覧』(1931 年，調査時は 1929 年) 及び『同』(1933 年，調査時は 1931 年) による

と，京都市内の絹糸紡績 3 工場は，鐘淵紡績の京都工場，上京工場，下京工場であった。また京

都市役所『第 3回労働統計実地調査京都市結果表』(1931 年，調査時は 1930 年) によると，京

都市内の絹糸紡績 3 工場で働く労働者 3,608 人中，殖民地人は 0 人となっていた (11頁，29頁)。

ゆえに 1930 年頃の鐘淵紡績京都工場で働いていた朝鮮人労働者は，おそらく皆無であったと考

えられる。

戦前京都では最大のメーデーと評される 1930 年のメーデーを報ずる新聞記事には，「鐘紡京都

工場争議団員六百名も参加し，約百名の白
おし

粉
ろい

をつけた美しい装ひの朝鮮婦人労働者の一団も人目

をひいた」と記されている (「降雨を冒して 盛大な労働祭 蜿蜒十余町に及ぶ長列 鐘紡争議
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団六百名も参加」『大阪朝日新聞京都版』1930 年 5 月 2 日)。但し，この記事に書かれる約 100

名の朝鮮人婦人労働者も，上記の理由からやはり鐘紡工場の労働者ではなく，別の団体だと思わ

れる。京都の紡績工場と朝鮮人労働者については，別稿で論じたい。

45) 本文で先に述べたように，京都高等工芸学校は現在京都工芸繊維大学となっている。京都高等

工芸学校は，1930 年 11 月に京都市吉田から松ケ崎に移転した。「頗る面倒な 高工引越し 機

械類の運搬に苦心 来月五日から始める」『京都日出新聞』1930 年 10 月 27日夕刊。

46) 高野昭雄，前掲『近代都市の形成と在日朝鮮人』。

47) 被差別部落の砂利採取業と朝鮮人労働者については，高野昭雄，前掲「戦前期京都市における

都市下層の職業構成 (一)」でも論じている。

48) 内閣統計局『昭和 5 年国勢調査報告』によると，1930 年現在において，京都府では土工の

62%が，京都市では土工の 52%が朝鮮人であった。高野昭雄，前掲『近代都市の形成と在日朝

鮮人』177頁，表 7-8 を参照。

49) 高野昭雄，前掲『近代都市の形成と在日朝鮮人』第 5章を参照。

50) 一例として，「賃銀が貰へず 歳の暮に困まる と鮮人労働者が代表を選び 薬専と請負者に

談判」(『京都日出新聞』1931 年 12 月 8 日) を参照。

51) ｢朝鮮労働者の 悲しい陳情 西紫野土地区画整理に 賃銀不払問題起る」『大阪朝日新聞京都

版』1930 年 11 月 13 日。当該記事には朝鮮人約 100 名を使用した工事請負業者 I氏が登場する。

『京都商工人名録 (昭和 5 年)』や『京都土木建築関係業者名簿 (昭和 9 年)』によると，I氏は

〔C町〕在住である。
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要 旨

本稿は，京都市左京区松ケ崎地区の近代における朝鮮人労働者の足跡について論じた。松ケ

崎は，平安遷都にさかのぼる松ケ崎百人衆の伝承をもち，また鎌倉時代末期には全村挙げて日

蓮宗に改宗するなど結束の強さを誇ってきた。その伝統は，現在でも，五山送り火の一つであ

る「妙法」の送り火に受け継がれている。

こういった歴史をもつ松ケ崎は，周辺地域に比べ，工業地としての開発が遅れていた。その

ため松ケ崎の朝鮮人労働者は，隣接地区に比べ，人口も少なく，目立った存在ではなかった。

それでも，第一次世界大戦時の大戦景気の中で，松ケ崎にも東洋ラミー織布会社の工場が作

られ，朝鮮人労働者が就業した。大戦景気時に労働力が不足し，繊維産業に朝鮮人が従事する

現象は，京都では西陣地区でも見られた光景である。

その後，1920 年代になると，京都市では人口が急激に増加する中で，社会基盤整備事業が活

発に行われ，土工や砂利採取夫として就業する朝鮮人も急増する。松ケ崎でも，人口増加を支

えるための浄水場が建設され，その配水池の工事を中心に，朝鮮人労働者が多数従事した。

また浄水場の工事や高野川での砂利採取，京都高等工芸学校の建築工事には，朝鮮人労働者

と被差別部落住民とが，ともに就業していた。土木建築業や砂利採取業に，朝鮮人労働者と被

差別部落住民とが従事する形態も，京都市他地域と共通する現象であった。

一般的に京都の在日朝鮮人について語られる際，戦後の状況もあって，東九条を中心とした

京都市南部あるいは西部に言及されることが多かった。しかし，西陣や上賀茂，修学院といっ

た北部にも朝鮮人が多く居住し，それぞれ特色ある就業形態をとっていた。また松ケ崎のよう

な朝鮮人労働者が少ない地域においても，京都市の典型事例とも言うべき朝鮮人労働者の就業

状況があった。

キーワード：京都市，朝鮮人，松ケ崎，浄水場，被差別部落

Abstract

Matsugasaki is an ancient area in Kyoto, where the tradition of the Emperorʼs Hundred

Farmers dates back to the Heian capitalʼs establishment. Slow to industrialize in themodern era,

relatively fewer Korean laborers are employed in Matsugasaki than in adjacent districts. Yet, a

few Koreans were employed in the area, for example, at the Oriental Ramie Weaving Company,

Ltd (Tōyō Rami Shokufu KK), a factory built during the economic boom of the First World War.

A domestic labor shortage at that time saw the hiring of Koreans in Japanʼs textile industry, a

practice common in Kyotoʼs Nishijin District.

In the 1920s, Korean workers helped construct Matsugasaki purification plant to support

Kyotoʼs burgeoning population. In this case, as also in the Takano River gravel quarrying and the

Kyoto High School of Arts and Technologyʼs construction (Kyoto Kōtō Kōgei Gakkō), Koreans

were employed alongside Buraku people. Koreans working with Buraku people in gravel

quarrying and civil constructions was also common in Kyoto. Thus, while Matsugasaki may not

have employed Korean workers extensively, the employment conditions for Koreans there should

be seen as typical of Kyoto.

Keywords : Kyoto, Korean, Matsugasaki, Purification Plant
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