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韓国の初期社会・生活行政をめぐる資料検証（その３）
救護行政の改善のための調査研究 （1969年）の分析
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雪
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要約

1960年代の韓国において，社会・生活行政がどのように運営されていたのかを伝える資料は

きわめて少ない。建国大学の研究者らによる政府委託調査 救護行政の改善のための調査研究
（1969年）は，そのような空白を埋める貴重な資料であるが，現在までの研究においては，その存
在すらほとんど知られておらず，分析の対象とはされてこなかった。本稿は，この資料が伝える
1960年代の生活困窮者に対する施策の運営の実態，当面していた課題，そして改革方向についての
基本的な考え方などを検証するとともに，そうした政策実態が，韓国の社会・生活行政の歴史的な
展開において持つ意味を考察する。
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【凡例】
①

本稿において， 建大・救護行政調査
表出所としては

建大・救 護 行 政 調 査

からの引用箇所は（ ）内に掲載ページのみ記し，図
p.＊ ＊ と し て，掲 載 ペ ー ジ を 記 し た。引 用 文 中 の

「・・・」は引用者による一部省略であり，（
②

）内の言葉は引用者が補ったものである。

韓国語と日本語は，漢字表現を共有している。韓国語原文を日本語に翻訳する場合，原文の漢
字表現をできる限りそのままの形で用いるようにした。現在の日本における漢字の使用法ではや
や不自然な場合もあるが，言葉の意味と同時に，語感やニュアンスを伝えることを重視したため
である。ただし，意味が異なってしまう場合には，現在日本の漢字表現に置き換えた。

③

原文の明らかな誤字等は訂正したが，現在では不適切と考えられる表現も引用ではそのままと
した。それらの表現には，使用された時点での考え方が反映されており，それ自体，資料的価値
を持つと考えるからである。
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の対象とはされてこなかった。 建大・救護行

はじめに

政調査 は，大統領直属機関である「行政改革

韓国で1960年代当時，社会・生活行政の主管

調査委員会」の委嘱により，建国大学校附設の

官庁である保健社会部（1955年，保健部と社会

韓国応用社会科学研究所の調査班が1968年から

部の統合により創設：「部」は日本の「省」に

69年にかけて実施した調査の報告書である。行

該当）は，白書を発行しておらず，年次統計報

政が直接に作成した資料ではなく，また研究者

告である 保健社会統計年報 （以下， 統計年

個人が自由に選択した主題による研究書でもな

報 と略称）を発行しているのみである 。 統

く，国の委嘱によって行われた行政検証結果の

計年報

は，統計数値を示すだけで説明を伴っ

報告書として，行政作成資料に近い性格を持つ

ていないから，ある施策がどのような意図に基

と言ってよい。この委託調査のために，行政機

づき，どのようなやり方で実施されていたかの

関（保健社会部，経済企画院，建設部，地方自

情報を得ることはできない。しかも，この時期

治体）や民間団体・機関から各種のデータ・資

の 統計年報 は，施策についての実績報告を

料が豊富に提供されており，本書によってしか

生の素材に近い形で収録している傾向が強く，

得られない情報も多く収録されている。特に，

統計表が何を意味するのか，十分に解読できな

「救護行政」が現場レベルでどのような組織体

い場合さえある。その他に，政府刊行物にせよ，

制により，どのような手続きで運営されていた

一般の研究・調査文献にせよ，行政についての

かを明らかにしている点は，前掲の 統計年

詳細を伝える資料はほとんど存在しておらず ，

報 に収録された統計表を解読するうえでの貴

当時の行政関係者にとっては自明であったはず

重な ミッシング・リンク を提供していると

の基礎的な情報が得られていない。その結果，

言える。

1960年代の社会・生活行政の実態は，現在に至

同時に留意しておく必要があるのは，本書が

るまで，ほとんど解明されないままに推移して

行政改革を目的とする政府委託調査の報告書と

きた。

して行政報告的な性格を持つ一方で，大学の研

その意味では，建国大学校附設・韓国応用社

究機関に基盤を置く研究者の分析視点が貫かれ

会科学研究所 救護行政の改善のための調査研

ているという点である。行政担当者が行った調

究 （1969年刊，謄写版刷，韓国語，424ページ，

査であれば，この報告に表れているような現状

非売品，発行は科学技術処・米国国際開発協助

に対する批判的な分析や政策評価にまで踏み込

処［USAID］
：以下では，本報告書を 建大・
救護行政調査 と略称し，本調査を「建大調

みえなかったことは明らかであり，社会科学を

査」と呼ぶことにする）は，1960年代後半期の

政の現状についての綿密な検証と政策評価が可

社会・生活行政の実態を詳細なレベルで検証し

能となったと言えよう。1970年代に入り，朴正

ている資料として，きわめて貴重な存在であ

煕大統領による「維新体制」が始まるとともに，

る 。しかし，現在に至るまで，この資料につ

国会での論議を初めとして，国の政策や行政に

いて言及した研究はほとんど見当たらず，分析

対する自由な批判的検証の機会は急速に閉ざさ

保健社会部の白 書 刊 行 状 況 に つ い て は，金 早 雪
（2012b）の注１を参照。なお同稿は， 保健社会統
計年報 の資料的性格について詳しく分析している。
ただし，1960年代から70年代の「救護行政」をめぐ
る研究は，本稿末尾の参考研究文献（韓国語）リス
トに示したように，1960年代後半から70年代の同時
代期に，行政学分野の学位論文（修士論文［韓国語
では碩士論文］）の形で，集中して存在している。
これらの研究は，「救護行政」の改革が大きな課題

基盤とする批判的な視点が存在したために，行

となっていた時期に，修士論文の研究課題として，
同時代的な関心が向けられ，取り上げられたものと
推測される。しかし，これらの研究は未公刊の散発
的なもので，その後，継承発展されることはなかっ
た。
「救護行政」という用語それ自体が実態として
用いられなくなった1980年代以降，「救護行政」に
関する研究は，ほとんど途絶する。
本報告書は，少なくとも，韓国の保健福祉部資料室
と国会図書館の２ヵ所で所蔵が確認されている。
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れていく。その意味では， 建大・救護行政調
査 は，ある程度，行政に対する批判的な分析

22）が，委嘱時に調査班に提示された内容にほ
ぼ等しいのではないかと推測される。そこでは，

の自由が存在していた1960年代末の政治，社会

「現下，莫大な物的資源を所要する救護行政一

状況のもとでの産物であったと見ることができ

般の効率化，適正化は我が国が当面する重要で

る。

時急な課題中の１つである。・・・現在，実施

以下では，
「救護行政」と呼称された社会・

されている救護行政の各分野に存在する問題点

生活行政の1960年代後半の時点における実態に

を調査分析することにより，要保護者の生活保

ついて，この調査がどのような視点から捉え，

護と災害からの回復，及び罹災民の救護等，救

どのようなことを明らかにしているのかを報告

護行政の合理的な運営と効率的な社会救護体系

書の内容展開に沿って整理するとともに，この

の確立のための方案を提示しようとすることに

調査の認識を1960年代末当時の政治的，経済的

目的がある」と述べられている。そのうえで，

及び社会的な文脈の中で位置付けて理解しよう

具体的な問題点として，以下のような４点があ

と試みている。

げられている（pp.21‑22）
：
⑴ 「現下の我が国の救護対象者数は，計数上

第１節

建大・救護行政調査 の成立

１ 行政委託調査の目的と背景

は莫大だが，必ずしも厳密な検討を経て選定
されたものとは言い難く，合理的な救護行政
に蹉跌をきたしている。したがって，救護対

建大・韓国応用社会科学研究所に調査を委託

象者の選定の基準と原則を樹立することによ

した「行政改革調査委員会」は，大統領直属機

り救護対象者を厳選し等級化することが効率

関として1964年に設置された機関で，国の行政

的な救護行政を実現する早道である。」

の各分野について，
「不合理点と浪費的な要素

⑵ 「救護機関の多元化と横の連絡の欠如は効

を摘出改善」し，改革を推進するための「行政

率的な救護行政はむろん，適正な救護行政を

診断」を行うことを目的としていた 。この機

実現できなくしている重要な原因となってい

関が，どのような条件と内容で調査を発注した

る。したがって，救護機関の一元化を指向す

のかは，直接には示されていないが，報告書の

る制度的考慮が緊急に必要である。
」

序論に記された「調査研究の目的」
（ pp.21〜
建大・救護行政調査 に掲載されている資料のな
かには，保健社会部が国会の保健社会委員会の国政
監査のために作成した 国会・国政監査報告資料
（1968） を出典とするものも少 な く な い の は，
1967〜69年にかけて，国会や政党活動が活発であっ
たことが背景にある。特に1968年の国会・国政監査
は，与野党による「監査らしい監査」がなされ「所
期の成果をあげた」とされる（ 大韓民国国会六十
年史 p.333）。敷衍すると，民政移管＝第３共和
国発足（1963年）によって国会が復活したが，第６
代国会（1963〜67年）では，与野党勢力の対立や日
程から国会監査は十分にはなされずに終わった。第
７代国会初年度の1967年は，国会議員選挙の不正に
抗議して野党議員が登院を拒否したため，与党だけ
でなされた。そのため野党は翌1968年の監査に相当
の意気込みで臨み，行政実態を示す政府資料をもと
に，議場で活発な議論が展開されていた（大韓民国
国会議事録ホームページ，参照）。
国務総理のもとで編纂された 行政白書 1968年版

⑶ 「盲目的（ママ）で無計画な救護対象者に
（1968年３月刊行）によると，「行政能率向上」の
ために「政策決定機関から執行機関に至るまでの行
政作用と管理実態を診断し不合理点と浪費的な要素
を摘出改善し，1968年度には４部署に対する行政診
断と36事業に対する主題別行政診断を実施する計
画」
（p.528）と い う。本 調 査 は，そ の「計 画」の
うちの１つであったと見られる。なお，この調査研
究の費用は，科学技術処を介して，USAID（U. S.
Agency for International Development：米国国際
開発協助処）から提供されている。科学技術処は，
1967年４月に国務総理所属下に経済企画院・技術管
理局を拡大改編して新設され，技術協力，国防，原
子力・情報産業の振興など科学技術政策全般を所管
していた。USAID はアメリカのケネディ政権が，
「海外援助法」
（1961年）に基づいて，前身の ICA
（1954年設置）を強化・再編した組織である。ただ，
USAID が，本調査の委託に当たって，「救護行政」
に特定の関心を寄せていたのか，あるいは単に調査
費用を提供しただけなのかは明らかでない。
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対する救護手段を止揚し，救護対象者が自主

ではなく，より広い背景を持っていたことを指

的な生活を営めるように，彼らの生産力を培

摘しておかねばならない。

養させるように図る救護手段を講究すること

第１は，1961年に成立した軍事革命政権のも

が緊急の課題である。このことは，同時に，

とで整備された社会・生活行政が，60年代後半

政府の人力開発政策に対応する。」

には，見直しの時期に入っていたことである。

⑷ 「救護行政に要する資源の適正な規模を測

この調査自身が明らかにしているように，「救

定し，その調達方法を講究することが，救護

護行政」は，朝鮮戦争以来の臨時的，応急的な

行政の連続性・合理性を維持するために必要

政策形成過程の痕跡を強くとどめ，複雑で多元

不可欠である。」

的な構成を持っていた。特に，政策対象，財源，

この調査と並行して，他の行政分野も「行政

政策方式，実施体制などを異にする政策が並行

診断」の対象として選択されているから，「救

し錯綜しながら運営されていることがさまざま

護行政」が，特に「不合理点と浪費的な要素」

な問題を生んでいた。また，この時期には，経

が多い分野として取り上げられたわけではなか

済は，朝鮮戦争の破壊的な影響から脱出して，

ったと見られる。しかし，上に述べられている

順調に発展しつつあった。それとともに，社会

ように，
「救護行政」に対しては，大量の政府

的問題や生活におけるニーズの性格も変化して

糧穀と外国援助物資からなる救護資源（主に，

きており，それまでの政策的な対応との間にミ

米・麦と小麦粉）を使いながら，効率的に運営

スマッチが生じつつあった。例えば，戦争時以

されていないという評価が存在したことは，明

来，多くの戦災孤児を収容してきた施設は老朽

らかであろう。特に，救護対象者の選定が厳密

化するとともに，障碍者や高齢者への対応や収

でなく，その結果として，「莫大」な数の対象

容生を社会に送り出すための職業訓練など，新

者が選定されていること，行政機構が多元的で

たに発生してきているニーズへの対応に立ち遅

体系化されていないこと，救護手段が対象者の

れていた。また，貧困者に対する政策はたんな

生活の自立を促すような形で機能していないこ

る食糧支援から生活の自立化を支援するという

と，救護行政に要する資源の適正規模が明らか

方向に転換しつつあり，そうした視点から，飢

でなく，調達方法についても問題があること，

餓に瀕した生活困窮者に糧穀を現物支給すると

などの問題点が調査に先立って意識されてい

いう1950年代以来の「救護」方式が効果を持つ

た。

のかどうかについて疑問が投げかけられつつあ

さらに，調査が行われた1960年代末という時

った。したがって，
「救護」をめぐる行政シス

期を考えると，
「救護行政」の見直しと改革と

テム全体を整理し直し，体系化する必要性が当

いう問題は，単に大量の資源が効率的，合理的

事者の間でも認識され始めていたのである 。

に活用されているかどうかという関心からだけ
これらの問題点に関連して，国会では，アメリカの
無償援助をめぐる利権の問題や援助物資の不正流用
の問題などが取り上げられていた。1964年には，特
恵財閥による小麦粉・セメント・原綿の「三粉暴
利」についての追及があり，また，1966年には，保
健社会部に対する国政監査に際して，アメリカから
の無償援助糧穀を財源とする「自助勤労事業」が，
「与党の党勢拡張」のための「ミルカル工事」（小麦
粉工事：引用者）となっているという指摘もなされ
ていた。また同じ頃，アメリカ国会でも，韓国にお
ける PL480号による援助物資の横流し問題が取り
上げられていた（金早雪 1996）
。

第２に，1960年代末頃には，経済の順調な拡
1960年代末に保健社会部が社会行政全体の改革を構
想していたことは，保健社会部（1971）の序文によ
って確認される。また， 建大・ 救 護 行 政 調 査
p.223には， 救護行政の改善のための調査着眼点
資料 （保健社会部，1968年）が引用されている。
現時点では，この資料の現物を確認できていないが，
こうした資料が作成されていたことは，保健社会部
内部でも，救護行政の改善のための検討が始まって
いたことを示唆する（ただし，行政改革調査委員会
による建大調査の実施に対応して作成された内部的
な検討資料であった可能性もある）
。
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大発展とともに，国民生活の向上に関わる社会

また，今も直面している。しかし，こうした与

的な政策の分野にも目配りする余裕ができてき

件の下であっても，救護対策を断念することは

た と い う 状 況 が あ る。こ の 点 で は，第 一 次

できず，とりわけ福祉国家への努力を放棄する

（1962〜66年）
，第 二 次（1967〜71年）と 経 済

ことはできない。こうした努力が，まず救護行

開発５カ年計画が順調に展開する中で，保健社

政の体系化・合理化と可用資源の効率化・科学

会部は，1967年から，多くの大学の研究者や福

化に傾けられれば，われわれはよりよい救護行

祉関係者が参加する「社会開発」の大規模な調

政の実をあげることができよう。・・・この調

査研究プロジェクトを発足させていたことが注

査研究の動機と期待もここに あ る。
」（pp.３

目される 。その目的は，今後15年間にわたる

〜４）

中・長期の経済発展計画を構想する中で，そこ

この文章における「社会開発」
「社会保障の

に，経済投資と並行させて，社会的な投資計画

確立」
「福祉国家への努力」などの表現と，上

を積極的に組み込み，それによって，均衡のと

に掲げた「調査研究の目的」で述べられた，

れた，持続的な発展を実現させていくための計

「救護対象者の厳選」「救護行政に要する資源の

画づくりを行うというものであり，そこには，

適正な規模の測定」を始めとする「救護行政の

当然に，医療保険や年金保険など社会保険の新

合理的な運営」という表現の間には，明らかに

たな導入や社会福祉の充実計画とともに，現行

ニュアンスの違いが読み取れる。調査の委嘱者

の「救護行政」を中心とする社会・生活政策の

である「行政改革調査委員会」の発想が行政の

改革が重要な課題として設定されていた。実際

効率化，合理化を強調していたのに対し，調査

に，この調査を委嘱された建国大の調査班も，

班の研究者たちは，漠然としたものであるにせ

調査目的に関連して「社会開発」構想について

よ，将来にわたる「社会保障の確立」や「福祉

言及しながら，次のように述べている。「経済

国家」に向かう構想を基礎におく発想を持って

開発５個年計画の成功的な実行により我が国の

いた。調査班の研究者たちが単に行政からの委

産業が飛躍的に発展している今日，実質的国民

嘱の意向に沿うだけではなく，社会行政のあり

生活の直接的な向上のための社会開発があわせ

方についての独自な主体的姿勢を持っていたゆ

て要請されている。・・・社会開発の当面課題

えに，調査における分析がより豊かな内容 ⎜⎜

中でももっとも重要な位置を占めるのが社会保

場合によっては現状に対して批判的な内容 ⎜⎜

障の領域である。そして社会保障の確立を指向

を持つことになったことを見落とせない。

する施策の中枢を占める救護行政の意義は実に

第３に，1960年代後半になると，韓国の国家

大きい。しかし，われわれの現実としては，資

としての安定と順調な経済発展を受けて，外国

源の制約性と対象の広範性から救護関連施策は

援助の削減ないし打ち切りが日程に上っていた

その始発点からすでに困難に直面してきたし，

と い う 事 情 が あ る 。朝 鮮 戦 争 以 来，韓 国 の

社会開発プロジェクトは，保健社会部（主担当は，
同部内に設置されていた社会保障審議委員会）が
1967年に発足させた。その研究成果として， 社会
開発長期展望 （保健社会部，1969年）を初め，多
くの資料が作成されている。プロジェクトの発足を
めぐる経緯についは，崔千松（1991：144‑159）に
記述がある。
「社会開発」（Social Development）
の概念は，国連が1950年代末から展開していた「均
衡のとれた社会経済の発展」という考え方から援用
されたものである（The Report on the World Social
Situation, UN, 1961）。なお，「社会開発」の発想に
は，経済計画を立案する中心機関である経済企画院

も関心を寄せており，1968年に，建国大学校・韓国
応用社会科学研究所に，調査研究を委託している。
研究責任者は金正年教授，研究委員は金圭定教授と
李承潤・韓国科学技術所所員で，調査報告書として
社会開発計画のための基本調査 （1968年）が提
出されている。中心課題は「都市生活環境」と「人
口 集 中 ・ 移 動 」 で ，「 社 会 保 障 と 福 祉 」
（pp.319〜383）への言及はあるが，救護行政の実
態は扱われていない。ほぼ同時期に行われた「救護
行政調査」とは，直接に関係がなかったと見られる
が，金圭定教授が両方の調査に参加している。
第二次経済開発５カ年計画の目標と展望には，1971
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「救護行政」の財源は，外国援助に大きく依存

「自助勤労事業」
，⑷「社会団体・外援（外国

してきた。1960年代に入っても，こうした状況

援助の省略表現…引用者）
」の４つの行政分野

は続き，特に，労働能力がある貧困者に対する

である（表４の目次構成参照）
。⑴⑶⑷の分野

「就労救護」事業である「自助勤労事業」の財

は，保健社会部の社会局と婦女児童局の所管に

源は，アメリカの PL480号第

款による小麦

属する。⑵の分野は政府省庁の合同組織が対策

粉の無償援助に全面的に依存していた。また，

に当たり，保健社会部は主に医療救護や生活救

朝鮮戦争によって大量に発生した戦災孤児や母

護を担当する。これら４つの分野は相互に連関

子の収容を中心とする厚生施設は，ほとんどす

しあっているが，それぞれの政策対象，財源，

べてが外国民間援助団体の援助によって設立・

政策方式，運営組織は異なっており，一貫性の

運営されている民間施設であった。PL480号第
款の無償援助の打ち切りは，
「自助勤労事業」

ある統一的な政策体系を構成するものではない。
「救護行政」という用語は，異なる政策方式の

の存続を危うくするものであったし，外国民間

複合的な組み合わせを表現するものとして用い

団体による施設援助の削減は，児童施設などの

られていた。

民間厚生施設の運営を危機に追い込むという問

⑴の「生活保護」は，
「救護行政」の中核に

題をはらんでいた。このため，危惧を抱いた施

位置する制度であり，児童や高齢者，障碍者，

設運営者の団体である韓国社会福祉連合会（の

乳幼児を抱えた母親など非労働能力者を対象と

ち韓国社会福祉協議会に改編）は入所者の保護

する救護制度であるが，施設に収容されている

水準の改善のほか，施設運営への政府補助金を

者を対象とする「施設保護」（
「収容保護」）と

法定化するために，社会福祉事業法の制定を求

在宅生活者を対象とする「居宅保護」から構成

めていた。1966年に関係議員から同法案が国会

されていた。後に見るように，両者には，対象

に上程されたが，この時点では，実現しなかっ

の選定や管理，給付の内容や方法などの点で異

た。その理由は，当時，福祉施設・事業が「外

なる方式が採用されており，「生活保護」とい

援に依存した他律的な・・・ ʻ
戦争の遺物ʼ
」と
する「大多数一般国民の認識」があったためと

う分野自体が２つの異なる政策方式の複合によ

されている 。いずれにせよ，1960年代末には，
外国援助の削減ないし打ち切りという外部条件

って構成されていた。
⑵の「災害救護」の分野は，不慮の自然災害
がもたらす生活破壊への対処策ということから，

の変化に対応して，財源対策を中心に，「救護

「救護行政」の中では異質な性格を持つ分野で

行政」の全体を再構築しなければならない状況

あり，当時の用語法においても，「救護」の概

が迫っていた。

念に含まれない場合もある。ただ，1950年代，

２ 「救護行政」と呼称された行政領域につい
て

60年代という時期には，自然災害がもたらす生
活被害への対処策は一般の生活救護制度から完
全に分離されておらず，重なり合う面が多かっ

調査の目的は，「救護行政の合理的な運営と

た。この時期には，毎年のように，大規模な風

効率的な社会救護体系の確立のための方案の提

水害や旱害などが発生し，農村が甚大な被害を

示」にあった。
「救護行政」という名称で取り

受け，時には，数万人，数十万人に及ぶ数多く

上げられたのは，報告書の叙述の順に沿って列

の零細農民の生活が破壊される事態が恒常的に

挙すると，⑴「生活保護」
，⑵「災害救護」，⑶

生じていた。1961年に，災害救護法が制定され，

年に，アメリカからの余剰糧穀導入が無くなってい
るという要因を織り込んでいた（ 行政白書 1967
年版：p.518）。本調査でも，「自助勤労事業」の主
要財源である PL480号第 款の援助が1971年に打

ち切りが通告されていること，また，外国民間援助
団体の援助が縮小の趨勢にあることが分析を進める
上での重要な与件とされている。
韓国社会福祉協議会（2007：21）。
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さらに，本調査が実施された前年の1967年に，

らの民間団体が運営する生活施設は，生活保護

災害救護政策の全面的な見直しが行われたこと

における「施設保護」のための施設（「生活保

により，一般の生活救護とはより独立した形で

護施設」）として位置づけられ，国の管理・監

の行政整備が進んだ。しかし，なおも広範囲に

督下に置かれていた。したがって，外国援助と

及ぶ旱害などの被害による生活困窮の支援に際

民間団体の管理・監督は，
「救護行政」の重要

しては，保健社会部が所管する「自助勤労事

な一環を構成していた。

業」の糧穀資源が用いられる など，一般の救

この調査で使用されている「救護」ないし

護との分離は完全ではなかった。災害救護組織

「救護行政」という用語には，十分な注意を払

には，政府の各省庁が参画していたが，保健社

っておく必要がある。
「救護」という用語は，

会部は，緊急的な医療や物資支援，生活再建の

日本支配時代に起源を持つが ，建国後も，引

ための糧穀の支給など，「救護」面で，中心的

き続き使用されていた。ほぼ同じ内容を持つ用

な役割を果たしていた。

語として，
「厚生」という用語が用いられる場

⑶の「自助勤労事業」は，労働能力を持つ生

合もあり，行政の中でも統一的な用語表現は存

活困窮者（行政上，
「零細民」と呼称された）

在しなかっ た と 見 ら れ る 。た だ，
「救 護」
，

を対象とし，就労を条件に糧穀を支給する救護

「救護事業」
，「救護行政」などの用語が，
「貧困

制度で，主に農民を対象に，生活の自立支援を

行政」という意味合いでの包括的な行政範囲を

行おうとする制度である。非労働能力者を対象

総称するものとして慣用的に使われることが多

とする救護としての「生活保護」と労働能力者

かった。この中で，
「救護行政」という用語が

を対象とする救護としての「自助勤労事業」は，

どれほど定着していたのかは明らかでないが，

「救護行政」の中核を構成する。
⑷の「社会団体・外援」が１つの行政分野と
して扱われているのは，朝鮮戦争以来，「救護

行政部内や研究者の間で慣用的に使用されてい
たことは，ほぼ確実である 。
この調査に示されているように，「救護行政」

行政」が，外国，特にアメリカからの援助に大

は，１つの統一された体系性を持つものではな

きく依存してきていることに関連する。外国援

く，異なる政策方式の組み合わせによる複合的，

助は，政府レベル，民間援助団体レベルの両方

多岐的な構成を持つものである。
「救護行政」

で，莫大な量の「救護資源」を提供してきた。

の構成について，根拠法規，対象者の種類，救

特に重要なのは，児童や母子，障碍者，高齢者

護内容，財源，運営主体によって整理しておく

を収容する厚生施設は，外国民間援助団体に支

と，表１のようになる。なお，調査で設定され

援された韓国の民間団体や個人によって設立・

ている「社会団体・外援」に関わる行政は，

運営されているものがほとんどであったことで

「救護行政」の全体に関わり，独立した行政領

ある。
「救護行政」は，こうした外国援助と民

域を形成しているわけではない。
「社会団体・

間活動を公的な行政の一環として組み込んで運

外援」を独立的に扱う例は，この資料以外には

営されていたところに大きな特徴がある。これ

見当たらないが，この当時，「社会団体」と外

例えば，1967年秋には，朝鮮半島南部は大規模な旱
害に見舞われ，約31万世帯・200万人の農民が生活
救護の対象となった。この時，保健社会部は，
「自
助勤労事業」の糧穀資源をこれらの農民の救護に充
当している。
（韓国国会事務処 1967［1967年10月23
日］による。
）
朝鮮総督府の行政の中での「救護」という用語の使
用は，1944年の「朝鮮救護令」の施行から始まるも
のではなく，それ以前から行政と民間関係者の間で
広く用いられていた。

金早雪（2012a）参照。
「救護行政」という用語が行政内部で使われていた
ことは，保健社会部（1968b）の存在によって確認
される。また，建大調査は，改革の一環として，
「救護行政局」の新設を提案していることも，「救護
行政」という表現がかなり慣用的に用いられていた
ことの裏付けとなりうる。さらに，巻末の参考研究
文献（韓国語）リストに見るように，1960年代，70
年代には，「救護行政」という表現を用いた研究が
数多く見られる。
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おくべきことは，ここに示されているように，

な検討課題になっており，
「行政改革調査委員

当時の理解においては，同法の施行以後も，

会」は，調査委託に当たって，この項目を独立

「生活保護」は，広範な「救護行政」の一環を

した検討課題分野として設定したものと推測さ

構成する部分概念として扱われていたことであ

れる。

る 。保健社会部内の主な担当部局である救護

当時の用語法としては，
「救護」の分野は，

課の名称も，1960年代を通じて変更されなかっ

「生活保護」
，「自助勤労事業」
，
「災害救護事業」

た 。1970年代に入ると，
「救護」という用語

の３分野を合わせたものとして用いられるのが

は使われなくなり，代わって「生活保護」ない

一般的であり，特に，
「生活保護」と「自助勤

し「保護」という用語が主として用いられるよ

労事業」を組み合わせて，狭い意味での「救

うになる。以下では，本調査及び当時の行政関

護」として表現されることが多かった。後の時

係者・研究者の用語法に従って，
「救護行政」

代の研究においては，生活保護法だけが特に取

という用語を用いることにする。

りだされて考察される傾向が強いが，注意して
表１ 調査の対象となった「救護行政」の構成の概要
狭義の「救護行政」

根拠法規

救護対象者
の種類

主な
救護内容

生活保護

自助勤労事業

生活保護法（1961年〜）
施設保護における児童施設の管理については児童
福利法（1961年〜）

「自活指導事業に関する
臨時措置法」（1968年〜）
（1968年 以 降 は，「自 活
指導事業」に名称変更）

災 害 救 護 法（1961年
〜 ）・ 風 水 害 対 策 法
（1967年〜）
・農業災害
対策法（1967年〜）など

労働能力のない生活困窮者
住む場所と身寄りのない
者
（「無依無託の者」
）

在宅生活者

施設保護

居宅保護

施設への収容
１人１日当たり白米・精
麦の合計３合＋約６ウォ
ンを年間支給

在宅での生活支援
１人１日当たり小麦粉
250ℊを年間支給

糧穀は，国（80％）
・地方自治体（20％）
金銭手当は，地方自治体
財源

災害救護

小麦粉は，国（80％）
・地方自治体（20％）

施設の設立・運営経費・
収容者の生活費の過半は，
主 に，外 国 民 間 援 助 団
体・民間施設運営団体
糧穀の支給管理は，国・
地方自治体

さらに言うと，1960年代においては，
「生活保護」
は「居宅保護」のみを意味する用語として用いられ
る場合も少なかくない。
「施設保護」を担う福祉施
設の多くが，外国民間援助団体によって設置・運営

労働能力のある生活困
窮者（「零細民」）

就労を条件に，１人１日
当たり小麦粉3.6㎏を支
給（就労日数は月間20日
の制限あり）
小 麦 粉 は，ア メ リ カ の
PL480号第 款による援
助
事業の資材費・管理経費
は，国・地方自治体

自然災害の罹災民

生活救護については，生
活保護対象者に準じた救
護（給 付 日 数 に 限 定 あ
り）

災害救護の全体は，国・
地方自治体の財源に，外
国援助，民間募金などを
合わせた資金及び糧穀

災害救護の全体は，国を
中心に，民間団体，米軍
などで構成される組織と
その統括のもとに地方組
されていたことも関係すると思われる。
保健社会部の「救護課」が「保護課」に名称変更を
行うのは1970年である。
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運営主体

施設の設立・運営は，外
国団体の援助を受けた民
間団体

国の統括のもとに，地
方自治体が運営

国の統括のもとに，地方
自治体が運営

織があたる
生活救護・医療救護の部
分は，保健社会部の統括
のもとに，地方自治体が
あたる

出所：筆者作成。

建大調査の対象となった「救護行政」は，原

解決」することが掲げられており（「革命公約」

型としては，朝鮮戦争期から休戦直後の時期に

第４項），この分野は最優先ではないにせよ，

形成されたものであるが，法規や行政的な体制

重要な政策課題の１つであったからである。表

としては，軍事革命政権期から第３共和国初期

２に示したように，生活保護法，児童福利法，

の1960年代前半に整えられたものであった。

災害救護法，外国民間援助団体に関する法律な

1960年代前半期は，韓国がようやく朝鮮戦争に

ど，
「救護行政」の根拠となる法規は，ほとん

よる破壊と混乱から立ち直り，政治面でも経

どすべて1961〜63年の間に制定・施行されたも

済・社会面でも，新たな段階に入ろうとしてい

のであり，
「自助勤労事業」も，法整備の時期

た時期である。国家体制としては，軍事革命政

は後になるが，実質的には，1963〜４年頃に発

権 期（1961〜63年）を 経 て，第 三 共 和 国 期

足している 。本調査では，
「救護行政」全体

（1963〜72年）に入って安定性を増しつつあり，

の形成過程は分析されていないが，それを構成

経済的には，第一次経済開発５カ年計画がスタ

する各分野の分析においては，それぞれの領域

ートし，戦争復興から経済成長への転換を図ろ

の歴史的な沿革について言及されている。それ

うとしていた。このような背景のもとで，生活

らの分析が利用している過去のデータ（特に統

困窮者に対する行政の分野においては，朝鮮戦

計データ）は，ほぼ1964〜５年から始まること

争期とその直後の過程で，戦争被災民・難民を

が注目される。生活保護制度と「自助勤労事

主な対象として臨時的，応急的に積み重ねられ

業」を中心とする「救護行政」の改革は1964〜

てきた対策について，体系的な再整理と改革が

５年頃に完了し，行政上の統計データもこの時

行われた。軍事革命における公約６項目の中に

期から充実するようになったと考えられる。

は，
「絶望と飢餓線上にあえぐ民生苦を至急に
表２ 「救護行政」の根拠となる主な法規
分野

法律（年次は制定年）

生活困窮者
（非労働能力者）

1961年 生活保護法
（それ以前は，朝鮮救護令）

生活困窮者
（労働能力者）

1968年 自活指導事業に関する臨時措置法
（「勤労救護事業」は1962年から始まり，63〜４年からのPL480号による援助の導
入とともに「自助勤労事業」として再編拡大されるが，1968年以前は，特に，法規
がなかった）

児童・女性

1961年
1961年

児童福利法
淪落行為等防止法

災害救護

1962年
1967年

災害救護法
風水害対策法

1968年に「自活指導事業に関する臨時措置法」が制
定された。この法律は，1963〜４年に発足した事業

が持っていた問題点を整理し，一定の改革を行った
結果として制定された。

金

外国援助

早

雪

信州大学経済学論集

1967年

農業災害対策法

1963年

外国民間援助団体に関する法律
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出所：筆者作成。表中の年次は，制定年である。

報を中心にしながら，調査班と調査をめぐる状

３ 調査班の構成

況について解説を加えておきたい。

調査を実施した建国大学校附設・韓国応用社

金容漢氏によると，建国大学校の研究所は，

会科学研究所の調査班は，表３のような構成で

専任の研究員を持つ独立した研究機関ではなく，

あった。調査を委託された研究所は現存してお

同大学校法経大学（学部に相当）の教員が兼任

らず，報告書では，この研究所がどのような組

する組織であった。当時，大学の研究資金は不

織であったのか，また，調査班がどのように編

足しており，資金集めのために，委託調査の受

成されたのかについては，説明されていない 。

け入れに積極的であったという。金容漢氏は，

しかし，幸運にも，調査班のメンバーのうち，

民法（相続・戸籍）の研究者で，２年半のドイ

金容漢氏（建国大学名誉教授・元総長，民法研

ツ留学から戻ったばかりであったが，「研究資

究者）と金安濟氏（ソウル大学名誉教授，行政

金の獲得にはルート・人脈が必要であり，顔が

学研究者）へのインタビューの機会に恵まれた。

広いほうだった」ので，所長の任につかれ，資

ご両名とも，本調査については，記憶がほとん

金集めに努力されていたという。金容漢氏の役

ど薄れているとのことであったが，それでも，

割は，調査研究全体の総括とマネジメントであ

調査当時の状況について，貴重な情報を得るこ

った。当時まだ若手であった金安済氏は，研究

とができた 。以下では，これらの聞き取り情

委員として参加された。

表３

建大・救護行政調査

研究責任者
研究委員

研究助員

金容漢
金圭定
許讃宗
金安済
李源徳
廉世旭

の調査班の構成

（建国大学校法経大学 教授・韓国応用社会科学研究所長）
（同・教授・研究所研究委員）
（同・講師，前社会保障審議委員会首席専門委員）
（同・講師，ソウル大学校行政大学院講師）
（同・専任講師，研究所研究委員）
（同・講師，ソウル市労働委員会委員）

出所： 建大・救護行政調査 p.1。この他に，「行政改革調査委員会」からも何名かが「共同研究委員として積極的
に参与した」（p.4）として，専門委員（禹文孝）と調査員（崔昇烈）の氏名が記されている（p.26）。

実質的な調査担当者は，研究委員３名であっ

る。ただし，研究委員の許讃宗氏は，直前に保

たようだが，研究助員も含めて法律・政治・行

健社会部・社会保障審議委員会（以下，「社保

政を専攻する人々が中心で，このことは調査の

審」と略称）の首席専門委員（研究職）を務め

目的や観点が，
「救護」それ自体よりも，
「行政

ており，保健社会部の社会・生活行政をよく知

改革」に重点が置かれていたことを示唆してい

っていたと考えられる人物である。このほか，

この研究所の名で発刊された文献としては，現在ま
でのところ，本調査の報告書と注８で言及した建大
附設・韓国応用社会科学研究所（1968）の存在が確
認されるのみである。
金容漢先生には，建国大学の金振郁教授と文興安教
授に仲介していただき，2011年３月31日，ソウル市
内のホテルにおいて，文興安教授も同席されるなか
でインタビューを行った。金容漢先生は，終始，非
常に流暢で表現豊かな日本語で，質問に答えてくだ
さった。先生は，日本でも著書を公刊されており，

1988〜91年に建国大学第11代総長に就かれ，現在は
同大・名誉教授である。金安濟先生には，古希記念
に出版された自伝（金安濟 人生白書 文一出版社，
2007年）を手がかりに，友人の朴海玉先生（江陵大
学）を煩わせ，2011年４月１日，高陽市の韓国自治
発展研究所においてインタビューを行うことができ
た。この場を借りて，インタビューに応じてくださ
り，貴重な証言をいただいた両先生を初め，仲介の
労を取っていただいた先生方に心から感謝申し上げ
る次第である。
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研究助員の廉世旭氏も同じく社保審の専門委員

圭定氏，「社会団体・外援」は許讃宗氏が担当

を務めている 。社保審は，保健社会部長官の

したのではないかとのことであった 。なお，

諮問機関として1962年に設置されたもので，当

両氏によると，調査の委託者である行政改革調

時，政府部内で医療保険を中心とする社会保障

査委員会や科学技術処が調査の内容について正

制度の確立にもっとも積極的であった機関であ

面から介入することはなく ，基本的には担当

る。先にも触れたように，この調査が実施され

者それぞれが自由に専門的見地から調査を進め

た1968年当時には，社保審を中心にして，保健

たという。

社会部内で大規模な「社会開発」をめぐる調査
研究プロジェクトが活動を開始していた。社保

４ 調査の実施と報告書の作成

審の研究員であった人物が大学の研究職につく

調査は，1968年７月から69年３月までの間に

ような人事交流があり，特に，救護行政をめぐ

行われた。本格的な実態調査は，1968年９月・

る調査班に参加している事実はきわめて興味深

10月の２ヵ月間に集中して実施され，保健社会

い。
「社会開発」プロジェクトとこの調査との

部，建設部，経済企画院などの中央省庁，京畿

間には直接的な関係がなかったにしても，少な

道・江原道・慶尚北道・慶尚南道・忠清北道・

くとも，この調査班の研究者の姿勢は，「社会

忠清南道・ソウル特別市・釜山市・春川市など

開発」プロジェクトの基本的な考え方や社会保

の地方自治体，そして施設運営に関わる民間社

障の確立方向に親和的であったと考えてもよい

会団体などを対象として，ヒアリング調査と文

であろう 。

書資料の収集が行われた。調査は国の委託によ

ただ，金容漢，金安濟の両氏によると，調査

る公的な性格を帯びていたから，関係機関の全

班は，普段から研究上の交流を持つ集団ではな

面的な協力が得られたものとみられる。1969年

く，この調査のために臨時に編成されたチーム

３月には，報告書の作成に入り，同年６月に，

であったという。調査研究も一体として協働し

科学技術処長官・ USAID 処長宛てに，報告書

て行うのではなく，
「生活保護」，
「災害救護」
，

が提出されている。

「自助勤労事業」，
「社会団体・外援」の各分野

報告書は，実質上，
「生活保護」
，「災害救護」
，

をそれぞれの研究員が担当する形で行われた。

「自助勤労事業」，
「社会団体・外援」の４つの

それぞれの研究員がどの分野を担当したかは，

独立した調査報告からなる形態を取っている。

両氏とも記憶が定かではなかった。金安濟氏が

４つの分野を合わせた「救護行政」全体につい

「自助勤労事業」の一部または全部を担当され

ての総合的な評価は行われていない 。調査過

たことは，ご自身の古希記念の自伝の詳細な年

程においては，当然に，たえず共同討論や見解

譜に記されているので，ほぼ確実であろう。ま

の調整が行われたであろうが，最終的な報告書

た，専門分野から判断して，「生活保護」は金

の執筆は，独立して行われたものと考えられる。

崔千松（1991：154）によって，許讃宗，廉世旭の
両氏は，1966年度に社会保障審議委員会・専門委員
の職にあったことが確認される。
国家の最高方針として，「反共国家」の建設と自立
経済の確立を掲げていた時代にあって，「社会開発」
の発想は否定されないまでも，微妙な位置づけを受
けていた。この点に関連して，金容漢氏は，インタ
ビューで，「当時，社会開発を優先とまでいうと，
それは 左 になりますからね」という興味深いコ
メントをされた。崔千松も，当初の段階では，
「社
会開発」構想が 容共 の嫌疑を受けたエピソード
を記録している（崔千松 1991：158）。

金容漢氏によると，許讃宗氏（政治学）は物故され
ており，金圭定氏は中央大学校を定年退職後，心身
不調をきたされて近況は不詳，李源徳氏は当時まだ
若く後にイギリスで研究して，現在も在英かスウェ
ーデン在住らしいという。また，廉世旭氏はアメリ
カに移住されたとのことであった。
金容漢氏がふと思い起こされたところでは，科学技
術処の局長が内容の一部について，「 ああしてく
れ，こうしてくれ と所長の私に注文を付けること
はあった」という。
ただし，「社会団体・外援」の項では，
「救護行政」
が保健社会部の社会局，婦女児童局の両方にまたが

金

早

雪

信州大学経済学論集

第63号（2012）― 203 ―

ただし，調査の方法と叙述には，⑴行政施策の

で進められていた計画が実行に移されたにすぎ

「意義」と「現況」の確認，⑵「問題点の所在

ないのか，という点については，確認できる資

と不合理性の策出」
，⑶「望ましい方向への改

料が存在しない。

善策」の提言，という構成上の統一が図られて
いる。

５ 分析の構成

なお，この調査報告書が提出された後，調査

第２節以下では，報告書に沿いながら，分析

委託者である行政改革調査委員会ないし科学技

の内容と改革提言を整理し，1960年代後半の社

術処や UASAID が調査結果をどのように評価

会・生活行政において，それらの認識がどのよ

し，どのような取り扱いをしたかについての資

うな意味を持つのかについての評価を試みるが，

料は，現在までのところ，見出すことができな

その場合，報告書の叙述構成に，文字通りに忠

い。もともと，一般的な行政改革推進の一環と

実に従ってはいない。もともと，この報告書に

して行われた調査であったから，調査結果に沿

おける「生活保護」
，「災害救護」
，
「自助勤労事

って，直ちに改革が着手されるという性格を持

業」
，
「社会団体・外援」の叙述の順序には論理

った報告書ではなかった。ただ，保健社会部に

的な根拠はなく，独立した報告が便宜的に配列

対して何らかの行政改善の勧告が行われた可能

されているにすぎない。分野相互の連関性を考

性は高いが，そうした資料を見出すことができ

えると，他の分野との関連性が薄く，独立性の

ない 。したがって，調査結果がどのように活

高い分野と見られるのは，
「災害救護」である。

かされたかについては，その後の推移から推測

本調査の分析によっても，この行政分野は，政

するしかないが，生活保護制度については，

策の目的，運営組織，財源などの面で，他の

1970年代前半まで，ほとんど見るべき改革はな

「救護」とはあまり関連性を持たない。自然災

かった。
「自助勤労事業」
（1968年以降は「自活

害を原因とする生活被害や人身損傷に対する緊

指導事業」と呼称）については，1971年に，ア

急的な救護と復興支援の問題は，常態的な生活

メリカの PL480号第

款による援助が打ち切

困窮者を対象とする狭い意味での「救護行政」

られるとともに，部分的な改革の問題よりも，

とは区別されるべきであろう。報告書でも，他

事業の存続自体が政治的な課題となった。

の分野に比べて，分析の精度は粗く，改革提言

その後の事態の推移から判断して，この調査

にもあまり見るべきものはない。したがって，

の改革の提言が大きな影響を与えたと考えられ

この分析では，
「災害救護」については，若干

る の は，
「社 会 団 体 ・ 外 援」の 分 野 で あ る。

の興味深い論点を除いて，簡単な紹介にとどめ

1970年に行われた社会福祉事業法の制定，「韓

る。他の３分野のうち，
「生活保護」は，上に

国社会福祉連合会」の「韓国社会福祉協議会」

述べたように，
「居宅保護」と「施設保護」の

への改編，
「社会福祉共同募金会」の設立など

２つの異なる政策方式の組み合わせからなる。

の一連の動きは，すべて，この調査の主要な改

「居宅保護」と「施設保護」は，同じ生活保護

革提言に一致する。ただし，これらの改革がこ

法に依拠しながら，対象の選定方法，保護の基

の調査の提言を受けて行われたものであるのか，

準と内容，実際の運営などの点で全く異なって

あるいは，もともと保健社会部や社会団体の間

おり，両者の間に，制度的な交流はほとんどな

り，錯綜している問題点を指摘し，「救護行政局」
（仮称）を設置して，統一すべきであるという提案
を行っている。この提案は，おそらく，他の項目の
担当者との討論を経て到達されたものではないかと
推測される。
行政白書 （1968年版）には，
「（1968年度には）
行政改革調査委員会で調査研究した各種報告書の建

議事項を実現するため」，許認可事務等1441件中584
件について是正措置がとられたという記述がある
（p.528）。この記述によって，調査結果に基づい
て何らかの「是正措置」が取られたことが裏付けら
れる。本報告書は1969年６月であるから，同様の措
置が取られたとすれば，1970年度以降であると考え
られる。
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い。
「居宅保護」は，むしろ，在宅の生活困窮

あり，「施設保護」をめぐる行政の検証は，「社

者に対する施策として，
「自助勤労事業」に親

会団体・外援」の検証とほとんど重なり合うか

和性を持つ。例えば，両者とも，同じ対象者調

らである。

査によって選定されるし，小麦粉の現物支給と

このような「救護行政」分野の関連性を考え

いう給付形態が共通であり，さらには，実際の

て，以下では，本報告書の叙述を，⑴生活保護

運営において，生活保護対象者が「自助勤労事

（「居宅保護」
）
，⑵生活保護（
「施設保護」）と

業」の財源流用によって救護を受ける場合があ

「社会団体・外国援助」，⑶「自助勤労事業」
，

るなど，実質的な重なり合いがある。一方，

⑷「災害救護」の順に再整理して分析すること

「施設保護」の分野は，
「社会団体・外援」の分

にした。なお，本報告書の分析における考え方

野と密接に重なり合う。
「施設保護」の対象者

を示す資料として，表４に，目次構成を掲げ，

を収容していたのは，外国援助に全面的に支え

それに対応する本稿の分析部分を示した。

られた「社会団体」が経営する民間厚生施設で
表４

建大・救護行政調査

建大・救護行政調査

の目次構成

の目次構成

本稿の構成

序 １ 調査研究の目的 /２ 調査研究の範囲
論 の対象機関と期間 /５ 調査研究の担当

/３

調査研究の方法 /４ 調査研究 はじめに
第１節

第１節 生活保護の意義
第２節 生活保護対象 １ 現況（調査方法・対象者の決定） /２ 問題点（調査
者の調査
方法の欠陥・決定過程の不合理） /３ 改善方案
第３節 生活保護対象 １ 現況（対象者の分布状況・対象者の増減趨勢）
者の趨勢
/２ 問題点 /３ 改善方案
第 第４節 生活保護予算 １ 現況（1968年度予算・未保護対象に対する措置・給与基
１
準） /２ 問題点 /３ 改善方案
章
生 第５節 生活保護給与 １ 現況 /２ 問題点 /３ 改善方案
活 第６節 生活保護施設 １ 現況（分布状況・被収容者状況・運営状況） /２ 問
保
題点（施設構造の不合理・施設財源の不健全―依他性・保護
護 ＊
の不充実・運営の不健全・被収容者の資格・政府の指導監督
の不充実） /３ 改善方案
第７節 生活保護基金 １

意義と現況

/２

第２節
生活保護
（
「居
宅保護」
）
の分
析と改革提言
＊（生活保護
施設）は第３
節

問題点と改善方案

第８節 建議事項
第１節 災害救護の意義
第２節 災害救護行政 １ 現況（災害救護関係行政機関・災害被害現況と救護実
機関とその機能
績・災害関係法規・救護基準） /２ 問題点（中央災害対
策委員会と災害対策本部・地方災害対策委員会と地方災害救
護対策委員会・防災法規の整備・救護基準の再検討）
第
/３ 改善方案
２
章
第３節 災害救護資源 １ 現況（災害救護の資源・災害救護基金・救護経費の負担
災 と災害救護基金
比率・災害救護基金の確保と民間団体の活動） /２ 問題
害
点（災害救護経費の確保・民間募金運動に対する行政支援）
救
/３ 改善方案
護

第５節
「災害救護」
の分析と改革
提言

金
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雪
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第４節 災害備蓄物資 １ 現況（災害救護備蓄物資補給所の設置・災害救護備蓄物
の管理
資の内容・災害救護備蓄物資の管理と使用） /２ 問題点
（備蓄物資補給所の数と位置・備蓄物資の保存と管理）
/３ 改善方案
第５節 建議事項
第１節 自助勤労事業の意義
第２節 自助勤労事業 １ 現況（基本原則・実施基準・実績） /２ 問題点
の基本原則
/３ 改善方案
第３節 自助勤労事業 １ 現況（事業策定と執行過程・中央部署の業務機能・指導
第 の機能体系
の業務機能・市郡の業務機能・邑面洞の業務機能）
３
/２ 問題点 /３ 改善方案
章
自
助
勤
労
事
業

第４節 自助勤労事業 １ 現況（事業策定と事業の選定・就労者の選定・事業執行
第４節
の策定と執行
と就労者の管理） /２ 問題点 /３ 改善方案
「自助勤労事
第５節 自助勤労事業 １ 現況（糧穀の操作と需給体系・糧穀の支給と管理・事業 業」の分析と
糧穀の需給と管理
補助費） /２ 問題点 /３ 改善方案
改革提言
第６節 建議事項
第７節 自助勤労事業 １ 事業の重要性と財源の危機 /２ 事業継続のための財
の展望
源確保の諸方案 /３ 評価と建議
第１節 社会団体と外 １
援の意義

社会団体の意義 /２ 外援の意義

第２節 社会団体と外 １ 社会団体の現況（分布状況・活動状況・財源・大韓赤十 第３節
第
字社と韓国社会福祉連合会の実態・政府監督） /２ 外援 生活保護
４ 援の現況
（
「施
章
の現況（外援の量・外援団体・政府監督・救護協議委員会） 設保護」
）
と生
社 第３節 社会団体と外 １ 社会団体の問題点 /２ 外援の問題点（外援の漸減趨 活保護施設・
会
勢と対備・外援の非効率性と政府監督）
外国援助の分
団 援の問題点
体
析と改革提言
と 第４節 社会団体と外 １ 社会団体の健全化 /２ 社会団体秩序体系の合理化
＊（第１章第
外 援の改善方案
/３ 政府監督の効率化 /４ 外援の漸減に対する対備
援
６節）含む
/５ 外援救護の効率化
第５節 建議事項
出所：

第２節

建大・救護行政調査

目次より作成。

生活保護（
「居宅保護」）の分析と改革
提言

１ 生活保護制度の＜意義＞と問題点

た以前の時期に比べて，
「国家的制度としての
生活保護法の施行」を評価する。しかし同時に，
「現代の福祉国家」における「公的扶助」のあ
るべき姿に比 すると，さまざまな問題点を持
つことが指摘される。特に，大きな問題として，

生活保護の分析は，他の３分野と同じく，制

⑴同法第４条に，「保護の水準」について，「健

度の「意義」の確認から始まる。この調査の時

康で文化的な最低生活を維持できること」と規

点では，1961年に生活保護法が制定されてから

定しながら，実際には，この規定に対応する国

７年が経過している。分析は，「部分的，断片

民最低生計費の概念が確立していないこと，⑵

的で臨機応変的な救貧制度」しか存在しなかっ

「勤労能力さえあれば・・・生活能力または扶
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養能力があるとみなされ」
，保護の対象者を，
65歳以上の老衰者，18歳未満の児童，妊産婦，
不具廃疾（ママ）
，その他身体の障碍により勤

２ 生活保護（
「居宅保護」
）の対象者選定手続
きをめぐる問題と改革提言

労能力を喪失した者など，労働能力を持たない

この調査全体の目的は，限られた救護資源が

者に限定するという「狭義の概念」に立脚して

制度の目的に沿って合理的に運用されているか

いること（このために，例えば，労働能力者で

を検証することにあった。したがって，生活保

失業などの原因で生活を維持できない場合が大

護対象者の選定と保護の決定がどのような手続

きな問題となる），⑶解放以来，「救護」は外国

きで行われているのかは，分析者が制度とその

援助に大きく依存してきており，
「生活保護法

運営を検証する上で，最も重点を置いたチェッ

施行以後にあっても，自主力量による生活保護

クポイントの１つであった。この検証は，1961

と外援による救護との差異が未分化な領域が根

年に生活保護法が制定されて以降，保護対象者

深く残存しており，現在も外援の導入が継続的

の選定と保護の決定が実際にどのような手続き

に必要であること」
，などの点があげられてい

で行われていたかを記録する，ほとんど唯一の

る。
（pp.27‑35）

資料としてきわめて貴重なものである。それに

だが同時に，これらの問題の解決は容易に展

よると，生活保護法第17条を根拠法規とする保

望することができないことも認識されている。

護対象者の選定は，次のような手続きで行われ

「国民の生存権に対する問題意識が民主憲政20

ていた（pp.36‑49）
。

年の今日に至っても，先進社会に比 できる程
度には達していないのが実情で，制度の確立と

⑴ 毎年１回（普通，４月）
，生活保護対象者

発展のためにはなおも前途に多くの課題が横た

（在宅生活者）の選定調査が行われる。調査

わる」ことを認めざるをえない。それゆえに，

は，表５のような調査票を用いて，末端の行

制度の「意義」をめぐる評価は，
「我々の生活

政機関である邑，面，洞，里の職員が対象世

保護制度は，法の精神なり，その規定にも拘ら

帯を訪問して面接によって行われる。調査票

ず，実質においては，きわめて狭い概念構成と

は世帯単位になっており，家族の状況，資

ともに運営せざるをえないという歴史的性格の

産・収入の状態，貧困化原因，扶養義務者の

枠内にとどまっていると言わざるをえない」と

状況などを含む詳細なものである。なお，調

結論づけられる（p.35）
。分析者は，タテマエ

査票には，「救護」判定の結果（表の左上欄

としての制度と実質的な運営の間に大きな乖離

外），市・邑・面での順位と洞・里での順位

が存在すること，しかも，それは「歴史的性

（表の１行目），
「生活保護者」
・
「零細民」の

格」に規定されており，容易に埋められない乖

区分（表の「 ．判定」の項目）などの判定

離であることを分析の前提とせざるをえなかっ

結果を記入する欄が設けられている。順位欄

た。さらに，制度の具体的な運営について検証

を設けたのは，後述のように，調査で選定さ

する段階に入っていくと，分析者は，調査で選

れても，予算の制約から全員には保護が支給

定されながら，保護を受けられない「未保護対

されないため，優先順位を付けておく必要が

象者」の存在，保護予算の長期にわたる固定化，

あったからである。

最低生活の維持に程遠い満たない生計扶助の給

⑵ この調査は，在宅の保護対象者（非労働能

付水準の問題など，制度のタテマエと実質との

力者）だけでなく，
「零細民」（労働能力者で

乖離が，予想以上に，複雑で深刻であるという

救護を要する者）の選定も同時に行うもので

問題に直面していくことになる。

ある。この場合，生活保護法第３条第１項の
規定により，１号（年齢65歳以上の老衰者）
・２号（年齢18歳未満の児童）
・４号（不具，
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廃疾［以上，ママ］
，傷痍その他精神または

働能力を持たず，生活保護の対象と認定される

身体の障碍の原因により勤労能力がない者）

べき者が含まれているという問題である。第２

の該当者が「生活保護対象者」とされ，３号

は，
「零細民」の判定に用いられる生計費基準

（妊産婦）
・５号（その他保護機関が本法に

が，生活保護対象者の認定（扶養義務者の扶養

よる保護を必要とすると認定した者）の該当

能力の判定）には用いられていないという問題

者が「零細民」とされる。

（扶養義務者が存在すれば，その扶養能力の如

⑶ 調査に先立って，国から，当該年の「零細

何を問わず，対象者に認定されない）である。

民策定基準」として，１人当たり月収入額が

第３は，
「零細民」として分類された中に，一

提示される。1968年度の場合は，都市700ウ

時的に生活困難に陥っているケースが存在する

ォン未満，農村600ウォン未満であった。分

ことで，こうしたケースは，
「就労救護事業」

析者によると，この判定基準は，国が提示す

の対象者として扱うのでなく，
「臨時的な生活

る「国民最低生計費」に相当するものであり，

保護」の対象者とすべきであるが，
「零細民」

「零細民」の判定ばかりでなく，
「生活保護対
象者」の扶養義務者の扶養能力の判定にも適

として一括されているという問題である。
これらの問題点は，すべて生活保護の対象者

用されるべきであるが，
「現地調査によると，

とされるべき者が「零細民」に分類されている

一線調査機関が生活保護対象者の資格基準に

という点に関わっている。分析者の考え方の基

国民最低生計費を考慮する例は発見できなか

礎には，曲がりなりにも提示されている国の

った」
（pp.37‑38）としている。

「最低生計費基準」を保護対象者の選定基準と

⑷ 洞，面のレベルでの調査結果が，市・郡の

して活用すべきであるのに，それが実行されて

単位で集約され，市・郡の「生活保護委員

いないという批判がある。
「生活能力（扶養能

会」 の審査を経て，市長・郡守が選定者を

力）の有無の判断は，国民最低生計費を基準と

決定し，選定者リストが作成される。「生活

すべきだが，これに対する認識が不足しており

保護対象者」に選定されると，糧穀の支給

・・・そのために調査機関（調査員）の主観的

（具体的には，１人１日当たり小麦粉250ℊ）

基準が作用する余地がいっそう広がっている実

を受ける対象となり，「零細民」は，
「自助勤

情と見える」
（p.45）
。こうしたことから，分析

労事業」による就労救護やその他の国・地方

者は，
「改善方案」として，生活保護対象者の

機関が行う公共事業の就労資格を得ることに

判定基準を明確化し，
「零細民」との区分を確

なる。

立すること，特に，保護対象者の判定において
は，
「最低生計費基準」を用いること，労働能

分析者は，このような対象者選定の「調査方

力者でも，一時的な生活困難に陥った者を対象

法の欠陥」
（pp.43‑45）として，いくつか問題

とする「臨時的保護」の範疇を設定すること，

点をあげる。第１は，生活保護対象者と零細民

こうした判定基準について，現場機関に理解が

の区分基準が不明確なことで，特に，３号（妊

十分に及んでいないことが問題であり，現場に

産 婦）・ ５ 号（そ の 他）の 該 当 者 が 機 械 的 に

徹底させる措置をとること，などが提案されて

「零細民」に分類されるが，このうちには，労

いる。

生活保護委員会は，生活保護法第16条の規定により，
保健社会部，道，市・郡の各レベルに設置された機
関である。現在までのところ，地方現場において，

この機関がどのような構成をもち，どのように機能
していたのかを示す資料は見当たらない。
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表５ 「要保護対象世帯生活実態調査表」
（生活保護対象者と「零細民」の選定のための調査票）

出所：

建大・救護行政調査 p.36（原出所は，保健社会部 要救護対象者調査要領 1968年，p.7）。
なお，この表の記入要領が報告書巻末に付属資料として収録されている（ただし一部，落丁）。

なお，この分析が韓国の社会・生活行政にお
ける「国民最低生計費」についての最も早い論

な状況にあったかについての貴重な情報を提供
していることを指摘しておく必要がある。国は，

述の１つであり，1960年代において，「最低生

「零細民策定基準」として，生計費額を提示し

計費」の概念が実際の政策との関連でどのよう

ているのみで，それが「国民最低生計費」に相
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当するとは表明していない。まして，本調査の

⑴６人世帯を想定，⑵主食は，都市・農村とも

分析が望んだように，生活保護行政ないし「救

に，１世帯１ヵ月当たり，白米15㎏，精麦30㎏

護行政」の全体において，この生計費基準を用

（１ 人 １ 日250ℊ）と す る，⑶ 副 食 費 は，都

いる発想は持っていなかった 。にもかかわら

市・世帯当たり月1,080ウォン（１人１日６ウ

ず，1960年代後半の時点で，行政によって，原

ォン×６人×30日）
，農村・世帯当たり月900ウ

初的な形ではあるが，
「国民最低生計費」の計

ォン（１人１日５ウォン×６人×30日）とする，

算が試みられていたことにも着目しておく必要

⑷燃料費は，都市840ウォン（世帯当たり：１

がある。現在，確認される限りでは，この調査

日14ウォン×２個×30日）
，農村450ウォン（世

が，その算定手続きについて説明する唯一の情

帯当たり：１日15ウォン×１個×30日）とする，

報源である。それによると，1967年度において，

⑸以上を合計して，最低生計費は，都市・世帯

「零細民策定基準」として提示された１人当た

当たり4,208ウォン（１人当たり約700ウォン），

り月30日間の生計「所要額」は，都市零細民・

農漁村・世帯当たり3,638ウォン（１人当たり

約700ウォン，農漁村零細民・約600ウォンで，

約600ウォン）となる。

その計算は，以下のような手続きによった。
表６ 「零細民策定基準」の算定方法（1967年度）
世帯の最低生計費算出根拠（世帯員数６人と想定）
都市零細民

主食費2,288＋副食費1,080＋燃料費840＝合計4,208ウォン

農漁村零細民 主食費2,288＋副食費
出所：

建大・救護行政調査

900＋燃料費450＝合計3,638ウォン

１人当たり所要額
4,208/6＝約700ウォン
3,638/6＝約600ウォン

pp.81‑82より作成。

この算定手続きから明らかなように，この生

付水準や「自助勤労事業」の支給額とは全く関

計費額は，主食費・副食費・燃料費を積み上げ

係がなかったことも強調しておかねばならない。

ただけの粗い内容の最低生存費水準にすぎない。

後に見るように，調査では，「居宅保護」の給

この調査では，韓国銀行の 国民所得年報 の

付水準は，１日１人当たり約255.6ウォン相当

統計から，1967年の韓国の１人当たり平均消費

（現物支給される１日１人当たり小麦粉250ℊ

支出月額を2,724ウォンと算出し，ここから，

の金額換算）で，
「零細民」認定基準の２分の

仮に，
「妥当な国民最低生計費水準」が「１人

１にも満たなかったことが指摘されている。

当たり月2,000ウォンの線上」と類推して，こ
れと比

すると，国が「零細民策定基準」とし

て提示した月600〜700ウォンという水準があま
りにも低いことを指摘している（p.81）。しか

３ 生活保護（
「居宅保護」
）の対象者決定をめ
ぐる問題（特に「未保護対象者問題」）と改
革提言

しながら，このような低い生計費基準によって

生活保護対象者の選定手続き以上に問題をは

さえも，約200万〜300万人が「零細民」として

らんでいたのは，保護対象者の最終的な決定を

認定されていたこと（後掲の表７参照）に留意

めぐる問題であった。生活保護法の規定による

しておかなければならない。また，月600〜700

と，生活保護の対象者の決定権は，市・郡にあ

ウォンという額は，あくまでも「零細民」の選

り，市・郡が決定した対象者数は，道のレベル

定基準にすぎず，生活保護（「居宅保護」
）の給

で集約されて，保健社会部に提出され，国に経

「零細民策定基準」で用いられた生計費額が保護基
準には反映されないという扱いは，その後，1980年
代まで続いた（愼 重ほか1990：353）
。1990年代に，
ようやく，この点が改革の課題とされるようになる。

1990年代の生活保護法改正をめぐる争点の１つは，
客観的な算定方法により国民最低生計費を算定し，
それを保護対象者の選定基準とするばかりでなく，
保護基準とすることであった。
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費の支出を申請することになる。保護経費の負

ており ，分析者も，
「・・・未保護対象者問

担割合は，国が80％，地方が20％（ソウル特別

題が提起され，５年間にわたって毎年論難され

市は50％ずつ）である。しかし，実際の運営に

てきた・・・」（p.63）と述べている。この調

おいては，市・郡が決定し予算申請した対象者

査と国会記録によって確認されたところによる

数を，国がそのまま認定し予算を手当したわけ

と，この予算枠による対象者制限は生活保護行

ではなかった。国は「過去７年間」生活保護予

政を主管する保健社会部の意向ではなく，経済

算枠を固定的に設定しており，
「調査によって

企画院の意向によるもので，本文記述では1962

決定された対象者により予算が自動的に伴うの

年，即ち生活保護法が始動した年度にまで遡る。

ではなく，国家の予算上の対象者枠に合わせて

経済企画院は，1961年に成立した軍事革命政権

対象者が調節される」
（p.42）状態にあった。

によって，国家の経済戦略に関わる最高機関と

この予算枠は，1962年以来，一貫して283,000

して設置されたものであり，国家予算の編成に

人分（×１人当たり小麦粉250ℊ×365日分）に

強い権限を持っていた。1962年に始まる生活保

固定されていたのである。形式上は，地方自治

護予算の固定化は，この調査の実施時点である

体に財政余力があれば，国の予算枠にかかわら

68年まで続いており，さらに，それ以後も70年

ず，保護対象者数を決定することは可能であっ

代半ばまで維持される 。この調査では明確に

たが，実際に，そのような余力はなかったから，

は言及されていないが，この方針は経済成長を

国が設定した予算枠がそのまま保護対象者数を

最優先する経済企画院の財政方針から生まれた

規定することになった。1968年度の調査によっ

選択であったと考えられる。分析者によると，

て選定された保護対象者数は，463,329人であ

これに対し，現場の担当機関である市・郡はも

ったから，約18万人の「未保護対象者」が発生

ちろん，中央の保健社会部も調査による認定数

していた。表７に見るように，1960年代後半期

の予算を実現するように毎年働きかけてきた

には，調査によって認定された保護対象者の数

が ，経済企画院は方針を変更することはなか

は増加していたから，認定を受けながら，保護

った。

から漏れる人数は大幅に増加しつつあった。

調査結果に基づいて保護対象者が決定されな

こうした大量の未保護者の発生について，分

いという問題は，行政の第一線の現場で複雑な

析者は，
「決定過程の不合理」として，強い批

状 況 を 発 生 さ せ て い た（pp.64‑71）
。毎 年，

判姿勢を示している。対象者選定の手続きがい

市・郡の現場では，対象者選定調査に基づいて，

かに合理的に行われようとも，調査結果とは無

①「調査策定対象者名簿（原本）
」を作成する

関係に保護対象者数が決定されるとすれば，選

が，予算要求がそのまま認められないことを見

定調査を行う意味自体がなくなるからである。

越して，「予算闘争」のために上部機関に提出

保護の

漏れ の問題は，既に，この調査に先

するための②「報告（予算要求）対象者名簿」

立って，国会の保健社会委員会における国政監

を作成する。しかし，現実には，②の名簿によ

査の過程で問題視され，政府の方針が批判され

っても予算は認められず，実際に保護を受ける

1967年10月24日の国会・国政監査の保健社会委員会
で，韓国社会福祉連合会（のちの韓国社会福祉協議
会）会長の李メリ議員が，
「未保護者問題」を取り
上げている。質疑応答によると，各道から報告され
た要保護者数は42万143名であったが，1962年（保
健社会部次官によると63年度）以来，予算枠は28万
３千人に固定されているため，残余の13万7,143名
は「自助勤労事業」などで救護しているという（大
韓民国国会事務処 1967年度国政監査・保健社会委
員会会議録 同日，p.3）。

保健社会 （1981年）によると，調査による認定
者の全員が保護を受けるようになるのは，1976年以
降である。
実際に，保健社会部は調査によって選定された人数
に従って予算要求を行っていた。例えば，1968年度
の場合，認定者全員を給付対象として場合の国庫負
担額は，454,183,900ウォンであり，予算要求はこ
の数値によって行われている。（ 建大・救護行政調
査 pp.63‑64）
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対象者の名簿である③「予算上策定対象名簿」

者を解決するための（国庫）予算措置が絶対不

を作成することになり，現場では３種の名簿が

可避の問題とすることで意見を完全に同じくし

存在していたという。調査によると，市・郡の

ている」
（p.67）と述べている。また，この問

現場では，「未保護対象者」の処遇に苦慮し，

題は，
「社会的，政治的問題」ともなりつつあ

①地方予算の「救恤事業」による保護措置，②

り，
「事実上，法律違反にまで至っている未保

未保護対象者を含めた認定対象者全体で，給付

護対象者が大量存在しているため，一線保護機

を輪番制にする措置，③「零細民」
（労働能力

関は常に抗議を受けており，展望的に言うと，

を持つ者で生活困窮者）を対象とする「自助勤

場合によっては生活保護法第33条ないし第36条

労事業」（就労を条件とする救護）の糧穀の流

による異議申請の沙汰を引き起こすのみなら

用，などの便宜的な方法で救済措置をとってい

ず ，ひいては行政訴訟まで提起される可能性

たとされる。京畿道のように，予算を重点的に

がある。また社会的問題が政治問題までを誘発

保護費用に充てて対応しようとしているケース

するかもしれない憂慮がないわけではない」

もある（社会福祉費の総予算に占める割合は23

（p.70）と指摘する。

％に達する）が，財政余力のない自治体では，

「未保護対象者」の大量存在は，生活保護制

対象者全体の輪番制にしているケースがあり，

度の運営において検証された「不合理」の中で

この場合，給付水準は通常の39％を削減してい

も，最も深刻な問題の１つであり，分析者は，

るという。また，就労を伴う「自助勤労事業」

その解決を強く訴える。「建議事項」では，「未

用の糧穀（アメリカの PL480号第

款による

保護状態にとどめられている生活保護対象者の

援助）を未保護対象者に流用するのは違法であ

存在は重大な問題になっており，早急に解決し

り，行政上の後処理が困難であるし，また，労

なければならず」，
「国家予算上の措置が緊急」

働能力のない者に就労を強いるという問題があ

に必要である，また，根本的には，
「生活保護

る。

対象者の決定により，予算は自動的に確定され

分析者は，これらの「事実上の解決方法は不
当なもので，あまりにも無理」であるとし，

る原則を確立しなければならない」（p.127）
と強調している。

「保健社会部から邑・面に至るまで未保護対象
表７ 地方自治体申請の保護対象数と保護実施数
地方自治体が予算 保護実施数（人）

「未保護対象者」

申請した保護対象
者数（人）

の数（人）

人口（人）

地方自治体申請数
の対人口比（％）

1964
1965

317,963
391,277

283,000
283,000

34,963
108,277

27,289,056
27,713,277

1.17
1.41

1966
1967

400,868
438,240

283,000
283,000

117,868
155,240

28,181,096
28,862,188

1.42
1.52

1968

463,339

283,000

180,339

29,475,611

1.57

出所：

建大・救護行政調査

p.65の

表・６

から作成。

生活保護法第33〜36条（「第７章 異議申請」）によ
ると，保護についての異議申請は決定日から30日以
内に市長・郡守またはソウル特別市長に対して行う
ことができ，道知事かソウル特別市長は異議につい

ての審査・決定を行う，これに不服があれば60日以
内に道知事・ソウル特別市長を経て保健社会部長官
に異議申請を行うことができるとされていた。
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４ 生活保護（
「居宅保護」
）の給付水準をめぐ
る問題と改革提言

に相当する。保健社会部が「零細民」の判定基
準として提示している生計費は，都市700ウォ
ン，農村600ウォンであり，この額は，
「生活保

「未保護者問題」に続いて，分析者は，生活

護対象者の生計保護もこの程度でなければなら

保護制度の根幹に関わる今１つの深刻な問題に

ないということを保健社会部が明確にし」てい

直面せざるをえなかった。それは，あまりにも

るはずの数値である。にもかかわらず，小麦粉

低すぎる給付水準の問題である。生活保護給付

250ℊ＝255.6ウォンという数値は，その半分以

は，①生計保護，②医療保護，③出産保護，④

下である。さらに，前掲のように，国民最低生

葬祭措置の４種からなる。財源は，生計保護は

計費が「月2,000ウォンの線上」にあるとする

国家と地方自治体の共同負担，葬祭は国庫，医

と，小麦粉250ℊ＝255.6ウォンは，
「７分の１

療と出産は自治体の負担とされている。調査は，

か ら ８ 分 の １」（p.81）に す ぎ な い。小 麦 粉

医療，出産，葬祭の各保護が，ほとんど名目的

250ℊの熱量は「890 」でしかなく，日本・厚

に存在するにすぎず，実質的な内容を持つもの

生省が発表した年齢別・栄養所要量からすると

ではなかったことを明らかにしている。また，

2.5倍の引き上げが必要で，
「国民平均消費支出

そのことは，他の資料によっても確認すること

との比 論的視点からは３倍ないし８倍まで引

ができる 。

き上げねばならないという主張が論議されう

保護給付の中で中核的な意味を持つのは，言

る」
（p.86）。現行の給付水準については，「対

うまでもなく，生計保護である。生活保護対象

象者と保護機関」を通じて，「深刻な異議」が

者（
「居宅保護」
）に対する生計保護の内容は，

唱えられており，各生計項目を配慮した給付水

１人１日当たり小麦粉250ℊの現物支給であり，

準の引き上げが必要なことは，
「下は洞・面か

この給付内容は，少なくとも1965年以来，変わ

ら保健社会部の意見までを含んで」一致してい

らなかったことを他の資料によっても確認する

ると述べている。ただし，
「適正な基準線はど

ことができる。法によると，保護基準は，保健

のように考えるかと聞いてみた結果は，各者に

社会部長官の決定によるものであるが，分析者

よりまちまちで，１つの輪郭を持った計画案が

は，米・麦を初めとする各種の糧穀の中で，な

準備されているわけではない」（p.76）状態で

ぜ小麦粉が選択されているのか，１人１日当た

あったことが付け加えられている。

り小麦粉250ℊという量がどのような根拠によ

この分析は，一般的な研究ではなく，国が関

るのかが明らかでないと指摘する。法では「健

与して行われた調査において，１人１日当たり

康で文化的な最低生活を維持できる」水準とし

小麦粉250ℊという生計保護の水準が，生計費

ながら（第４条），
「生計費の諸種目，例えば主

の各項目を配慮し，生活全体を保障しようとす

食費・副食費・燃料代・衣類代・交通費及び教

る発想からは程遠いことを明確に指摘した最初

育費など・・・」を含めた生活全体を配慮して

のものであったと考えられる。しかしながら同

いないとして，
「現行小麦粉250ℊの給付は，ど

時に，分析者は，こうした生活保護の実情を規

の程度の生活保護機能を持ちうるのか その量

定する政治的，経済的状況を配慮せざるをえな

は，普通の大きさのパンで２個ないし３個，普

い。
「保健社会部が示唆している国民最低生計

通茶碗でクッス（にゅうめん…引用者）３杯弱

費水準（「零細民策定基準」を指す…引用者）

をつくれるにすぎない」（p.79）と指摘する。

や現市価との比 論的側面なり栄養所要熱量論

小麦粉250ℊは市価に換算すると255.6ウォン
医療，出産，葬祭などの各保護は，給付内容が貧弱
であったばかりでなく，給付件数もきわめて少なか
った（社会保障審議委員会1977：460）
。

的見地からは，約2.5倍の線に引き上げる案が
登場し，また，国民平均消費支出との比 論的
視点からは３倍ないし８倍まで引き上げねばな
らないとする主張が論議できる。しかしながら，
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どの場合でも，国家財政上の問題という現実的

根拠とはなりえない。保護行政の関係者のすべ

与件と制度の漸進的発展の必要性等を考えると

てが引き上げの必要性を認めながら，具体的な

やや飛躍的な見解でないとは言えないであろう。

改革案を提起できないでいた当時の状況からす

したがって，結局，折衷案を模索する他はない

れば，現行基準の２倍への引き上げは，大胆な

であろう」
（p.86）。

提案であったと推測される。しかしながら，そ

このように，結局のところ，分析者は，現行

れは，分析から導かれた論理的な根拠を持つも

の１人１日当たり小麦粉250ℊという基準を２

のではなく，
「折衷案」にすぎなかった。現実

倍に引き上げる提案を行っている。根拠として

的には，生活保護法第４条に規定する「健康で

は，国民所得が現行基準採択時点に比べて1969

文化的な最低生活を維持できる」水準と現実の

年度ないし70年度に約２倍への増加が見込まれ

保護基準との間の乖離を容認せざるをえなかっ

るという要因があげられているが，これは，財

たところに，分析を担当した研究者の大きなジ

政当局者に対する説得材料としてあげた要因に

レンマがあったと言えよう。

すぎず，最低生活保障という視点からの論理的
表８ 生活保護（「居宅保護」
）の問題点と改善方案
項目

問題点と改善方案

生活保護対象者
の調査

〇保護対象者の調査方法は，
「保護対象者」と「零細民」との区分基準が不明確である
など，判定基準が明確でない。判定基準を明確化すべきである。
〇保護対象者と認定されても，保護を受けられない者（「未保護対象者」
）が18万人も存
在する。調査による保護対象者の全員を救護すべきである。

生活保護対象者
の趨勢

〇保護対象者は増加傾向にあり，その理由の１つとして，老齢，不具（ママ）
，廃疾者
（ママ）の増加がある。これらの問題に対処する必要がある。
〇保護対象者の増加傾向は，保護対象から漏れている潜在的対象者への対策を怠ってい
ることにもよる。
「未保護対象者」問題を解決すべきである。

生活保護予算

〇「未保護対象者」は，調査結果にかかわらず，予算枠によって対象者数が決定される
ことによって生まれる。これらは当該の対象者の問題だけでなく，
「社会的ないし政
治的問題性」もはらむ。調査によって認定された保護対象者の全員を保護するための
予算を手当てすべきである。
〇失業などの理由による一時的な生活困窮者も「零細民」に編入されているが，臨時的
な保護対象者として扱うべきである。

生活保護の基準

〇「居宅保護」の生計保護における保護基準は１日１人当たり小麦粉250ℊであるが，
最低生活を保障するには，あまりにも低すぎる。最低生計費水準の保障が望ましいが，
７〜８倍の引き上げは難しいため，国民所得の増加展望に準じて２倍への引き上げが
望ましい。
〇医療保護，出産保護，葬祭措置の基準はあまりに低く，引き上げるべきである。

出所：

第３節

建大・救護行政調査

本文の内容を筆者が要約して作成。

生活保護（
「施設保護」）と生活保護施
設・外国援助の分析と改革提言

１ 生活保護（
「施設保護」
）の運営と外国援助
生活保護制度は，
「施設保護」と「居宅保護」

という２つの異なる政策方式から構成される。
「居宅保護」は，第２節に見たように，在宅の
生活困窮者で認定を受けた者に，１人１日当た
り小麦粉250ℊを現物支給する制度であったが，
「施設保護」は，
「生活保護施設」に収容した生
活困窮者に対し，１人１日当たり主食３合（白
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米２合・精麦１合）の現物と副食費として約６

の社会団体を求めていた。このために，外援団

ウォン（1968年当時）の金銭を支給する制度で

体と提携するための国内の社会団体ないし施設

あった（表９） 。これらの施設は，当時，「厚

法人が雨後の筍のように設立された」
（p.320）

生施設」ないし「厚生福利施設」と呼称されて

と描写している。このために，施設数でも収容

いたが，そのほとんどは民間施設で，それらを

者数でも，児童施設と母子施設の比重が圧倒的

生活保護法における「生活保護施設」とみなし

に高くなり，この特徴は，表10に見るように，

て国からの委託で収容者を受け入れる形を採用

建大調査が行われた1968年という時点でもその

していた。しかも，これらの民間施設の設立・

まま維持されている。問題となったのは，こう

運営の費用は，外国民間援助団体（キリスト教

した外国援助に支えられた民間施設の状況が，

系の団体が多かった）の援助に支えられており，

朝鮮戦争の休戦成立から15年を経過した1960年

国や地方自治体の補助は，ほとんど存在しない

代後半期の社会的ニーズに適合しなくなってい

に等しかった。施設の収容者に支給された１人

たことである。

１日当たり主食３合プラス金銭手当（副食代）

このような背景のもとで，建大調査における

約６ウォンという内容は，「居宅保護」の給付

「施設保護」行政の分析は，これらの民間施設

よりもはるかに手厚い。その理由は，住む家と

の運営の問題とこれに対する政府の指導・監督

身寄りがない者は「無依無託の者」
（主に保護

の問題を中心とすることになった。このテーマ

者のいない児童）と呼ばれ，在宅生活者より優

は，本調査において，別の独立したテーマとし

先した保護を必要とすると考えられていたから

て設定された「社会団体・外援」行政の検証の

であった。しかし，支給内容には，被服費，暖

問題と重なり合う。報告書における「施設保

房費，住居費，日常雑費その他の費用は一切含

護」の分析と「社会団体・外援」の分析を読み

まれず，１人の最低生活を支えるに足る水準で

比べてみると，両者の検証の内容と提言の方向

はない。生活費の不足分は施設側の負担であり，

は，民間施設の運営状況に対する批判と国によ

収容者の生活全体を支える費用負担の最終的な

る管理・監督の不十分さに向かう点でほとんど

責任は施設側に委ねられていた。したがって，

一致する。おそらく，同じ担当者がこの部分の

「施設保護」という制度は，民間施設による施

分析を担当したか，あるいは，担当を分担した

設提供と収容者の生活費用の負担（実質は外国

としても，調査の過程で，密接な討論が行われ，

援助による負担）を公的な生活保護の枠組みに

分析の調整が行われたものと推測される。そこ

組み込むことによって成立していたと言えよう。

で，もとの調査報告では，独立した叙述となっ

こうした状況が形成されたのは，朝鮮戦争の

ているが，ここでは，２つの分析を照合しなが

勃発からそれ以後の時期にかけて，戦災孤児や
捨て子，あるいは行き場を失った乳幼児を抱え
た寡婦が大量に生まれたとき，政府はほとんど
対応する余力を持たず，対応は外国民間援助団

ら，整理することにしたい。
２ 民間厚生施設（
「生活保護施設」
）をめぐる
問題

体の援助活動に全面的に委ねられたからであっ

「施設保護」をめぐる検証は，
「生活保護施

た。調査は，当時の状況について，
「外国の民

設」として，国からの委託で収容者を受け入れ

間援助団体は直接に参入して，援助の金品を分

ている民間施設の実態に対する批判を中心とし

配したが，その一方で，それらを仲介する国内

ている。また，
「社会団体と外援」の項におけ

この資料の原典は，保健社会部 国政監査資料 で
あり，信頼性が高い。1960年代における「施設保
護」の保護基準の変化について記録している行政資
料は他に見当たらないために，この情報はきわめて
貴重である。

る分析もほとんど同じ批判が行われる。２つの
分析を重ね合わせて整理すると，指摘されてい
るのは，以下のような５つの問題である。
第１に指摘されるのは，施設の種類が圧倒的

ォン
施 設 費2.5 ォン
ウォン

ォン
施設費２ウ
ォン

210

生計費３ウ

生計費８ウ

48,910

41,500

3,700

3,500

精麦2.2合

精麦１合

1966年

61,324

4,212

4,064

ォン

生計費５ウ

精麦２合

白米１合

1967年

61,577

4,143

69,600

【記載なし：引用者】

3,880

4,443

1,380.0

精麦

2,221.8

3,225.6
2,484.0

3,398.4

2,911.8

4,161.6

引用者注：「未感児」は，ハンセン病罹患者の子で，感染していない子ども。

建大・救護行政調査 p.385， 附属資料1‑4 ，原出典は保健社会部 国政監査資料
備考：1965〜68年生計費は地方費負担である。したがって予算額には計算していない。

2,188.8

白米

p.204‑5。

4,443.6

5,347.4

4,747.2

6,120.0

4,940.4

6,753.6

5,299.2

7,286.4

455,590,241

3,700

4,323

生計費6.39ウォン

精麦２合

1968年

白米１合

【記載なし：引用者】

生計費３ウォン

1965年

精麦２合

生計費３ウ

精麦2.2合

白米0.8合

白米３合
白米0.8合

白米１合

1964年

159,974,100 187,163,600 200,003,400 227,794,300 352,374,900 396,668,200 415,629,800

58,710

精麦2.2合

1963年

生計費３ウォン

白米0.8合

1962年
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出所：

計

予算額

未感児

50,700

4,500

母子

児童

3,300

燃料費１ウォン

施設費２ウォン

生計費７ウォン

精麦１合

白米３合

生計費３ウォン

白米2.2合

白米2.2合

養老，不具（ママ）

未感児（引用者注）

児童

母子

1961年

雪

穀価

年度

養老，不具（ママ）

事業別

施設救護の基準及び予算状況（1961〜68年）

早

人員

基準

救護

表９

金
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に児童施設に偏っており，地理的には，都市部

（p.351）と指摘している。戦災孤児などを収

に偏在しているという問題である。児童施設へ

容する児童施設は，朝鮮戦争時からその後の状

の偏在が生まれたのは，外国援助に原因がある

況においては，緊急的に必要であっただろう。

とされる。朝鮮戦争時から，外国民間団体の援

しかし，1960年代後半の時点では，
「緊急度は

助は，
「嬰児院」や「育児院」など児童施設の

低く」なっており，他方で，障碍者施設や養老

分野に集中してきており，外国援助を受けて，

施設などの必要性が高まっていた。にもかかわ

民間団体による児童施設の設立は比 的，容易

らず，施設の供給がこうした状況に対応できて

であったという。分析者は，
「施設は外援とと

いないのは，
「非正常」な状態であると指摘さ

もに出発し，国家は基準財産なしでも許可した

れる。
「
（身体障碍者の場合）
，全国に58,400名

ため・・・外援をもらって（施設運営者…引用

と推算される対象者の約27％に該当する1,571

者）自身の生活方便を作るために施設を設置し

名しか収容されておらず，精神障碍者保護施設

た例が多いという巷間の評」がある（p.111）
と指摘し，また，
「社会団体・外国援助」の分

の場合は11,200名で673名を収容しているにす
ぎない」
（p.93） という。

析 者 も，
「孤 児 院 が 採 算 上，有 利」で あ っ た
表10 「生活保護施設」の種類別構成と収容者数（1968年）
施設数

同構成比（％） 収容人員（人） 同構成比（％）

養老施設

40（ 3）

6.1

2,123

3.1

不具施設
児童施設
母子施設

13（ 3）
575（13）
32（ 2）

2.0
87.1
4.8

2,200
61,577
3,700

3.2
88.5
5.3

計

660（21）

100.0

69,600

100.0

出所：

建大・救護行政調査

p.90

第２に指摘されるのは，民間施設の運営にお

が示されている。これによると，外国援助への

いては，国の補助や外国援助への依存度が強く，

依存度がきわめて高く，事業収入や寄付金など

自立財源が脆弱であること，支出面でも「浪

自己調達の割合は小さい。児童施設（法人）の

費」傾向が強く ，「不健全」であるという問

15％は小規模工場，畜産，賃貸などの「附帯事

題である。財産基盤が脆弱な施設が多く，土地

業」を行っているが，その収益性は概して低い

などの資産を所有し，その収入によって「自立

という。分析者によれば，こうした民間施設の

が可能だと自ら言う施設は11施設にすぎない」。

経営の「不健全さ」をもたらした大きな原因は，

大部分の施設は国公有地を賃借しており，20％

外国援助にあるという。外国援助は，朝鮮戦争

は他人の財産（私有地）を占有している。そし

後の韓国社会の復旧に「何よりも必要であっ

て，
「財産状態が不実で，また自立対策を怠っ

た」が，同時に，
「外援の配分過程が無秩序な

ている施設（法人）はたいがい外援と深い関係

面が多く，それによって外援の効率性が削減さ

を結んでおり，その恵沢が大きい施設の場合だ

れるだけでなく，外援に対する依存心を育む結

という」（p.107）と述べている。児童施設に

果を招いた」（p.321）という。

ついてみると，表11のような収入―支出の状態
この指摘は，保健社会部社会局 生活保護施設等の
運営実態調査報告書 （1968）に依拠している。
ただ，「浪費」の論拠として挙げられているのは，
児童施設について，職員１人が担当する平均収容児

興味深いことに，分析者は，生活保護者を収
童の数が約８人で 少なすぎる こと，ある児童施
設の場合，収容児童１人当たり年間経費が約400米
ドルで，国全体の１人当たり平均分配国民所得の
2.5倍に当たり，
「奢侈」的だとする事例などである。
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容する民間施設の運営を支えているのは外国援

ついては，当然のこと，あるいは，やむを得な

助であり，国の役割は副次的，補助的なものに

いこととして受け入れる意識が存在したと見ら

とどまる点については，触れていない。表10の

れる。既に見たように，この分析者は，「居宅

数値を分析してみると，施設の支出の大半は，

保護」の場合の給付水準について，最低生活を

収容者の生活費用で占められている。
「給食費」

保障するという発想に立っていないと批判しつ

「被服費」
「収容費」「教育費」の合計額が収容

つ，現実的には，
「貧弱な国家財政」を配慮し

者 の 生 活 費 用 で あ る と す る と，そ の 額 は

て，現行の１日小麦粉250ℊを２倍に引き上げ

1,585,070千ウォンとなるが，生活保護給付と

るという提案にとどめざるをえなかった。ただ，

特別補助を合計した国からの支給額は595,525

「居宅保護」については，あまりにも低すぎる

千ウォンで，その40％に満たない 。保護給付

水準であるという認識から，改善提案が行われ

は主食の糧穀とわずかな金銭手当のみであった

ているが，
「施設保護」における対象者の給付

から，その他の生計費部分は含まれていない。

水準については，それが最低生活を保障する水

言い換えると，収容児童（保護対象者）の生活

準であるのかどうかの分析さえ行っていないし，

費用の60％強は，外国援助と施設の自己調達費

したがって，改善の提案も行ってはいない。明

用で賄われていることを意味する。分析者は，

確な表現はみられないが，
「施設保護」につい

この点には言及せず，分析の中心軸を民間の施

ては，国による支給額の不足分を，施設を経営

設運営者による経営の「不健全性」
「外援への

する外国援助団体と民間団体が補うことは当然

依存」「浪費」に対する批判においている。

のことと見なされていたように思われる。言い

上に見たように，分析者は，外国援助の役割

換えれば，施設収容者の生活保障についての最

に対して，一定の批判的姿勢を持っていたが，

終責任は，国ではなく，施設側にあると見なさ

その場合でさえ，生活保護対象者の生活費用の

れていたことになる。

過半が外国援助によって負担されていることに
表11 児童施設の運営財源実態（1968年）
収入
費目
国庫補助（保護給付）
特別補助（運営費補助）
寄付金
援助団体援助金
取得金
財団収入
雑収入

支出
金額
（千ウォン）

構成比
（％）

490,489
105,036
83,619
1,161,157
54,802
239,366
77,217

合計

2,211,685

22.2
4.7
3.8
52.5
2.5

費目
事業費
給食費
被服費
収容費
教育費

10.8 合計
3.5
100.0

金額
（千ウォン）

構成比
（％）

592,957
722,720
175,090
493,660
193,600

27.2
33.2
8.0
22.7
8.9

2,178,027

100.0

収入と支出の差額：33,658千ウォン

出所：

建大・救護行政調査 p.102所収の表を加工。 「国庫補助」は，収容者に対する保護給付（１日糧穀３合と
約６ウォンの金額換算）を意味する。 「特別補助」は，運営費に対する国の補助である。この補助は，一部の障
碍者施設などに対して行われていたと見られる。支出項目の「給食費」「被服費」
「収容費」
「教育費」の合計は，
1,585,070千ウォンであるが，収入の「国庫補助」「特別補助」の合計は，595,525千ウォンで，約37.6％にすぎない。

正確に言うと，国の負担は支給糧穀の80％分のみで，
残りの20％と金銭支給手当は地方財政の負担であった。
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第３に指摘されるのは，これらの民間施設に

の指導・監督は存在しないわけではなかったが，

おける「保護の不充実」の問題，即ち提供して

「部分的で枝葉的」なものにすぎず，
「実質にお

いるサービスが貧困で，充実していないという

いては，社会団体は半無政府状態に放任され

問題である。児童施設の場合，４割の施設で収

て」きたという。今や，
「施設の体質改善は究

容能力基準を超過しているという。また，被収

極的に構造改革と並行しなければなら」ず，そ

容者の衣食住を提供するだけで，その自立や生

のためには，
「社会福祉事業法」のような総合

活能力を高めるための教育，職業訓練などのサ

的，体系的な法律が必要であると主張される。

ービス提供が軽視されていること，設備が貧困
であるとともに，従事者には，衣食住以外のサ
ービスを提供するための技術的な専門知識を欠
いていること，などが指摘される。児童施設よ

（p.117,373）
３ 社会団体・社会福祉事業行政に対する改革
提言

り，状態がさらに劣悪なのは，養老施設や障碍

以上のような民間施設に対する批判的な分析

者施設の場合である。これらの施設では，児童

が描き出しているのは，朝鮮戦争時から1960年

施設とは異なり外国援助がないため，国からの

代初めの頃の社会・生活ニーズの状況が，1960

給付（保護者への生活保護給付額と特別補助

年代後半期には大きく変化しつつあり，新たな

金）が全体運営費の62％を占める。事業収入も

政策的対応が必要となっていたという問題状況

脆弱なため設備状況も劣悪で，１人当たり0.75

であろう。戦争時から1950年代後半には，路頭

坪の居室基準を満たさないものが養老施設43の

に投げ出された数多くの戦災孤児や夫を失い乳

うち17施設，障碍者10施設のうち７施設，風呂

幼児を抱えた寡婦を施設に収容し，衣食を提供

場がないものもそれぞれ12施設，３施設といっ

することが緊急の課題であり，政府ではなく，

た貧困な状況にあるという。これらを総合して，

外国民間援助団体の大規模な援助に支えられた

分析者は，
「施設は被収容者への公的責任を欠

民間施設の活動がこれに対応した。しかし，こ

如している」（p.119）とまで断言している。

のために，外国援助への依存と児童施設が90％

第４に指摘されるのは，これらの施設の収容

以上を占めるという施設の構造的体質が形成さ

者は，国から保護対象者として認定され保護給

れ固定化されたために，新たな経済・社会の発

付を受けているが，その資格認定において，施

展段階に入って，変化しつつあった1960年代後

設と政府との間に連携が取れておらず，その結

半の社会的ニーズに対応できないという状況が

果として，保護対象者としての資格を持たない

生まれていた。この時期には，児童生活施設の

はずの収容者がかなりの数で存在するという問

ニーズ自体が減少していたし，施設に収容され

題である。児童施設には，戦災孤児が大量に存

ている戦災孤児たちも成長して，職業訓練や社

在していた戦争直後の状況とは異なり，親や親

会的自立に備える教育が必要な年齢に達する者

族などの保護者が存在する者や成長して19歳以

が増えていた。また，障碍者や高齢者向けの施

上に達している者が収容されているケースも少

設の数は絶対的に不足しているにもかかわら

なくないという。本来，入所資格のない者に対

ず ，この分野へは，外国援助と民間団体の参

しても，国費が支出されているとすれば，この

入は少なかった。障碍者，高齢者，児童などに

問題も「運営の不健全」に関わってくると，分

対して，新たなサービスが必要になっているこ

析者は主張している。
（pp.96‑98）

とが認識され始めていたが，施設は，そうした

第５に指摘されるのは，上述のすべての問題

サービスに対応できる財政余力も無かったし，

の原因が，
「政府の指導・監督の不充分さ」に

また，そうした活動を担える専門的な人材も不

帰着するという問題である。これまでにも，社
会福祉事業ないし施設法人の活動に対する政府

生活保護（居宅保護）の項では，高齢者，障碍者の
保護対象者の増加を指摘している。
（pp.55‑57）
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足していた。全体としてみると，1960年代後半

は，政府がこの分野に積極的に出動すべきであ

の状況は，食糧補助や生活施設の提供から，多

るという提案には直結しなかったことを強調し

様な福祉サービスを必要とする段階にさしかか

ておかねばならない。この分野は，基本的には，

りつつあったと表現できるだろう。朝鮮戦争時

民間社会団体の活動に委ねられるべきだと考え

から1960年代初めの頃までは，
「社会福祉」と

られていたため，提案でも，民間施設を経営す

は，主に，戦災孤児や寡婦など，住む場所と身

る社会事業者の活動の「健全化」「合理化」と

寄りがなく路頭に迷う人たちに生活施設を提供

そのための政府の「指導・監督の強化」が中心

することを意味した。

となっている。具体的には，次のような３つの

しかしながら，1960年代後半頃になると，施
設に収容されている年長の児童には，教育，職

政策が提言されている（pp.370‑377）
。
⑴ 「社会団体の質的健全化」
：「
（社会団体の）

業訓練，社会的自立の支援の必要性が意識され

存在意義を明確化」し，
「似て非なる」事業

たり，障碍者や高齢者がそれぞれ固有のニーズ

者を排除し，
「利益追求ではなく，社会福祉

を持つことに対する認識が深まり，たんなる生

に寄与するための自発的な能力と公的な責任

活施設にとどまらない，新たな「社会福祉」分

を持つ」ようにする。
「体質の改善」と「健

野への展望が広がりつつあった。こうした認識

全な育成を期する」ために，政府の誘導が必

は，本調査だけに固有のものではなかったこと

要であるが，政府の「介入」は「協助 の 範

に留意しておく必要がある。特に，保健社会部

囲」にとどめるべきである。

は，1960年代後半には，
「社会福祉」の政策領

⑵ 「社会団体の秩序体系の合理化」
：
「社会団

域への関心を深めていたと見られる。1966年に

体相互間及び政府との協議の円滑を期し，事

は大規模な「障害者調査」が実施されているこ

業の健全な育成を図るために，社会福祉事業

とは，障碍者に対する政策的な関心の深まりを

の連合体を組織する」ことが必要である。こ

示している。施設については，1968年には，生

の場合，既存の「韓国社会福祉 合会」の組

活保護施設の運営についての実態調査が行われ

織と機能上の欠陥と経験を勘案し，事業の種

ており ，児童課では児童施設に対する管理を

類別ないし目的別に事業者を組織し，効率的，

強化しつつあった。さらに，保健社会部が1967

合理的な事業運営を行えるように図り，事業

年に発足させた「社会開発」に関する調査研究

種類別の代表による事業者の連合組織（セン

プロジェクトでは，
「社会福祉分科会」が建大

ター）をつくる必要がある。国の財政状況を

調査と同時期の1968年９月〜69年３月に，社会

考えれば，保護施設の種類の偏りや地域間の

福祉ニーズの調査を実施するなどの動きがある。

格差を是正する方策として，公立の施設の増

同調査の中では，特に，児童・青少年福祉，老

設によることは考えられない。また，この分

人福祉，既婚職業女性福祉，心身障碍者福祉の

野への民間施設の参入も期待できないから，

４つの分野が中心的なテーマとされていた 。

既存施設の再整備・転換によって，ニーズに

本調査の分析も，明らかに，こうした問題意識

対応することが現実的な方策となる。

の流れに属していたと考えられる。

⑶ 「政府の指導・監督の強化・効率化」：社

しかしながら，
「社会福祉」への政策的関心

会団体の体質改善のために政府の指導・監督

保健社会部 障害 者調査報告書（1966）（1966）。
韓国で最初の本格的な障碍者調査は1961年に行われ
ており，1966年の調査は２回目で「身体，精神及び
社会的障害者全員を対象」とする全数調査であった
（日本と同じ漢字表記も注目される）。児童課が施
設に対する管理を強化していたことは，本調査で示
されている。生活保護施設についての調査は，保健

社会部 生活保護施設等の運営実態調査報告書
（1968）であるが，本調査の引用によって存在が確
認されるのみで，未見である。
社会保障審議委員会・社会福祉分科会 社会福祉基
礎資料調査報告書 （1970年）。この調査は，社会福
祉ニーズの把握を目的として行われたもので，抽出
された対象は，1,733世帯であった。
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を強化すると同時に，社会福祉事業の総体的

間活動が体系的，組織的なかたちで「社会福祉

な効率化のための制度上の基本的事項に関す

事業」を実践していくという姿であり，民間活

る措置として，総合的な視点から，指導・監

動の自主的な展開は期待されていなかった。

督が可能となるような法制の整備，具体的に
は，包括的な「社会福祉事業法」の制定が必

４ 外国援助をめぐる問題と改革提言

要である。また，政府機構の側でも，行政の

1950年に勃発した朝鮮戦争のために，多くの

多元化を克服して，より体系的，一元的な政

戦争難民が発生し，国中が食糧危機に見舞われ

策体制を整える必要があるとされる。特に，

るなど，国民の生活被害が深刻化するとともに，

現状では，
「救護行政」は保健社会部内で社

アメリカを始めとする「自由主義陣営」の各国

会局と婦女児童局に分掌しており，統一性，

から，国ベース，民間援助団体ベースの両方で，

体系性を欠いているが，これらを一元化する

大規模な援助が参入した。こうした外国援助の

必要があり，このためには，
「救護行政局」

参入の背景には，朝鮮半島が東西陣営の対立の

を新設する案も考えられるとしている。

最前線になっていたという当時の国際的な政治

これらの方策を通じて，施設の経営＝「社会

情勢がある。本調査も，
「米国を始めとする友

福祉事業」を実践するのは，民間の社会団体

邦と外国の民間援助団体は，共産主義と闘うわ

（民間施設の経営者）であることには変わりが

が社会のために，援助の継続を惜しまなかっ

ないが，これまでのような「不健全」
「不合理」
を克服し，政府の政策方針と密接に連携して，

た」と指摘している（p.320）
。援助内容は，
糧穀（米，麦，トウモロコシなど）
，その他の

より体系的，合理的かつ効率的な事業運営を行

食料品，衣料，医薬品，建築資材などの現物援

えるような体制をつくることが目指されている

助と金銭援助であったが，量的には，小麦を中

といってよい。

心とする糧穀が多かった。特に民間援助団体ベ

具体的には，事業種類別に民間団体を組織す

ースでは，既にみたように，韓国の社会団体を

ることにより，それぞれの専門性に立脚して，

媒介しながら，大量に発生した戦災孤児や乳幼

効率的な事業運営が行える体制をつくるととも

児を抱える母親を収容する生活施設を設立・運

に，それらが連合して「１つのセンター」を形

営する活動が大きな役割を果たした 。

成することにより，秩序ある統一的な組織とし

こうした外国援助は，表12に見るように，休

て政府との間に密接な連携を持って活動するよ

戦協定の成立後も，緊急的な難民支援から経

うな体制をつくることが提案されている。民間

済・社会の復興支援に比重を移しながら，減少

社会団体が統一的な組織を形成し，政府との間

することなく続いた。この場合，外国援助の中

に密接な連携を持って活動するようにするとい

心は，量的にも質的にも，国家ベースよりも，

う構想は，外国援助と結びついてきた民間施設

民間援助団体によるルートが中心であったこと

事業分野の推移を批判的に検討した結果として

に留意しておく必要がある。ただし，民間ベー

行き着いた結論であったと言えよう。ここでは，

スとはいえ，量的に大きな比重を占めたアメリ

民間活動の自主的な発展は期待されておらず，

カの PL480号第

「体質改善」と「構造改革」は，国の主導と管

款による援助に見られるよ

うに，その背後に援助側の国家政策が存在して

理によらなければならないことを強調している

いたことも事実である。1968年の調査時点では，

点に留意しておく必要がある。ここで描かれて

外国民間援助団体の数は103団体で，その国籍

いるのは，国家の強い主導と管理のもとに，民

は，アメリカが63で過半を占め，その他は，西

ただし，外国民間団体の援助分野は，施設の提供ば
かりではなく，医療支援，教育支援，地域の社会・
生活インフラ整備の支援など，きわめて広範囲にわ

たるものであった。韓国社会福祉協議会（1991）の
「第54章 外援機関」
，
（KAVA）40年史編纂
委員会編（1995）など，参照。
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ドイツ，イタリア，イギリスなどの西欧諸国で

しながら，保健衛生，医療，教育，地域のイン

ある。援助の分野は，福祉施設の支援を中心と

フラ整備など広い範囲に及んでいる。

表12 外国民間援助団体による援助物資の推移（1959〜68年）

糧穀
衣類
現物援助
医薬品
単位：トン
その他
合計
金銭援助（児童福利施設関連のみ）
単位：千ウォン
出所：

建大・救護行政調査

1959

1961

1963

1965

1967

1968

81,229
2,466
320
1,239

76,460
1,287
405
2,159

82,419
1,252
305
10,749

86,434
1,293
593
10,511

35,227
1,010
811
3,483

28,048
510
205
753

85,254

80,311

94,725

98,831

40,531

29,516

―

―

―

938,001 1,449,384 1,370,317

p.335の表と p.336の表を合成して作成した。

韓国政府は，難民に対する食糧支援や戦災孤

民」就労事業の一環として位置づけられること

児対策などの社会・生活分野に予算を割く財政

になった 。また，戦災孤児などを収容する民

余力が乏しく，外国援助に大きく依存せざるを

間の厚生施設に対する管理が強化されていった

えなかった。当初，外国援助の活動に対して政

が，これらの施設は外国援助によって全面的に

府は強い規制を行うことはできず，外国民間援

支えられていたために，施設に対する管理強化

助団体の自由な活動に委ねられる状況が続き，

が，間接的に，この分野での外国援助に対する

外国援助団体でつくる連絡組織が政府の政策よ

管理強化につながっていった。こうした措置に

りも強い影響力を持っていた時期もあったとい

よって，外国援助を公的な行政の枠組みのうち

う 。しかし，国家の再建が進むとともに，政

に組み込むという1960年代に特有な社会・生活

府ベースの援助はもちろん，民間ベースの援助

行政の形態が形成されていくことになる。

も含めて，外国援助に対する管理強化が図られ

建大調査が行われた1968年という時点は，こ

ていった。特に，1961年に成立した軍事革命政

うした外国援助のあり方が今一度，問い直され

権のもとで，社会・生活行政の改革が進められ

ようとしていた時期である。見直しの主な契機

る中で，外国援助財源をその自由な活動に委ね

は，1960年代後半になって，外国援助の削減な

るのではなく，社会・生活行政の枠組みの中に

いし打ち切りが日程に上ってきたことである。

組み込み，外国援助を実質上の管理下におこう

この時期には，1960年代初めからの目覚ましい

とする方向が強化されていった。

経済発展の中で，かつて外国援助が殺到した時

例えば，
「零細民」のための就労救護事業で

期のような緊急的な生活窮乏の状況は改善され

ある「自助勤労事業」は，アメリカからの援助

つつあり，援助側は，援助の緊急性が低下した

（政府ベースの PL480号第

款による援助）

と見なし，援助削減の方向に向かっていた。本

を財源としていたが，韓国政府自身の事業とし

調査は，表12のような援助物資の量の推移を分

て行われたものであったし，従来，比 的自由

析して，こうした動きが始まるのは，1966年頃

に韓国内で活動していた民間援助団体ベース

からであり，特に現物援助である糧穀援助の量

（PL480号第 款）による援助も，国の「零細

が削減されつつあること，物資援助に比 して，

救護活動の分野では，韓国内で活動する外国民間援
助団体の連携組織である「韓国民間援助機関連合
会」
（KAVA：Korea Association of Voluntary
Agencies：1952年発足）が大きな役割を果たした。
保健社会部よりも影響力が大きく，関係者の間で，

KAVA は「第２の保社部」と評されていた（韓国
社会福祉協議会［1991：754］，KAVA［1995：77］
）。
外国援助に対する国の統制を強化するために，国ベ
ースだけでなく，民間ベースの外国援助物資の韓国
内における管理費用も国庫が負担することになった。
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金銭援助の比重が高まりつつあることを指摘し

あると提案される。だが，そうであるとしても，

ている。分析者は，外国援助がすぐになくなる

「国民の自主性昂揚と外国援助の漸減に備える

ということではないにせよ，やがて，そのよう

ために」，外国援助について，長期的な展望に

な事態が到来するのは必然であり，「救護行政」

立つ確固たる政策の樹立が必要であると分析者

における財源自立に今から備えなければならな

は主張する。具体的には，
「援助の質と量につ

いと警告する。この調査には，そのための方策

いての再評価を先行させ，外援政策を再調整し，

を提言することが求められていた。

長期計画を樹立すること」
，
「外援団体に対する

ただ，この時期における外国援助に対する見

政府の監督と協議を効率的に強化すること」
，

直しの視点は，その減少ないし打ち切りへの危

「外援の質と量はもちろん，寄贈対象者の選定

惧という問題からだけではなかった。調査では，

においても，政府の指導的かつ政策的方向に一

朝鮮戦争後の状況の中で外国援助が大きな役割

致させるようにすること」
，
「外援の受け入れ団

を果たしてきたことを認めつつ，同時に，それ

体である社会団体に対する政府の指導と監督を

が「社会事業の体系」や「国民の自主性」に，

強 化 す る こ と」な ど が 提 案 さ れ る（pp.358‑

深刻な

負 の影響を与えたのではないかとい

369）
。外国援助に依存しながらも，これまでの

う視点が提起されている。分析者は，朝鮮戦争

ような 負 の影響を回避するために，国の強

直後，外国援助が大量に流入するとともに，

い統制下に置き，国の政策方向に沿って活用し

「質的な内容・体系を考慮しないまま，社会団

ていく体制をつくるという提案であると言って

体が量的に溢れかえった。このような非正常的
出発とともに社会福祉事業の不合理な体系が形
成され，その中に似て非なる社会福祉事業や似

よい。
５ 外国援助の減少に対する財源対策の提言

て非なる社会団体が勢力をふるうに至った」

「救護行政」において，外国援助の削減によ

（p.350）と述べる。また，こうした状況によ

る 財 源 対 策 が 最 も 問 題 に な る の は，財 源 を

って，外国援助の機能は「非効率的」なものと
なったばかりでなく，
「外国援助への依他心が

PL480号第 款に全面的に依存する「自助勤労
事業」と外国民間援助団体に支えられた民間厚

社会の底流となり・・・国民的自主性が阻害さ

生施設の経営問題の２つの分野であった。この

れる」状況が生じ，それが60年代後半に至るま

うち，前者は，1971年に打ち切りを通告されて

で継続してきていると言う（p.321）
。

おり，事業存続のための財源問題は建大調査に
の影

課された研究課題の１つであり，次節において

響を認めたとしても，直ちに，その存在を否定

しかし，このように，外国援助の 負

みるように，国家財政の負担と借款（有償援

することはできなかった。
「外援に代替する財

助）を組み合わせた代替財源案が提示されてい

源を準備することは，国家と社会団体の能力如

る。後者については，表12に示されているよう

何にかかっているところであるが，現在におい

に，民間厚生施設には外国援助団体によって，

ては，受援団体である社会団体の自主力量とし

年間14〜５億ウォンに上る多額の金銭援助がつ

て，外援がカバーしている量を直接引き受けて

ぎ込まれており，これによって，施設の運営費

いける能力はきわめて微弱であり，国家の場合

ばかりでなく，収容者（保護対象者）の生計費

においても，経済開発計画上の犠牲を前提とし

の約60％が支えられているという状況があった。

て，社会開発を積極推進することは難しい事情

生活保護制度の中核である「施設保護」の運営

のもとにある」
（p.355）からである。したが

は，外国援助によって支えられた民間施設を

って，今後，かなりの期間にわたって，外国援

「生活保護施設」として，公的な制度枠組みの

助への依存が必要であり，そのために，「外国

一環に組み込むことによって成立していたので

援助の継続導入に対する継続的努力」が必要で

ある。

金

調査の時点では，民間施設への援助は，表12
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積立には言及がなく，地方自治体だけが地方税

に示されているように，減少しているわけでは

収入の1000分の１以上を10年間にわたって積み

なく，援助打ち切りが通告された「自助勤労事

立てることになっていたが，1968年６月現在，

業」のように，差し迫った状況にはなかった。

ソウル・釜山・９道の合計5,304万ウォンに過

しかし，いずれ減少に転ずることは予想され，

ぎなかった。

将来に向けて，財源対策が構想される必要があ

建大調査は，まず，この制度を「社会保障に

った。これらの援助が減少していった場合，施

先駆的役割をすべき基金として再認識すべき必

設の経営は危うくなるが，国家財政の状況を考

要があると同時に，外援の漸減に対する対備策

えれば，外国援助の減少分を国の財政によって

の一環として再認識すべき」であると主張する

置き換えることは望みえない。この場合，財政

（pp.124‑125）
。分析者は，この制度を「目的

的な余力がないという要因だけでなく，国が

税」の「一歩前の形態」と形容しており，一般

「救護行政」の分野において，糧穀による現物

財源からの生活保護分野への支出拡大が難しい

支給を基本とし，金銭による財政支出をできる

とすれば，
「目的税」に近い形で，この基金を

限り，抑制するという方針を取ってきたという

充実させ，時間をかけて，生活保護財源の安定

事情も考慮しておく必要がある。施設収容者に

化を実現していこうとする構想であると見られ

支給されたわずかな金銭手当も，国の支出では

る。さしあたっては，地方税収入の積立率を２

なく，地方自治体財源の負担であった。施設の

倍に増やすこと，国も積み立てを行うこと（具

経営に対する金銭的な補助も，障碍者や養老施

体的な目標数値は提案されていない）が提言さ

設を中心に存在しないわけではなかったが，抑

れている。

制的なもので，その総額も大きくはなかった。

これと並行して，
「外援の漸減による救護財

このような事情を考えれば，外国民間団体に

源の空白を代替する国内民間資源の動員」が提

よる金銭援助の減少に代替して，国からの財政

案される。この方策は，
「生活保護基金」の充

支出が大幅に増額される見通しは小さく，当分

実案より重視されている。なぜなら，「社会福

は援助への依存を続ける他はない。したがって，

祉事業の財源は，元来，募金による」と考えら

この調査は，
「外国援助の継続導入に対する継

れているからである。ただし，個別の団体が

続的努力」を行いながら，国家財政の負担に替

「無制限に」募金を行うのではなく，「共同募

わる財源を模索していくことを提案する（表13）
。

金制度」が望ましいとされる。具体的には，共

財源対策としては，まず民間施設自体の財政

同管理機構を設置し，目標額―配分計画を予め

強化努力が必要とされるが，それを前提とした

公告して，行政区域単位で募金を行うという，

うえで，生活保護法が規定する「生活保護基

半ば公的な性格を持つような制度である。明瞭

金」
（生活保護法第39条第１項）の増強と「共

に述べられてはいないが，この「共同募金」の

同募金」制度の導入による「国内民間資源の動

管理機構として想定されているのは，社会団体

員」の２つの方策が提案される。このうち，

の項で提案された新たな「センター」としての

「生活保護基金」制度は，生活保護法の制定に

社会団体の連合体である。民間施設事業＝「社

あたって構想されていた財源対策で，「国家ま

会福祉事業」の分野が，「共同募金」によって，

たは地方自治体は一定の金額と年限を定めて保

共有の財源を持って連携しながら活動するとい

護基金を積み立てることができる」
（同法第39

う構想であり，外国援助の 負 の影響を克服

条）というものである。同法施行令では，国の

する方策として位置づけられている 。この財

社会福祉事業のための資金を共同募金によって調達
するという方策は，1970年に，「社会福祉共同募金
会」を設立するという形で，実行に移された。しか

し，その活動は1972年の募金活動だけで，実績を上
げることができず，改めて，政府の強い主導のもと
で，募金活動が行われることになった（金早雪2009）。
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源構想は，国の強い指導のもとに，体系的に組

事業を担うという改革提言に対応するものであ

織された民間活動が施設経営を中心とする社会

る。

表13 社会団体と外国援助についての問題点と改善提案
項目
社会団体の質

問題点と改善提案
〇社会団体には，
「質的な不健全性」がある。また，本来の目的が忘れられ，
「利益追
求」を目的とする団体，
「内容・性格が明確でない」組織が「無秩序に乱立」して
いる。
〇社会団体組織（韓国社会福祉連合会）には，組織と機能上，問題があり，相互の連
携が不足し，また，社会団体と政府との連携も不足している。
〇「社会団体の質的健全化」が必要である。
「利益追求ではなく，社会福祉に寄与す
るための自発的な能力と公的な責任を持つ」ように，
「体質の改善」が必要である。
〇「社会団体の秩序体系の合理化」が必要であり，具体的には，
「社会団体相互間及
び政府との協議の円滑を期し，事業の健全な育成を図るために，社会福祉事業の連
合体を組織する」ことが必要である。この場合，事業の種類別ないし目的別に事業
者を組織し，効率的，合理的な事業運営を行えるように図り，事業種類別の代表に
よる事業者の連合組織（センター）をつくることが必要である。

施設の分布構造

〇施設の分布は，児童保護施設が全体の90％を占め，成人の心身障碍者施設や養老施
設が不足しているという大きな偏りがあり，必要性に対応していない。また，地理
的には，都市地域に集中し，地域間に格差がある。
〇保護施設の種類・地域の格差の不合理の改革が必要である。国，民間ともに，新た
な施設をつくる余力はないから，改革は，既存施設の再整備によるしかない。

施設の財政

〇施設の財政は，財産基盤が脆弱で，自主財源が少なく，
「不健全」である。また，
外国援助と国庫補助への依存性が高い。
〇施設の財政の健全化，自己財源の拡充を図るべきである。
〇外国援助の減少に備える対策を準備すべきである。

施設の
提供サービス

〇設備が不充分な施設が多く，医療や教育，職業訓練など，衣食住以外のサービス対
応が行われていない。そうしたサービスを提供する設備や人員も存在していない。

収容者の資格

〇現在，施設収容者はほとんど保護対象者となっているが，保護者のいる児童や18歳
以上の者が児童施設に収容されているなど，保護対象者の資格に問題がある。施設
収容者の保護対象資格を厳密に判定すべきである。

政府の監督・指導

〇政府の指導・監督が不充分，非効率であり，社会団体や外国援助は，
「半無政府状
態」で「放任」されている。
〇社会団体の活動を総合的に指導・監督する根拠となる法制が整備されていない。
〇社会団体の体質改善と社会福祉事業の総体的な効率化のために，政府の指導・監督
を強化すべきである。そのためには，制度上の基本的事項に関する法律上の措置と
して，総合的な「社会福祉事業法」の制定が必要である。

外国援助減少に備

〇外国援助の漸減による救護財源の空白を代替する国内民間資源の動員が必要である。

える社会福祉事業
の財源対策

〇社会団体は自立のために，財源の確保を急ぐ必要がある。
〇社会福祉事業の財源は，元来，募金によるべきである。しかし，個別の社会団体に
無制限に募金を許容するのでなく，共同募金制度が望ましい。管理機構を設け，行
政区域単位別に募金を行う。

金

外国援助に対する
管理対策
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〇国内可用資源の現実的な限界性に照らし，外援の継続導入に対する継続的な努力が
必要であり，このために健全な社会団体の援助受け入れ活動を支援する。
〇外援に対する政府監督権を強化する。特に，外援を管理する救護協議委員会の機能
を強化する。
〇国民の自主性昂揚と外援の漸減に備えるために，外援の質と量についての再評価を
行い，外援政策を再調整し，総合的長期計画を樹立することが緊要である。この計
画には，外援団体の動向についての効率的な把握，外援の導入・配分計画と政策の
一致のための調整，韓米間民間救護活動に関する協定と外国民間援助団体に関する
法律との調節についての再検討を含む。
〇外援の漸減趨勢に照らし，漸減に代替する国内可用資源の動員を中心に，対策を図
る。このために，救護財源の年次的計画とその確保方策を作成することが必要であ
る。

「救護行政」の組
織改革

〇救護政策と外援政策の総括的な企画を立て，施策を遂行するための実務行政の体系
が多元化している。
〇保健社会部の職制上，社会団体と外援についての指導・監督，救護の物資動員計画
と配分過程及び行政実務の責任の所在等が，社会局と婦女児童局の間で，また，同
じ局内でも，各課の間で重複，または，不分明な形で，分掌されている。
〇救護政策と外援政策の強化と長期計画の樹立・執行及びその効率化を図る点に，救
護行政の一元化が必要である。
〇「改善の参考案」として，「一般社会行政と救護行政を分離・再調整し，社会局の
救護行政分野と婦女児童局の救護行政分野を合併し，仮称， 救護行政局 を独立
させると同時に，両局間の一般社会行政分野を社会局が統合，分掌するようにす
る」案が提起される。

出所：

第４節

建大・救護行政調査

本文の内容を筆者が要約して作成。

「自助勤労事業」の分析と改革提言

１ 「自助勤労事業」の＜意義＞と問題点
「自助勤労事業」は，生活保護制度とともに，

象に，就労を条件として，
「救護」を行う（具
体的には，小麦粉の現物支給）もので，事業の
財源をアメリカからの無償援助の糧穀（小麦）
に全面的に依拠していた点に大きな特徴があっ
た 。しかし，この事業がどのような経緯で始

1960年代中・後半期の韓国の「救護行政」の中

まったのか，また，どのような政策発想に基づ

核を形成した施策分野である。この制度は，生

くものであり，実際に，どのような形で運営さ

活保護制度が非労働能力者を対象とするのに対

れていたかについての資料は少なく ，本調査

して，労働能力者で生活に困窮している者を対

の分析が貴重な情報を提供するものとなってい

この事業は，行政用語として，「勤労救護」と呼称
されていた。1962年に始まった当時の名称は，
「勤
労救護事業」である。PL480号第 款を財源とする
事業に発展するとともに，「自助勤労事業」という
呼称になった。さらに，1968年の「自活指導事業に
関する臨時措置法」の制定とともに，「自活指導事
業」という呼称となる。ただし，この法律の中でも，
「勤労救護」という表現が使われている。建大調査
が進行していた時点では，「自助勤労事業」という
呼称が用いられており，本稿でもこの呼称による。
保健社会統計年報 は，1964年度版〜1973年度版

まで，「PL480‑ 自助勤労事業実績表」という表題
の統計表を掲げている。ここでは，事業場の数，延
べ就労人員など，事業の概要を示す数値情報が収録
されているが，内容についての説明はない。事業の
運営状況や問題点についての資料は，建大調査の他
に，国会・保健社会委員会における質疑，特に，
1968年の「自活指導事業に関する臨時措置法制定」
をめぐる質疑がある。主要な論議の記録は， 第65
回国会・保健社会委員会会議録 第２号（1968年４
月16日），同３号（同年４月19日）， 第66回国会・
保健社会委員会会議録 第１号（同年６月11日）で
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る。この制度の直接的な起源は，1962年の生活

発という２大目標を持つ自助勤労事業」が「本

保護法の施行により，朝鮮戦争時以来の「救護
行政」において，あいまいに重なり合ってきた

格的に開始された」という（pp.179‑180）
。
分析者は，
「零細民救護と地域社会開発とい

非労働能力者と労働能力者の区分が明確化され

う２大目標」が結びつけられた点に，この事業

たことに関係している 。生活保護法は，保護

の大きな 意義 を見出している。過去の「救

の対象を，原則として，児童，高齢者，障碍者，

護」については，
「1945年の解放以来，消費一

乳幼児を抱える母親などの非労働能力者に限定

辺倒の無償救護援助がアメリカ政府により無計

することを再確認し ，労働能力を持つ生活困

画に継続してきた」と批判的に捉えられており，

窮者は「零細民」という呼称のもとにカテゴリ

労働能力者を対象とする「救護」においては，

ーとして分離し，その「救護」においては就労

「従来の安逸で消極的だった無償救護的受援意

を条件づけることとした。この目的のために，

識を止揚し，勤労を通じて糧穀を分配する」こ

1962年 に は，「勤 労 救 護 事 業」が 発 足 し て い

とにより，
「勤労意識を涵養」するものでなけ

る 。しかし，
「零細民」の認定 数 は1963〜４

ればならないことが強調される。そればかりで

年の頃には約400万人前後という多数にのぼっ

はなく，就労機会を提供する事業自体が，零細

ていたにもかかわらず ，財源は乏しかったか

民の「自活開拓の基盤を造成」し，
「所得を高

ら，十分な事業量を展開できないでいた。

める方向」を持つことが重要であるとされる

本調査によると，アメリカからの無償援助の

（pp.180‑181）
。

糧穀が「勤労救護事業」に充当されることにな

そのためには，事業の内容や運営のあり方が

ったきっかけは，1962年の台風（サラ号）によ

問題になるが，ここで想定され，また，実際に

って南部農村地方が甚大な被害を受けたことで

実施されていた事業とは，後述のように，主に，

あった。1963年に，韓国政府の要請により，米

干拓や開墾による農地造成，耕地整理，農水産

国政府から，PL480号第 款により，緊急援護

物の開発・改良，治山治水，灌漑施設などの農

用糧穀（小麦）７万５千トンが無償で供与され

業生産のためのインフラ整備や道路整備などの

ることになり，これらの糧穀資源が罹災民の救

生活環境のインフラ整備であった。農地造成な

護と流失した家屋・農耕地の復旧事業に投入さ

どの成果は，
「自活基盤」の強化のために，就

れた。翌1964年度から，米国政府から，年間約

労者に分配されることになっており，また，イ

10万トン前後の糧穀が恒常的に無償供与される

ンフラ整備の成果は，間接的に就労者の所得や

ことになり，これを受けて，単なる災害復興事

生活全般の向上に寄与することが期待されてい

業としてではなく，
「零細民救護と地域社会開

た。なお，当時の用語法では，こうした事業内

ある。
「勤労救護」の考え方や運営の仕方の面で，1952年
に始まった「難民定着事業」，アメリカの PL480号
第 款（民間援助団体ベース）による「地域社会開
発事業」などが，この事業の間接的な起源となって
いると考えられる。
公的な「救護」の対象者は，原則として，非労働能
力者に限るという考え方は，もちろん，生活保護法
の制定とともに始まるものではなく，1948年の韓国
の建国以来，あるいは，日本支配時代以来続いてき
た基本的な考え方であった。しかし，建国当時の状
況や朝鮮戦争発生によって生じた事態のために，
「救護」は労働能力を持つ者にも広く拡大せざるを
えなかった。
行政白書 （1964年版）は，「勤労救護事業」の実

績統計を1962年度から示しており，少なくとも，
1962年には，事業が発足していたことは確認できる
（p.248）。国会における保健社会部長官の答弁で
は，事業は1961年度から始まったとされるが（ 第
65回国会・保健社会委員会会議録 第２号，1968年
４月16日）
，1961年は軍事革命政権が成立した年で
あり，仮に，事業がこの年に発足したとしても，本
格的なものではなかったと考えられる。
この数値は， 建大・救護行政調査 （p.192）の記
述によるもので，保健社会部の内部資料によって，
1963年4,872,069人，1964年3,942,000人と記録され
ている。これらは，地方からの予算要求上の数値で，
最終的に保健社会部が認定した数ではない。「零細
民数」についての記録には，問題があり，この点に
ついては，注52を参照。

金
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容は，
「地域社会開発」という表現で総称され

階に当たるが，経済成長率は目標の年平均7.0

ている。

％を上回って10％を超える状況にあり，この調

分析者は，1964年からの措置によって，従来

査も指摘している通り，60年代半ば以降には，

の「消極的無償救護から生産的自助勤労事業に

「零細民」の数は減少しつつあったと見られる。

方向が転換された」
（p.180）とする。ただ，

分析者が描き出している「救護中心の消極的糧

このような発想の「転換」は一挙に進んだわけ

穀援助」から「事業中心」の運営への転換も，

ではなかった。初期には，労働能力を持つ困窮

こうした経済成長に伴う経済社会と生活実態の

世帯に対する糧穀の支給が中心的な目的とされ

変化を背景としているものと考えられる。さら

ており，PL480号に基づくアメリカの食糧支援

に，この調査が行われた1968年の時点では，

の目的も第一義的には「貧窮住民の救護」にあ

「自助勤労事業」に対して，より重要な問題が

ったが，次第に，生活の自立化支援と農業生産

投げかけられていた。それは，韓国の経済的な

のインフラ整備などの事業目的の達成に重点が

発展を目の当たりにした援助国のアメリカは，

移されていき，
「救護中心の消極的糧穀援助が

もはや PL480号による緊急的な食糧援助の必

事業中心に転換」してきた（p.189）という 。

要性が薄れてきていると見なし，1971年度から

この分析には，
「自助勤労事業」の形成期に

の援助打ち切りを通告していたことである。し

おける過渡的な特徴がよく表現されていると言

たがって，この調査は，アメリカからの無償糧

えよう。生活保護法が制定され，
「勤労救護事

穀援助という財源を失った段階で，事業を存続

業」が発足した1960年代初めの時期においては，

させるのかどうかという問題に対して，一定の

保護対象者（非労働能力者）30〜40万人の他に，

回答を示すことを課題としていた。

労働能力者で日々の食糧にも窮する「貧窮民」
の数が300万〜400万人に及んでおり（地方自治

２ 「零細民」を対象とする就労救護事業

体による調査数），そうした人たちに対する食

この調査では委託された課題の範囲を超える

糧支援が緊急的な課題になっていた。このよう

ため分析されていないが，
「自助勤労事業」の

な状態を軍事革命政権自身が「絶望と飢餓線上

政策的な位置づけを明らかにするために，労働

にあえぐ民生苦」（
「革命公約」第４項）と表現

能力を持つ生活困窮者（「零細民」と呼称）に

している。

対する就労事業の全体像を確認しておかねばな

しかし，第一次経済開発５カ年計画（1962〜

らない 。「零細民」を対象とする就労事業は，

66年）が進展するとともに，韓国経済は順調な

この事業だけではなかったからである。上に述

発展過程をたどり，雇用状況が改善し，生活困

べたように，1962年の生活保護法の施行ととも

窮状態が緩和され，農業生産も回復しつつあっ

に，国は，
「零細民」と認定された者に対し，

たから，深刻な食糧不足も次第に改善されつつ

就労を条件として救護を行う方針を取った。認

あった。この調査が実施された1967〜８年とい

定は生活保護法が規定する年１回の調査を通じ

う時期は，第二次計画（1967〜71年）の初期段

て行われるが，地域現場が認定し，予算要求し

初期の「自助勤労事業」の目的が生活支援におかれ，
事業成果の分配による自活支援という要因はあまり
考えられていなかったことは，当時の保健社会部・
自活指導課長の証言によっても裏付けられる。この
証言は，
「自活指導事業に関する臨時措置法」制定
の背景や契機として1965年，67年の国会・保健社会
委員会の国政監査で農地分配が問題になったことも
あるが，趣旨としては「遊んで食べることを止揚す
る」ことにおかれ，他方，当初から地域開発の「事
業効果を期待するのは難しい」と考えられており，

同法施行に政府はさしたる関心はなかったので施行
令も制定されなかったと言う（
2008：
216‑219，261）。
建大・救護行政調査 においては，保健社会部が
提供した，「零細民」に対する就労救護事業の財源
別割当を示す統計表が収録されているが（p.65の
表・6 ），この表についての説明や分析は全く行
われていない。就労救護事業の全体像について説明
している資料としては，今のところ， 行政白書
（1964年版，pp.247‑248）を見出せるのみである。
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た「零細民」の数はあまりにも多かったために，

に，外国援助を財源として組み込んでいる点に，

中央政府は現場からの要求数をそのまま承認せ

この時代の「救護行政」の大きな特徴があると

ず，大幅に削減した。例えば，1964年の場合，

いってよい。アメリカの PL480号による援助

地方が予算要求を行った「零細民」数は約317

には，政府間ベースで行われる第 款と民間団

万人であったが，中央政府が認定したのは，約

体ベースによる第

179万人にすぎなかった 。表14が示すように，

ったが，1950年代以来，この時期までは，外国

中央政府の認定数は，1964〜68年を通じて，

の援助が中核を占めていたのは，後者であった。

180万〜200万人でほぼ一定しており，この認定

その後，第 款が急速に減少する一方で，政府

数には，生活困窮度による認定という要因より

間ベースの第 款が大幅に拡大し，外国援助の

は就労事業の予算枠という要因が強く影響して

中心を占めるようになる。

款による援助の２種類があ

いると思われる。ただ，年を追って，地方から

1964・65年の時点では，就労事業全体の財源

の要求数が減少したために両者の認定数の差は
縮小しており，1968年には，地方からの要求数

は，PL480第 款と第 款による外国援助が中
心となっており，韓国政府が用意した財源によ

がそのまま認定されている。地域レベルでも，

る「公共事業」の割合は高くない。「公共事業」

「零細民」の認定には行政的な操作が存在する

には，建設部と農林部が所管する国ベースの事

としても，全体としては，1960年代後半には，

業と地方自治体が所管する事業があった。いず

経済の順調な拡大とともに，生活困窮者が減少

れも，国土開発や農業生産のインフラ整備を目

しつつあり，地方からの要求数も中央政府が想

的とするもので，経済開発５カ年計画に関係す

定する予算範囲内におさまっていったことが反

る事業であるが，こうした事業の就労者として，

映されていると考えてよいであろう。この調査

「零細民」の認定を受けた生活困窮者や失業者

の分析者自身も，
「零細民」が急速に減少して

が充当されたのである。このように就労事業の

いることについて言及している（p.191）。
1962・63年度の「勤労救護事業」は，
「零細

財源は，「公共事業」と PL480号によるアメリ

民」の数に対応するだけの事業予算を手当てで

と考えられた部分が「公共事業」とは別の予算

きなかったために，部分的な実施にとどまっ

手当として国庫と地方財政の両方から一定の財

た 。少なくとも，形の上で，認定した「零細

源が補充的に拠出されるという形を取っていた

民」の数に見合う就労事業の予算計画を作成で

と見られる。1965年度以降になると，国庫負担

きたのは，PL480号第 款による無償援助の供
与が見込まれた1964年度からであった。表15に

は大幅に減らされ，また，1966年以降，PL480

整理したように，毎年度の初頭に，財源別に，

1967〜８年頃の就労事業の財源は，PL480号第

就労救護の対象とする「零細民」の数を割り振

カの糧穀援助を中心としており，さらに，不足

号第 款による援助が縮小されていったから，
款による援助と「公共事業」の２本柱となる。

る計画が示された。財源には，国・地方の財政

なお，
「零細民」を対象とする就労事業につい

支出だけではなく，アメリカの PL480号によ

て，韓国側（国・地方）と外国援助を合わせた

る無償糧穀援助が充てられている。生活保護制

財源の全体計画を策定していたのは経済企画院

度と同じく，ここでも，公的な政策枠組みの中

であり，「零細民」対策を主管する保健社会部

建大・救護行政調査 p.65の表による。地方から
の予算要求数と国による認定数については，資料に
よって，異なる数値が記録されており，信頼性には
問題があり，資料としての利用に際しては，注意が
必要である。本報告書でも，p.192の表では，1964
年の零細民数を3,942,000人としており，p.65の数
値と一致しない。また，前掲 行政白書 によると，

1964年における地方からの予算要求数は4,466,132人
で，国の認定数は2,065,058人であったとされている。
行政白書 （1964年版）によると，「勤労救護事
業」の就労延べ人員は，1962年度約181万人，1963
年度約2,636万人であった（pp.247‑248）。こ れ に
対し，1965年以降の「自助勤労事業」の就労延べ人
員は，3,000万人〜4,000万人の規模である。

金

早

の発言力は小さかったとみられる 。

雪

信州大学経済学論集

第63号（2012）― 229 ―

本来の事業目的に沿って事業地が選択され，一

このように，
「零細民」を対象とする1960年

般労働市場の相場に近い賃金で就労者を雇用し

代の就労事業は「公共事業」と「自助勤労事

て運営されるのに対し「自助勤労事業」は「零

業」を２本の柱とするが，前者の「公共事業」

細民」の多い地域，特に，自活が難しい零細農

がどのように運営されていたかについての資料

民が多い地域や失業者の多い地域を中心に，食

は見当たらず，本調査自身も委嘱された調査の

糧の現物支給による生活支援と造成農地の分配

対象外であるために，まったく言及していない。

という自活基盤の強化に強く傾斜する形で実施

ただ，１カ所だけ，建設部と農林部所管の「公

されたのではないかと推測される。

共事業」について触れているのは，これらの事

なお，統計上，救護対象者として認定された

業においては，
「自助勤労事業」のように糧穀

「零細民」は，
「零細農漁民」
，
「非農零細民」
，

を支給するのではなく，金銭で賃金を支給して

「都市失業者」の３カテゴリーに分類されてい

おり，しかも，賃金水準は一般労働市場の平均

た。この分類が「救護行政」において，どのよ

に近く，「自助勤労事業」で支給される小麦粉

うに用いられていたかについての資料を見出す

3.6㎏の金銭換算額の約２倍の水準であると指

ことができないが，おそらく，各種の就労事業

摘している部分である（p.245）。この情報が
正しいとすれば，「公共事業」と「自助勤労事

への人員配置に関連していたのではないかと推

業」の運営は競合しない形で行われていたこと

の内訳は，
「零細農漁民」644,421人，
「非農零

が推測される。おそらく，
「公共事業」は，国

細民」991,909人，
「都市失業 者」742,461人，

土開発，経済的・社会的インフラの整備という

合計2,378,791人であった（p.247）
。

測される。1968年時点での「零細民」の３分類

表14 「零細民」の認定と各種の就労事業への割り当て（1964〜68年）
地方機関が予算要 保健社会部が認定 「零細民」のうち，「零細民」のうち，「零細民」のうち，
求した「零細民」 した「零細民」数 「自助 勤 労 事 業」 「自助 勤 労 事 業」 「自助 勤 労 事 業」
数（人）
（人）
の対象（人）
以外の就労事業の の 対 象 の 割 合
対象（人）
（％）
1964
1965
1966
1967
1968

3,173,229
2,851,266
2,466,561
2,378,791
1,979,834

出所：
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1,789,549
1,887,018
1,898,427
2,070,368
1,979,834

200,653
553,217
981,619
1,041,667
1,041,667

1,588,896
1,333,801
916,808
1,028,701
938,167

11.2
29.3
51.7
50.3
52.6

p.65の表より作成。1964年の地方機関からの要求数は3,942,000人という数値もある。

表15 「零細民」就労事業の財源別配当数（1964〜68年）
1964

1965

1968

人数ベース（人）糧穀ベース（㌧）人数ベース（人）糧穀ベース（㌧）人数ベース（人）糧穀ベース（㌧）
国庫
地方
実 公共事業
数
PL480‑
PL480‑

366,426
189,700
326,254

24,910
11,906
64,619

46,183
294,155
365,196

2,771
17,649
33,710

25,000
207,756
600,811

1,500
17,687
103,520

200,653
706,516

34,673
50,136

553,217
628,267

95,589
56,309

1,041,667
104,600

125,000
9,162

保健社会部が予算増額を要求しても，経済企画院に
よって受け入れられない状況は，国会の保健社会委

員会の予算をめぐる質疑において，よく表現されて
いる。
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合計
国庫
比 地方
率 公共事業
︵
％ PL480‑
︶
PL480‑
合計
出所：
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1,789,549

186,244

1,887,018

206,029

1,979,834

256,869

20.5
10.6
18.2

13.4
6.4
34.7

2.4
15.6
19.4

1.3
8.6
16.4

0.6
6.9
40.3

1.3
10.5
30.3

11.2

18.6

29.3

46.4

48.7

52.6

39.5

26.9

33.3

27.3

3.6

5.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

建大・救護行政調査

p.65の表より作成。1966・67年度については省略した。

３ 「自助勤労事業」の実績と「事業成果」の
分析

口と零細民分布を配慮）
，③市・郡による事業
の実施単位である邑・面・洞への計画糧穀量の
割り当て，④面・邑・洞の長による事業候補地

この調査の分析に沿って，1964〜67年までの

の選定と事業計画の作成，④道レベルでの事業

４年間に実施された「自助勤労事業」の「実

計画の集約・検討と保健社会部への提出，⑤事

績」を整理してみると，表16と表17のようにな

業の全体統括組織である「中央平和食糧委員

る 。アメリカからの無償糧穀（小麦）の支援

会」
（1968年設置）における事業計画の最終決

は，毎年，10万トン前後の大きさであった。韓
国政府は事業の資材費用と運営費用を負担した

定，という順序で行われた（pp.201‑212）
。
この事業への就労を認められるのは，「零細

が，1966年以後は，一部，糧穀の費用も負担し

農民（５反歩未満） ，零細漁民，失業者，旱

始めている。これらの資源を用いて，表17に示

害水害の罹災民」などであったが，
「零細民」

したような種類の事業が実施された。開墾，干

としての認定を受けていることが必要であった

拓などによる農地造成，耕地整理などによる農

（認定方法については，
「生活保護」の叙述を

地の改良，治水，灌漑，砂防造林など農業イン

参照）。就労者は１人１日当たり3.6㎏の小麦粉

フラの整備，道路や都市環境整備などの事業が

の支給を受けた。１世帯から１人だけの就労が

行われたが，農村を中心に零細農民の自立化支

認められ，１カ月の就労日数が20日を超えては

援のための事業の比重が高かったことが確認さ

ならないとされていた。小麦粉の支給量や就労

れる。事業を行う地域と事業種類の選定にあた

制限などの条件は，援助国アメリカ側の規定に

っては，「①勤労救護の対象者が多数居住して

よって課されたものである （pp.186‑188）
。

いる地域の事業，②自活助成の効果が大きい事

「事業成果」としては，表16のように，農地

業，③地域社会開発度が高い事業」（p.216）

造成，農地改良，農家生産量の増大があげられ，

がこの順に優先されたという 。

また，毎年，４万世帯を超える農家（４年間の

この調査によると，事業計画の決定の手続き

合計で約19万世帯）の生活自立化 が達成され

は，① USAID（駐韓米国国際開発協助処）と

たとされている。対象とされた「零細民」の数

経済企画院による計画糧穀量の決定と各道（及

は，1966年以降は100万人前後に達している。

びソウル特別市，以下同じ）への割り当て，②

そのうち，どれだけの人数が就労機会を与えら

道による計画糧穀量の市・郡への割り当て（人

れたのか，また，１人当たりの年間就労日数が

これらの数値は，保健社会部作成の資料から採用さ
れているが， 統計年報 に収録された数値と一致
しないところもある。
「自活指導事業に関する臨時措置法」第４条の規定
による。

「零細農民」の定義は，農地が「３反歩未満」の農
民であるが，「５反歩未満」としている場合もある。
「糧穀譲渡承認書」
「米国 1968年度糧穀譲渡承認書」。
この場合の「生活自立化」の基準は，農地が３反歩
以上に達したことを意味すると見られる（p.106）

金

早

雪

信州大学経済学論集

第63号（2012）― 231 ―

どれくらいであったのかについては，この調査

り，家族が生活できるような水準ではなかった

によっても，実態は明らかでない。事業の数が

という（p.245）
。これらの数値から，事業の

多く，事業内容によって，工期が異なっていた

規模は，多くの零細民の家族が就労によって，

ために，そうした統計の作成自体が難しかった

ある程度の期間にわたって暮らしていけるよう

のかもしれない。この分析では，1968年度につ

な大きさではなく，
「救護」という面から言う

いて，１人が仮に60日（３カ月）就労したもの

と，期間を限定した食糧補助にすぎなかったと

と仮定すると，対象者のわずかに11.7％しか就

言えよう。むしろ，就労者にとって，この事業

業機会を得られなかったことになるという試算

のメリットは，造成された農地の分配を受けた

を行っている 。また，表16において，対象者

り，農地改良や作物改良その他の営農支援の利

の全員が就労したと仮定したとして，年間延べ

益を受けることができた点にあったと見られる。

就労人員数を対象零細民数で除すことにより１

造成農地の分配などの利益を受ける場合，就労

人当たり年間就労日数を試算してみると，1964

者以外の世帯員も無償の条件で自発的に就労し

年 は100日 を 超 え る が，そ れ 以 降 の 年 は30日

てもよいという規定があったこと は，事業成

〜50日程度となる。その上，継続的に就労でき

果の就労者への還元が大きな魅力を持っていた

たとしても，１日小麦粉3.6㎏という支給量は，

という推測を裏付ける。

一般労働市場における賃金水準の半額以下であ
表16 「自助勤労事業」の概要と実績（1964〜67年）
1964
PL480号第 款による援助
財源糧穀
（㌧） 韓国政府負担

1967

110,000
―

130,000
20,000

90,100
25,000

74,363

110,000

150,000

115,100

20,656,336

30,555,555

19,412
41,666,666

6,303
34,722,227

200,653
102.9

553,217
55.2

981,619
42.4

1,041,667
33.3

8,823
12,332
249,500
29,519
42,927

32,625

44,734

41,538
195,219
73,896
41,028

64,618
664,452
184,087
62,349

36,999
121,607
852,544
95,000
48,000

対象零細民数（人）
【ｂ】
推定１人当たり年間就労日数（日）
【ａ÷ｂ】
農地造成（ ）
事業成果

1966

74,363
―

計
事業件数（件）
就労延べ人員（人）
【ａ】

1965

農地改良（ ）
堤防道路（ⅿ）
増収推定量（㌧）
自活可能となった世帯
（戸）

出所：この表は， 建大・救護行政調査 p.190，194，224掲載の表を合成して，筆者が作成したものである。
ただし，「推定１人当たり年間就労日数」（対象者の全員が就労したと仮定）は，筆者が仮に試算したものである。

表17 「自助勤労事業」の事業種類別事業場数
事業種類
開墾
水産物増殖

1967年
778
183

1968年
1,737
297

1968年度の「零細民」認定数は1,041,667人で，事
業の延べ就労人員は16,602,756人であった。１人60
日間，就労したとすると，277,000人が就労したこ
とになり，この人数は，「零細民」認定数の11.7％

に当たる（pp.247‑248）。
この条件も援助国のアメリカ側が課していた条件の
１つであった。
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小溜池・灌漑施設
干拓
砂防造林
耕地整理
治水
道路
都市
その他
合計
出所：

建大・救護事業調査

907
177

982
100

2,254
207
600

507
200
474

430
278
489

499
206
324

6,303

5,326

p.224。

４ 事業運営をめぐる問題点の分析

た。また，中央政府レベルでの管轄権の錯綜，
重複については，1967年度から，保健社会部が

「自助勤労事業」の具体的な実施にあたって

主務官庁として全体を統括することが確認され

は，さまざまな機関が関係しており，計画の策

るとともに，事業の全体的な統括組織として，

定から事業の実施までの体制が十分に整備され

「中央平和食糧委員会」
（保健社会部，建設部，

ていなかったために，初期段階から，組織的な

農林部，経済企画院，USAID で構成）を設置

混乱が発生していた。例えば，アメリカの援助

し，糧穀配定と事業をめぐる関係部署間の調整

に依拠しているために，援助側の USAID（駐

が図られることになった。1968年に，こうした

韓米国国際開発協助処）が大きな発言権を持ち，

改革を総合し，また，就労者への利益還元をめ

韓国側との調整が問題になったこと，事業内容

ぐるルールづくりなどを含めて，
「自助勤労事

は，農林部や建設部が所管する事業と近似する

業の永久的実施と運営上の不合理を是正する」

ために，「救護」の主務官庁である保健社会部

という目的で，
「自活指導事業に関する臨時措

とこれらの省庁との間に管轄をめぐって紛糾が

置法」が制定されている 。建大調査は，この

生じたこと，そうした中央官庁レベルの管轄争

法律が制定された1968年７月に本格的にスター

いが，道以下の地方自治団体レベルにも持ち込

トしているから，法律制定過程で論議された問

まれ，指示・監督が錯綜し，混乱を生じていた

題点を十分に踏まえて，調査が実施されたもの

こと，事業の具体的な実施主体は地方自治団体

と考えられる。

であったが，中央政府の指示・監督の権限が強
く発揮されており，中央と地方の関係を調整す

５ 事業目的の「二元性」の分析と改革提案

ることが必要になっていたこと，事業の成果で

分析者によれば，
「自助勤労事業」の運営に

ある新規開墾地などの就労者への分配ルールが

おける最大の問題点は，事業の目的が，「零細

確立されていなかったこと，援助の小麦を国内

民救護」と「地域社会開発」に「二元化」して

で製粉する過程や小麦粉が事業現場に到着する

いるところにあった。これら２つの目的が重な

までの過程で不正流用や利権問題が発生してい

り合い，両者の間に「明確な限界と基準がな

たこと，などの問題である。

い」ことが，
「事業遂行上，不合理と非能率」

こうした問題への対処として，まず，中央政

を生じているという。特に，事業場所や事業種

府と地方の関係が整理され，1965年度までは，

類の選定や運営のあり方において，２つの目的

中央政府の直接計画として実施されたのに対し，
1966年度からは，市・道総合開発計画の一環と
して実施権限が地方に移譲され，中央政府は指
導と調整監督の機能だけを担当することになっ

自活指導事業に関する臨時措置法案は，1968年２月
に国会に提出され，７月末に審議を終えて，可決さ
れ，制定された。施行は同年８月である。なぜ名称
が自助勤労事業でなく自活指導事業とされたのかは，
不詳である。
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が錯綜するために，いずれの目的も十分に達成

発に置く」こと，この目的に沿って，事業執行

できない「不合理」が生まれる。
「零細民救護」

の「一元化，体系化」を図ること，というもの

に重点を置くと，事業地が分散するとともに，

である。目的の一元化によって，現状のような

事業規模は小さくなり，
「能率的な事業推進が

組織的混乱を避けて，事業地域や事業種類の選

困難になる」
。例えば，治水事業において，水

定，その執行について，一貫性，体系性を確保

系に沿った事業の一貫性が必要な場合でも，

し，
「最大の効果をあげる」ことができるよう

「救護」に力点を置くと，そうした地理的な一

になるだろうという。しかも，この場合，事業

貫性を確保できず，
「事業がきわめて非能率的

は，一般的な生産・社会インフラの開発ではな

になったり，失敗に至ったりする事例が多い」

く，
「自活基盤を構築する農地拡張事業中心に

という。逆に，事業中心の政策を取ると，「零

策定」し，
「就労零細民の自活基盤を造成する

細民の救護は，実質的に効果をあげることがで

方向で利益を分配」するべきであるとしている

きない」。また，目的の二元化のために，「救

（p.257）
。まとめて言うと，事業目的を「一

護」を所管する保健社会部と「地域社会開発」

時 的 な 消 費 救 護 な い し 生 計 維 持 救 護」

を所管する建設部や農林部がそれぞれ事業に関

（p.311）ではなく，零細農民の「自活基盤の

わりを持ち，考え方の違いから，指示や監督が

造成」に置き，この目的に沿って，事業の運営

錯綜し，事業を実施する地域現場に混乱が生じ

組織と執行の一元化，体系化を図るという提案

ているという（pp.210‑212）。
もともと，この事業の発足にあたって，「零

である 。

細民救護」
（生活困窮者への食糧支援）と「地

ように，事業運営における一元化，
「中央集権

域社会開発」
（地域社会のインフラ開発による

的傾向」の是正と地方現場の権限強化，糧穀管

生活向上）を接合したのは，一石二鳥を狙った

理の合理化，資材費の確保，など，きめ細かな

政策的着想であった。援助国側の規程である

改革案が提示されている。ただし，事業目的を

PL480号第 款でも，救護を援助の主目的とし
ながらも，
「経済開発を促進する計画の援助」

「地域社会開発」に一元化するという提案には，

という目的が掲げられており，これをもとにし

わけではなかった。PL480号は，本来，飢餓的

て，アメリカ側が作成した「糧穀譲渡承認書」

な困窮状況に対する緊急的な食糧支援を想定し

も救護に関わる規定と開発目的を想定した規定

ていたからである。分析者も，この点を意識し

の両方を含んでいる。しかし，実際に事業が発

て，
「
（一元化の提案は）米国の援助目的と多少

足して４，５年を経過した調査時点では，２つ

齟齬するところがなくはないが，実質的な効果

の目的の混在のために，事業遂行における「不

を達成するためには，一時的な救護だけを追い

合理と非効率」
，ときには，
「失敗」の事例が目

求めてはなら」ず，また，
「就労者の選定基準

立ってきているという。他方では，
「救護」と

を零細民に限定することで，零細住民の救護と

いう目的も十分に達成できていない。現行の１

いう第二の目的を追う」ことになると述べてい

日当たりの糧穀支給量と就労日数の制限のもと

る（pp.198‑199）。
しかし，事業目的を「地域社会開発」に一元

では，経常的な生活保障の機能を果たしえてい
ないからである。これは，
「限られた糧穀で，
最大多数の零細民を救護しようとする」発想に
立っているからだと言う。
こうした状況に対して，本調査の改革提案は
きわめて明快で，事業目的の二元性を解消し，
「自助勤労事業の第一義的目標を地域社会の開

こうした基本方向に立って，表17に整理した

アメリカ側の援助意図に照らして，問題がない

この提言に関連して，事業の「一線実務者である」
末端自治体（邑・面）の長を対象にして行われた意
見調査の結果が紹介されている。調査は，京畿道の
邑・面長の全員を対象とするアンケート調査（1968
年10月）であるが，その結果は，開発中心とすべき
は30.7％，零 細 民 救 護 中 心 は8.2％，両 者 並 行 は
61.1％であった（p.200）。
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化すれば，
「救護」という目的は脱落する。こ

者の勤労意識の涵養」など，この事業が果たし

の点については，自助勤労事業の目的は零細民

てきた成果を評価し，今後，「零細民」の数は

の自活基盤の造成に特化し，
「生活救護はより

減少していくとしても，なおも，当面の間は，

根本的な方向で問題解決を模索しなければなら

事業の存続は不可欠であると判断する。しかし，

ない」と述べられているが，具体的な提案は行

その場合，財源をどのように確保するのか。ま

ってはおらず，
「より根本策としての自活助成

ず，現段階で作成されている第三次経済開発５

に 力 点 を 置 く べ き 必 要 性 が 台 頭 し て い る」

カ年計画（1972〜76年）においては，一般的な

（p.257）という指摘にとどまる。

「地域開発計画」は含まれているが，「自助勤

確かに，それ以上の具体性をはらんだ「救

労事業」のような零細民自活支援策は準備され

護」の改革提案は，この調査に委嘱された範囲

ていないために，独自に，財源の手当てを構想

を逸脱するものであろう。ただ，
「より根本策

する必要があった。この場合，①アメリカの無

としての自活助成に力点を置く」という指摘は，

償援助の継続要請，②借款（有償援助）への転

この事業が発足した1960年代初めの状況が大き

換，③政府による負担，の３つの要因が検討さ

く変わりつつあることを表現している点で，意

れるが，①の可能性はほとんどないとすれば，

味深い示唆であると言えよう。ここには，「限

②と③の方法による代替を考えざるをえない。

られた糧穀」を「最大多数の零細民」に配布す

このうち，
「貧弱な国家財政」を考えれば，政

る食糧難時代の「救護」
（分析者が「一時的な

府の負担によって，これまでの財源規模の全体

消費救護ないし生計維持救護」と表現する救

を支えることは難しく，また，将来の返済を考

護）は1960年代末という時点にあっては，もは

えれば，借款（有償援助）によって，全額を代

や意味を持たなくなってきており，労働能力を

替する方策も望ましい案ではない。したがって，

持つ生活困窮者に対しては，むしろ「自活基盤

分析者が行う現実的な提案は，事業量を縮小し

の造成」と生産・社会インフラの整備による生

ながら，政府負担と借款によって，事業を継続

活支援が望ましいという認識への移行が反映さ

していく他はない，長期的には，
「一日も早く，

れている。ちなみに，本調査が実施されていた

われわれ自身の財源により，地域開発を推進し，

1968年に成立した「自活指導事業に関する臨時

すべての零細民が自活できるように，堅実で望

措 置 法」は，「自 助 勤 労 事 業」と い う 呼 称 を
「自活指導事業」という呼称に変更し，事業の

ましい方向で努力していかなければならない」
（p.314）
，というものである。

目的を「自活を助成し，地域社会開発に寄与す

「自助勤労事業」の分析にとどまらず，この

る」ことと規定している（第１条）
。この法律

調査の全編を通じて強く意識されているのは，

制定の背景には，本調査と同じような認識が存

それまでの韓国の「救護行政」が大きく外国援

在したと推測してもよいかもしれない。

助に依存してきたことは，やむを得ないことで

６ 事業財源の打ち切り問題と代替財源につい
ての提案
調査は，以上のような事業の改革提案ととも

あったにもかかわらず，決して望ましい状態で
はなかったという認識である。政府レベル，民
間レベルの両方での外国援助の縮小が日程に上
っていた1960年代後半という時点では，改めて，

に，将来の財源問題についても提案を行うこと

外国援助の 功罪

が問われる。長期的には，

を迫られていた。調査が行われた1968年という

外国援助からの自立が望ましい。にもかかわら

時点では，アメリカ側から，1971年を限りに

ず，
「生活保護」
，「自助勤労事業」
，
「災害救護

PL480号第 款による援助の打ち切りを通告さ
れていたからである。分析者は，
「零細民の生

事業」から構成される「救護行政」の全領域に

活保護」
「地域社会の開発」
「零細民ないし失業

財政的に自立するには，国家財政はなおも脆弱

わたって，直ちに，外国援助への依存をやめ，
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である。調査報告の中でも，そうしたジレンマ

の糧穀のみが財源となって，事業規模の極端な

が最も鮮明に表現されているのは，財源をほぼ

縮小を余儀なくされ，存続が危うくなる事態が

全面的に外国援助に依存してきた「自助勤労事

生じた。その存続をめぐって論議が行われた後，

業」の分野であろう。

大統領の特別指示で1973年から「セマウル労賃

なお，この調査の後，1971年度には，PL480
号による援助は実質上，打ち切られ，政府負担

事業」として，
「零細民」を対象とする就労事
業が存続することになった。

表18 「自助勤労事業」をめぐる問題点と改善方策の概要
項目

問題点と改善方策

基本原則 〇事業目的が「救護」と「地域社会開発」に二元化しており，このために，事業遂行の不合理
と非能率を生じている。したがって，
「第一義的目標」を「地域社会開発」に置くべきである。
〇目的の二元化のために，機能が複数機関に分散し，機関の間の調整・協助が円滑でなく，事
業遂行に支障をきたしている。
「地域社会開発」の目的に沿って，機能も一元化，体系化する。
〇零細民の生活救護は，より根本的な方向から問題解決を模索する。
機能体系 〇事業の計画と執行に，中央集権的傾向があり，中央と地方の間に「調整・協助が円滑でな
い」ために，地方レベルでの事業執行に問題が生じている。中央政府と地方自治団体の間の
機能を再配分・調整することが必要である。
〇事業の監督・統制に重複が甚だしく，事業の進展に支障が生じている。上部機関の監督を可
能な限り一元化し，
「中央平和食糧委員会」の地位と機能を強化することが必要である。
〇事業の機能配分は，効率的に発揮できるように体系ある制度化を図る。
策定と執 〇事業策定と事業場選定に合理性を欠く。また，事業の地域間の均衡性と事業間の一貫性が欠
行
如しており，効率的な事業遂行ができていない。特に，事業場が多数地域に分布し，事業規
模が零細化しているために，事業効果を上げることができないという問題がある。これらの
問題に対しては，事業の零細性を止揚すること，事業は自活基盤を構築する農地拡張事業中
心に策定すること，などの改善が必要である。
〇就労者の選抜と生活救護に，不合理性を露呈している。就労零細民の自活基盤を造成する方
向で利益を分配することが必要である。
〇執行過程で，事業の中途変更が甚だしく，事業推進が挫折する場合が多いが，こうした中途
変更は行うべきではない。
〇すべての事業が最大の効果を上げるようにできる方向で，策定・執行するべきである。
糧穀の需 〇糧穀の需給については，需給体系が二元化しており，事業推進に支障が生じている，糧穀供
給と管理
給が遅延し，事業が中断するために，失敗が多い，などの問題がある。これについては，糧
穀の輸送と操作系統と事業を主管する機関の間の緊密な連絡と調整により，事業遂行上の支
障を最小限に抑えること，糧穀供給は，策定された事業が計画通り推進されるように，適時
に供給すること，糧穀配定後，一定期間内に到着しない場合，自動的に告発措置がとれるよ
うにすること，などの改善が必要である。
〇糧穀管理が不合理で，資源の損失，不正事件が頻発している，空袋売却収入金の処分が合理
的でない，などの問題がある。これに対しては，事業用の糧穀の流出，不当な利用を抑制す
る措置が必要である。
〇資材費の補助が十分でないため，事業の効率的遂行が疎外されており，資材費用を十分に確
保することが必要である。
〇「零細民」として事業に動員され就労する住民と関係公務員に対して，事業についての認識
を正しく持つように，啓蒙，警告を行う必要がある。
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〇資源投資の効果を極大化するために，その他のさまざまな方策を模索，樹立する必要がある。
特に，支援糧穀の予算化を模索する，地元負担の合理的な手続きを考える，事業結果の利益
配分を効果的に行う，などについての方策が必要である。

出所：

第５節

建大・救護行政調査

本文の内容を筆者が要約して作成。

「災害救護」の分析と改革提言

１ 「災害救護」をめぐる問題

いずれの国においても，一般的な生活行政とは
分離して運営されているのが普通である。当時，
この分野が「救護行政」の一環として位置づけ
られていたことは，こうした分離がまだ完全に

1950年代，60年代においては，韓国は，毎年

行われておらず，災害による生活被害（特に，

のように，大規模な自然災害に見舞われていた。

零細農民の被害）対策が，一般的な生活窮乏対

特に，風水害と旱害が農村に与える被害が大き

策につながり合っていたことを物語ると言えよ

く，毎年，数万人，場合によれば，数十万人の

う。このような状態にあった主な理由として考

農民が生活・営農基盤を破壊され，生活困難に

えられるのは，国家の財政的余力，組織的余力

陥ったという。自然災害による損失額は，年平

が乏しく，突発的な自然災害の被害に備える財

均100余億ウォンにも達したとされる。その背

源準備，組織準備が整っていなかったことであ

景には，植民地時代から治水対策・農業用水対

る。このために，自然災害によって突発的に生

策が不足していたことに加え，戦争によって，

じた生活被害に対しても，普段の生活困窮者対

国土が破壊され，特に農業生産用のインフラが

策の延長上に，時限的な救援対策が講じられざ

荒廃していたという事情があった。こうした自

るをえなかった。特に，1962年の災害救護法施

然災害による被害に対する救援と復興支援対策

行以前における自然災害救護対策は，児童や母

のために，1962年に災害救護法が制定・施行さ

子，高齢者等の非労働能力者の救護，戦争避難

れていたが，不十分さが指摘されており，1960

民や戦災民などへの食糧支援，定着難民に対す

年代後半になって，災害対策の本格的な見直し

る生活再建支援，戦災住宅の復興支援などの行

が行われることになった。この結果，1967年に，

政分野（これらすべては，保健社会部の所管分

風水害対策法，農業災害対策法などが追加制定

野であった）と分かちがたく結びついていた。

され，また，中央災害対策委員会を中心とする

災害救護法の施行後，財源や運営の面で，こう

災害対策組織の整備など，自然災害救護対策の

した一般の救護施策とは，ある程度まで分離さ

総合的な再構築が行われた。この調査が実施さ

れたが，例えば，常態的な存在である「零細

れた1968年は，このような自然災害救護対策の

民」を対象とする「自助勤労事業」の財源が，

整備が行われた直後の時期に当たる。調査は，

自然災害，特に旱害の被害農民に適用されるな

⑴災害救護に当たる組織体制の問題，⑵災害救

ど，なおも，自然災害救護と一般的な生活救護

護のための財源の問題，⑶災害に備える備蓄物

が重なり合う部分もあった。さらに，自然災害

資の配備，の３つの分野を対象として，検証を

の被害農民の困窮状態が続き，常態的な「零細

行っている。その結果，なお，さまざまな問題

民」に転化する場合も多かったとすれば，この

が存在することが指摘され，これらの問題点に

点でも，両者は関連する側面を持つことになる。

ついての改革が提案されている。

ただ，本調査の分析によって，自然災害が発

第１節でも述べたように，自然災害による生

生した場合の緊急的な救護と復興支援のための

活被害に対する緊急的な救護対策・災害からの

対策組織の構成や，救護・復興事業の財源手当

復興支援対策の問題は，常態的な生活困窮者に

ては，一般の「救護行政」とは分離され，ある

対する救護対策とは性格を異にするものであり，

程度まで，自己完結した形で整備されていたこ
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とを確認することができる。1967年の見直し作

委員会が設置されている。この組織と連携する

業が行われた後の「災害救護」事業は，次第に

形で，中央・地方に，米駐留軍，外国援助団体，

独立した行政分野として形成されつつあったと

赤十字社，全国災害対策協議会などの民間団体

言えよう。しかしながら，同時に，この調査に

などが参加する救護協議委員会が設置されてお

よる分析が明らかにしているのは，このように

り，これらの組織が連携協力して実際の救護活

して形成されてきた「災害救護」行政が，なお

動が展開される。民間団体や外国援助の主な役

も，組織，財源の両面で，外国援助と民間活動

割は，災害救護のための基金や物資を拠出する

に大きく依存するという他の「救護行政」分野

ことであった。特に，全国災害対策協議会は，

に共通する特徴を持っていたという点である。

1961年に組織された官主導型の全国組織であり，

２ 「災害救護」の組織体制と財源をめぐる問
題と改革提言

災害救護のための募金活動を行うことを主な目
的としていた。このように，他の救護行政分野
と同じく，自然災害の救護組織体制にも，公的

本調査は，災害対策の組織が，政府機関を核
としながら，米駐留軍，外国援助団体，赤十字

な枠組みの中に，民間団体と外国援助が組み込
まれていた。

社，全国対策協議会などの民間団体を動員した

調査は，こうした組織体制について，表20に

官・民・外国機関の連携組織として形成されて

整理したように，⑴複数の法令が存在し，内容

いたことを明らかにしている。図１のように，

が重複しているので，これらを「災害基本法」

常設の審議機関として，中央に，政府の各省庁

に統合整理すること，⑵災害対策本部を改編し，

によって構成する災害対策委員会がおかれ（委

機能を強化する，特に迅速な省庁間の調整（特

員長は国務総理），道（及びソウル市と釜山市）

に予算）のために本部長を無任所長官または副

と市・郡のレベルに，それぞれ地方災害対策委

総理兼経済企画院長官とすること，⑶機能が重

員会が設置されている。実際に災害が発生する

なり合う地方災害対策委員会と地方災害救護対

と，災害対策本部（本部長は建設部長官）が設

策委員会を統合し，一元化すること，⑷中央委

置される。医療，食糧などの物資供給など緊急

員会と地方委員会の関係を整備すること，など

的な災害対策の実務は，主に保健社会部が担当

の改革を提言している。

し，その管轄下に，中央・地方の災害救護対策
図１ 災害救護の対応組織図
１ 中央の災害対策組織

中
央
災
害
対
策
委
員
会

予報分科委

科学技術処

情報・水難救助分科委

内務部

救護分科委

保健社会部

水防・復旧分科委

建設部

通信分科委

逓信部

軍支援分科委

国防部

輸送分科委

交通部

道 災害対策委員会

市・郡 災害対策委員会

２ 保健社会部を中心とする「救護活動班」組織
中央災害救護対策委

保健社会部
救護活動班

中央救護協議委

米駐留軍・外国援助団体・赤十字社・
全国災害対策協議会・その他の民間団体
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道 災害救護対策委

市・郡 災害救護対策委
出所：
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道
救護活動班

市・郡
救護活動班

地方救護協議委

上記の地方機関

災害救護備蓄物資補給所

p.137の図を簡略化した。

「災害救護」の財源は，表19に示したように，

な態度に転換させる」こと，行政が民間募金活

国と地方の財政が約74％を占めていたが，残り

動を積極的に支援することが必要であるとされ

の約26％は，赤十字社，全国災害対策協議会の
義捐金，外国援助，民間の団体と個人の寄金に

ている（pp.159‑161）
。
「災害救護」のために，国の予算を積極的に

よって負担されていた。災害に備えて，地方自

拡大すべきであるという提言は行われていない。

治体は，地方税収の1000分の５相当額を災害救

それは，「政府または地方自治体の予算だけで

護基金として積み立てをすることになっていた

は，災害救護資源を確保することは，事実上，

が，実際には，ソウル市のように，積み立てを
行っていない自治体があり，また，積み立てを

不可能」である（p.161）という認識が存在す
るためである。外国援助への依存については，

行っていたとしても，不十分な自治体が多かっ

ほとんど語られていないことにも注目しておく

た。民間の募金活動は，全国対策協議会と赤十

必要がある。1960年代末という時期にあっては，

字社の募金を初めとして，
「郵票募金」
「戸別募

外国援助が縮小されつつあり，もはや財源とし

金」
「学生募金」
「公務員募金」
「劇場募金」「競

ての期待を持ちえなかったということであろう。

技募金」
「経済人募金」
「海外僑胞募金」「サラ

福祉事業の分野と同じように，縮小する外国援

ンエヨルメ（愛の果実）募金」など，社会のさ

助に代替するものとして，民間募金の拡大が期

まざまな分野を網羅する広範な国民運動として

待されていたと考えられる。

展開されていた。分析は，こうした民間募金は，

「災害救護」においては，普段の生活に近い

「罹災民救護という名分のもとに展開されてい

状態に戻るまでの間の生計維持に対する支援が

る募金活動がある特定集団の特殊利益の追求や

もっとも重要であるが，具体的には，「緊急救

政治性を内包している場合が多い」（p.159）

護」と「復旧救護」の２種類の救護方式が設定

という問題や，同一の団体や人物に異なる団体

されていた。前者は，原則７日間で，状況によ

から依頼が集中するなどの問題があると指摘し

って延長・短縮できた。また，後者は，30日以

ている。

内，60日以内，90日以内の３段階で設定されて

財源については，地方の災害救護経費の中央

いた。こうした災害被害者への生活救護を行う

依存を脱し，地方レベルで救護資源を拡充する

場合の基準は，表20のように定められていた。

こと，災害救護基金の積み立てが十分でない地

１人１日当たり糧穀３合と金銭手当６ウォンと

方自治体は，是正措置を取ること，という提言

いう内容は，生活保護における「施設保護」の

が行われている。しかし，より重要であるとさ

支給内容とほぼ同一であり，応急食糧１人乾パ

れているのは，民間の募金活動をさらに活発化

ン250ℊという内容は，
「居宅救護」の場合の１

させるべきであるという提言である。このため

人１日当たり小麦粉250ℊに匹敵する。
「災害救

には，現在，さまざまな形で分散している民間

護」における生活支援の基準は，生活保護の給

募金活動の「一元化」を図り，
「国民の募金活

付基準に準じて設定されていたものと推測され

動に対する従来の消極的態度を積極的・協調的

る。分析では，副食費・燃料費，埋葬費などの
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現金支給ベースの基準額が非現実的であり，引

の郡単位におかれている補給支所を，市・郡単

き上げが必要であると提言している。

位で設置すべきであると提言している。

調査では，実際に，こうした生活救護がどの

調査が提言している「救護基準」の改善，地

ような範囲で行われたのか，規定通りの基準に

方自治体による災害基金の積み立て状況の改善，

沿って救護が行われたのか，などについては明

災害救護財源における地方自治体の中央依存か

らかにされていない。復旧までの生活支援をど

らの脱皮，備蓄物資の大幅な増量と市・郡単位

の程度まで行いうるかは，財源の規模に左右さ

の補給支所の設置などの提言は，すべて，それ

れ，財源の不足分を民間募金や外国援助に依存

に見合った財源の手当てを前提とする。しかし

していた限り，
「災害救護」における生活支援

ながら，一方では，分析者自身，国家，地方自

はきわめて不安定なものであったと見られる。

治体ともに，財政余力がなく，現状の改善は，

このことを推測させるのは，この調査において

結局のところ，民間募金の増強に依存する他は

明らかにされている「災害備蓄物資」の備蓄状

ないと認めている。とすれば，これらの改革提

況がきわめて貧弱なことである。調査によると，

言は，最初から，実現の可能性について，不確

中央政府の備蓄はきわめて少ない。地方自治体

かさをはらんでいたと言わざるをえない。「災

が行う備蓄は，主食となる白米・精麦・小麦

害救護」の分野においても，改革を展望しなが

粉・雑穀などを中心とするが，その内容や量は

ら，同時に，その実現の可能性についての不確

まちまちで，きわめて少ない。例えば，ソウル

かさをも認識せざるをえなかった点に，他の

市と釜山市は小麦粉しか備蓄しておらず，当時，

「救護行政」分野にも共通する，望ましき救護

深刻な旱害に見舞われていた全羅南道の備蓄は

の水準とそれを実現すべき財源不足の問題とい

精麦507㎏のみであったという。調査は，備蓄

うジレンマに直面せざるをえなかったと言えよ

物資を大幅に増量すること，及び，現在，複数

う。

表19 「災害救護」の財源構成（1964〜68年の平均）
単位：千ウォン
財源総額

政府
（国庫）

地方
（道）

赤十字社

全国災害
対策協議会

民間・外国援助
団体

個人

1964〜68年の合計

835,917

522,129

96,584

45,148

47,543

113,564

11,159

年平均額

167,183

104,426

19,317

9,030

9,509

22,713

2,237

100.0

62.5

11.6

5.4

5.7

13.6

1.4

構成比（％）
出所：

建大・救護行政調査 （pp.141，153）より作成。

表20 「災害救護」における生活救護の基準表
区分

基準：数量

糧穀

１日１人：３合

副食・燃料

１日１人：６ウォン

応急食糧

１日１人：乾パン１袋（250ℊ入り）

埋葬費

１具当たり：1,000ウォン

助産費

１人：500ウォン

臨時収容

２世帯：12人用（天幕１枚）

救療（ママ） 市道立病院，保健所，同支所，慈善病院等で行う
生活必需品

１世帯：５点
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衣類
寝具

１人：２点
１世帯：２枚

炊事具

１人：２器

出所：

建大・救護行政調査 p.146。なお，
「備蓄物資の支給（貸与）基準」（p.173）の表では，「主食類：１人１日
300ℊ（３合）
」という表示になっており，
「副食費」については，「当該地方長官が認定する量（副食代１人１日６
ウォン）
」，「燃料費」については，「当該地方長官が認定する量」とされている。

表21 「災害救護」をめぐる問題点と改善方策の概要
項目

問題点と改善方策の概要

災害救護のための

〇複数の法令が存在し，内容が重複しているので，これらを「災害基本法」に統合整

組織体制

理する。
〇災害対策本部を改編し，機能を強化する。省庁間の調整の迅速化（特に予算問題に
ついて）のために本部長を無任所長官または副総理兼経済企画院長官とする。
〇地方災害対策委員会と地方災害救護対策委員会は組織と機能が重複するので，これ
らを統合し，一元化する。
〇中央委員会と地方委員会の関係を整備する。
〇救護基準を改善する。（副食費，燃料代，埋葬費，助産費の大幅引き上げ）

災害救護資源

〇地方の災害救護経費の中央依存を脱し，地方レベルで救護資源を拡充する。
〇災害救護基金の積み立てが十分でない地方自治体は，是正措置を取る。
〇行政は，災害救護のための民間募金活動を積極的に支援する。

災害救護備蓄物資
の管理

〇災害救護備蓄物資の数量を大幅に増加する。
〇備蓄物資保管施設を改善する。
〇時間を経過した備蓄物資を効率的に処分する。
〇市・郡別に補給支所を設置する。

出所：

建大・救護行政調査

本文の内容を筆者が要約して作成。

結びに代えて
⎜1960年代の救護行政をめぐる仮説構築に向
けての示唆

リンクを提供している。
それと同時に重要なことは，行政の実態が
1960年代末という同時代の政策理解の視野から
描かれているという点である。一般に，社会保

以上に見てきたように， 建大・救護行政調

障・福祉政策の歴史の研究において，ある歴史

査 の資料としての意義は，何よりも，1960年

時点での政策状況を分析する場合，現在の成熟

代末において，
「救護行政」と呼ばれた行政分

した段階における政策枠組みを基礎に置き，そ

野が，どのような財源に基づき，どのような組

れとの対比において理解しようとする傾向が強

織体制と手続きによって運営されていたかにつ

い。そうした接近方法もむろん有意味ではある

いて，その実態をきめ細かく明らかにしている

が，この場合，ある歴史時点に固有な政策につ

点にある。当時の行政関係者にとっては自明で

いての考え方やそれに基づく具体的な政策展開

あったはずの基礎的な情報であるが，現存する

を把握しようとする視点が抜け落ちることに注

他の資料によっては，そうした情報を得ること

意しておかなければならない。例えば，1960年

ができない。この資料によってしか得られない

代の生活困窮者に対する政策を分析する場合，

情報も多く収録されており，同時代の他の資料，

現在の成熟した公的扶助制度の視点から，当時

特に 保健社会統計年報 （保健社会部）の統

の生活保護法がどのような機能を果たしていた

計数値を解読するうえでの貴重なミッシング・

かが検証される 。そして，その実態が国民生
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活の最低限保障という機能からは程遠かったと

成されたものである。朝鮮戦争時から臨時的，

いう事実から， 公的扶助制度は未成熟な段階

応急的に積み重ねられてきた生活困窮者対策は，

にあった という位置付けが与えられ，そのこ

生活保護法と「自助勤労事業」の２つの軸を中

とが，この時代の社会・生活行政の特徴とされ

心にして，
「救護行政」として整備された。し

ることになる。それ自体は誤りとは言えないに

かし，政策の実質的な内容や運営の面では，な

せよ，この時代においては，生活困窮者に対す

おも朝鮮戦争時から，その後の経済，社会の困

る政策において中核となる概念は，「生活保護」

難期に形成された，さまざまな問題点をそのま

よりも「救護」であり，その最大の対象と事業

ま継承していた。例えば，財源のかなりの部分

は「零細民」・
「自助勤労事業」にあったという

を外国援助に依存していたこと，政策はなおも

肝心の政策実態が捉えられない。

未整理・未分化な部分を多く残しており，「救

また，1961年に制定された生活保護法が，日

護行政」は複雑で多岐的な構造を持っていたこ

本の生活保護法（1950年制定の改正法）をモデ

と，
「救護」は，米・麦・小麦粉などの糧穀の

ルとして，法規の上では近代的な「公的扶助制

現物支給によるという食糧難の時期の救護方式

度」としての整った形態を持っていたことは周

がそのまま維持されていたこと，救護の対象と

知の通りである。しかし 建大・救護行政調

して，非労働能力者と労働能力者の区分が徹底

査 が記述している実際の運営実態によって，

されていなかったこと，などの点である。 建

日本の場合とは根本的に異なっていて，「生活

大・救護行政調査

保護」
（法）は「救護行政」と呼ばれる政策体

まさしく，こうした朝鮮戦争とその直後の時期

系のうちの，重要ではあるが，一部分であった

に形成された行政体系が持つ問題点であった。

ことが初めて知りえた。これは新たな事実発見

調査時点である1960年代末という時期には，

が検証の対象としたのは，

である。このように， 建大・救護行政調査

第一次経済開発５カ年計画が大きな成功を収め，

は，1960年代という時点における生活困窮者に

第二次計画が予想を上回る順調なスタートを切

対する行政の基本的な枠組みが，当時の行政関

っており，韓国の経済・社会は急速に変貌しつ

係者によって，
「救護行政」という政策概念に

つあった。それとともに，生活をめぐる全般的

よって把握されていたこと，そして，それが具

な状況と「救護行政」が対象とする生活困窮の

体的にどのような体系を持ち，どのように運営

あり方も変わりつつあった。この意味では，

されていたかを描き出している点で，きわめて
貴重な資料であると言えよう。

建大・救護行政調査 が描き出しているのは，
1950年代の特徴を色濃くとどめた「救護行政」

建大・救護行政調査 の資料としての意義

と1960年代末の現実的な生活ニーズとの間のミ

は，こうした「救護行政」の実態的な運営の姿

スマッチの問題であったと見ることができる。

を記録しているという点にとどまらず，1960年

1960年代末の時点で，「救護行政」がさまざ

代末という時点にあって，それが多くの問題を

まな問題点を抱えており，根本的な改革が必要

はらみ，変革を迫られていた状況を描き出して

であるという認識は，保健社会部を始めとする

いる点にも注目しておかなければならない。冒

行政関係者や民間の社会事業関係者，研究者の

頭で述べたように，この調査が検証の対象とし

間 に，広 く 共 有 さ れ て い た と 見 ら れ ， 建

た「救護行政」の枠組みは，1960年代前半に形

大・救護行政調査

ほか（2008）は，韓国の社会保障政策の形成
過程の研究分野において，資料の体系的な発掘と整
理に踏み込んだ最近の画期的な研究炉して評価され
る。しかしながら， 社会保険プラス公的扶助 と
いう現在の体系を基礎にして，政策の形成過程にア
プローチしようとする方法を取っているために，

も，そうした潮流の中に位

「救護行政」を中核としていた1950年代から70年代
の生活政策体系の枠組みが視野に入ってこないこと
になる。
「救護行政」の改革が必要だという認識がかなり広
く存在したことは，例えば，保健社会部が推進して
いた「社会開発」プロジェクトにおける検討項目に
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置づけることができる。上に見てきたように，

るかが調査の研究課題の１つとなっていた。

調査は，
「救護行政」の各分野の実態について，

1960年代末の韓国は，順調な経済発展の軌道に

かなり大胆な批判的検証と改革提案を行ってお

乗り始めており，もはや外国の緊急的な生活支

り，その検証作業は，限られた資源を有効に活

援（特に無償の糧穀援助）を受ける対象とは見

用するための行政の「効率化・適正化」を目指

なされなくなりつつあった。外国援助から「自

す技術的な検討という範囲を超えて，制度その

立」すべき時が近づいていたのである。しかも，

ものの基本的な意義とあり方にまで踏み込むも

この段階になって，外国援助に依存してきたこ

のであった。こうした姿勢は，冒頭にも述べた

との 負

ように，調査の主体が行政の外部にある社会科

への依他心が社会の底流となり・・・国民的自

学研究者であり，調査目的で触れられていたよ

主性が阻害される」状況が生じ（pp.321‑322）
，
「社会事業」をめぐる状況が「無秩序」になり，

うに，韓国における「社会保障の確立」や「福
祉国家への努力」を指向する発想（p.3）が基
礎におかれていたことから生まれたと考えられ
る。分析者の検証の視点として，将来，実現す

の影響が強く意識され，
「外国援助

「似て非なる社会福祉事業や似て非なる社会団
体が勢力をふるうに至った」（p.350）などと
まで記述されている。

べき「福祉国家」の姿と目前にある「救護行

こうした弊害を是正するには，外国援助に替

政」の現実との対比が存在したことは見落とせ

わる財源を確立して，
「自立」することが必要

ない。

である。
「自立」とは，外国援助の減少分を国

しかしながら，政府からの委託調査である以

家財政の出動によって代替することを意味した

上，改革提言は，当然，研究者の立場による自

はずであるが，改革の提言は，直ちにそのよう

由な提言ではありえず，行政の実態と提言の実

な方向には向かいえなかった。その理由は，国

現を阻むような制約要因の存在を十分に踏まえ

家財政に余裕がないという認識が存在したこと

たうえでの，実現可能性をはらんだものでなけ

ばかりではない。当時の予算配分における国家

ればなかった。問題点を明確にしながら，その

の基本方針は，経済成長を最優先させることに

解決に向けて，改革提言をストレートに導き出

あり，
「経済開発上の犠牲を前提として，社会

しえず，実現可能性というフィルターにかけた

開発を積極推進することは難しい事情のもとに

うえで提起されざるをえないという分析者のジ

あった」
（p.355）からである。したがって，

レンマは，ここから生まれる。それは，社会科

外国援助の縮小に対する対処策としては，まず

学者である分析者の認識上のジレンマであると

「外国援助の継続導入に対する継続的努力」を

同時に，当時の韓国の社会・生活行政が抱えて

続けることが必要であり，それを前提として，

いたジレンマであったと言えよう。そうしたジ

国の主導によって，組織的な民間募金（「共同

レンマをもっともよく表現しているのは，「救

募金」制度の導入）を行うこと，国家財政の中

護行政」の財源をめぐる問題であった。

で積み立てを行い，
「救護行政」のための基金

この時期には，
「救護行政」の財源の相当部

を作ること，が提案される。いずれの案も，

分を支えてきた外国援助の縮小ないし打ち切り

「自立的な財源」の確立という目標にとっては

が日程に上っており，それにどのように対処す

不確かな代替案であり ，国家が財源上の最終

加えられていたこと，社会保健部（1968b）が示す
ように，同部内で「救護行政」の改革を検討する動
きがあったこと，行政改革調査委員会が「救護行
政」の改革を意図して本調査（建大調査）を委託し
ているほか， 社会福祉 の分野では，韓国社会福
祉連合会が社会福祉事業法の制定を要求する（本稿
第１節１参照）など，現場からの改革の動きもあっ

たこと，などによって裏づけられる。
実際に，これらの策は，実行に移されたが，ほとん
ど有効性を発揮しなかった。
「生活保護基金」は充
実されず，施運営上の補助的な財源とはなりえなか
ったし，1971年に設立された「社会福祉共同募金
会」の募金活動は程なく挫折した（韓国社会福祉協
議会1991）
。

金

早

雪

信州大学経済学論集

第63号（2012）― 243 ―

的な責任を引き受けることを回避するという前

１日当たり米・麦３合＋金銭手当約６ウォンと

提に立って考え出された案であった。

いう額については，最低生計費との関連が論じ

「救護行政」の根本的な改革の必要性と国家

られていないし，その引き上げについての提案

財政による限定性をめぐるジレンマは，生活保

もない。保護基準を最低生計費に従って設定す

護（
「居宅保護」
）についての分析と改革提言を

るという考え方は，「国家財政上の問題という

めぐっても表れる。この分析は，生活保護行政

現実的与件と制度の漸進的発展の必要性等を考

において，客観的な基準としての「最低生計

えるとやや飛躍的な見解」（p.86）であるから

費」を用いることを提唱している。生活保護法

であった。法の規定と現実との間の乖離を容認

第４条は，
「保護の水準」として，
「健康で文化

し，
「折衷案」を提案せざるをえなかった点に，

的な最低生活を維持できるものでなければなら

研究者としての分析者の大きなジレンマがあっ

ない」としていたが，この規定を実現する具体

たと言えよう。ただし，保護対象者と認定され

的な保障措置は存在しなかった。国として，

た者の全員が保護を受けられないという「未保

「最低生計費」の算出は行われておらず，
「保護

護対象者」問題の解消は，現在の財政力でも，

の水準」としては，第４条の規定に関わりなく，

十分に実現可能であるとし，この点については，

保健社会部の内部規定として，「施設保護」と

強い調子で実現を提言している。

「居宅保護」の２種の異なる基準（糧穀の支給

外部委託調査であるとはいえ，政府が公式に

量）が設定されていた。いずれも，糧穀の現物

関与している調査において，生活保護法におけ

支給という食糧難時代の方式による。分析者は，

る保護基準の低さや「未保護対象者」の存在，

「零細民」の選定基準として用いられた「零細

外国援助への依存における 負 の影響の問題

民策定基準」が，行政としての「国民最低生計

などが公然と指摘されたのは，韓国の社会・生

費」の算出に相当するものと見なし，生活保護

活行政の歴史において，画期的なことであった

対象者の認定の際の保護義務者の扶養能力の判

と考えざるをえない。その背景には，1960年代

定にも使用することを提言している。この分析

初め以来の経済発展によって，国民生活の状態

は，韓国において，一般的な研究としてではな

は急速に改善され，生活ニーズも変化してきた

く，実際の生活行政におけるツールとしての

にもかかわらず，「救護行政」は，1950年代後

「最低生計費」について論じたもっとも初期の

半に形成された枠組みが一定の改革・整備を経

指摘の１つとして注目に値する。しかし，「最

ながらも，基本的には固定されてきており，そ

低生計費」は，何よりも，生活保護法第４条が

の間のギャップをめぐるが表面に浮かびあがっ

規定する「保護の水準」に反映されるべき概念

てきたという事情があったと考えられる。その

である。分析者も，
（
「零細民策定基準」は）

意味では， 建大・救護行政調査 は，韓国の

「生活保護対象者の生計保護もこの程度でなけ

社会・生活行政における「過渡期」の姿を描き

ればならないということを保健社会部が明確に

出していると見ることができる。「過渡期」と

し」ているはずの数値であると指摘している。

は，問題点を認識しながら，それらに対する根

にもかかわらず，
「国民最低生計費」と見な

本的な対処方向を打ち出す条件が整っていない

された「零細民策定基準」を「保護の基準」に

ことも同時に認識せざるをえないという意味に

適用するべきであるという改革提言を行うこと

おいてである。既に述べたように，この時期の

はできなかった。「居宅保護」について，１人

社会・生活行政の関係者，研究者，民間の「社

１日当たり小麦粉250ℊという保護基準はあま

会事業家」などの間には，近代的な「社会保障

りにも低いことが指摘されながら，改革提言は，

の確立」を目指そうとする発想が広く存在して

これを２倍の500ℊに引き上げるというにとど

いたことは確かである 。しかし同時に，社会

まった。また，
「施設保護」の基準である１人

保険・公的扶助・社会福祉の３つの柱を組み合

― 244 ―

韓国の初期社会・生活行政をめぐる資料検証（その３）

わせた「社会保障」制度の形成は容易に実現さ

の終焉を意識しながら，ただちに，
「先進国」

れえないことも十分に認識されており，その意

型の「社会保障体系」の構築へと向かい得ない

味では，関係者の間に，
「社会保障の確立」に

という意味での「過渡期」の始まりを表現して

至る前段階としての「過渡期」の意識が存在し

いるとも言えよう。

ていたとも言えよう。

1960年代末における，こうした「過渡期」の

将来の「社会保障」を展望する「救護行政」

様相は，民間厚生施設をめぐる問題においても

の合理化という点で，この調査が重視している

表れている。朝鮮戦争時からその直後の時期に

のは，既にふれたように，「救護」における非

は，戦災孤児や乳幼児を抱えた寡婦，母子，あ

労働能力者と労働能力者の扱いを峻別すること

るいは戦争難民に対して生活施設を提供するこ

であった。1960年代初めの改革では，労働能力

とが緊急課題であった。しかしながら，それか

者に対する「救護」は，就労を条件とすること

ら10年以上を経た1960年代末においては，そう

とし，非労働能力者に対する「救護」とは区別

した施設の必要性が減少するとともに，他方で

したが，なおも，
「一時的な消費救護ないし生

は，児童施設で年長者となった子供たちの職業

計維持救護」という食糧難時代からの救護の発

教育の問題，障碍者や高齢者の持つニーズに対

想が踏襲されていた。
「自助勤労事業」の分析

応する専門的な施設の必要性の問題が生じてい

は，明快に，労働能力者で生活に困窮している

た。この調査においても，高齢者や障碍者の施

者（
「零細民」
）に対する政策は，こうした発想

設の不足問題が論じられており，また，障碍者，

に立つ救護方式を廃止し，
「自活基盤を造成」

高齢者，児童などに対して，新たな福祉サービ

することに主眼をおくべきだと提言している。

スが必要になっているにもかかわらず，そうし

ここには，戦争難民に対する緊急的な糧穀配給

た対応がなされていないことが批判されている。

に起源を持つ労働能力者に対する救護方式から

そして，民間施設の分野を，単なる衣食住の提

の転換の必要性が強く主張されていると言えよ

供でなく，いろいろな集団がもつニーズに対応

う。

するようなサービスを提供する「社会福祉事

いずれにせよ，外国の無償糧穀援助を財源と

業」という分野に再編する必要性が説かれる。

する「救護」としての「自助勤労事業」は，援

こうした分野は，もはや「救護」という概念で

助の打ち切りとともに，程なく終焉を迎えるこ

は包摂できず，新たに「社会福祉」という分野

とになる。それは，
「救護行政」それ自体の終

が分離して形成され始めていたと言えよう。こ

焉を意味することになるが，1960年代末から70

こにも，1960年代末の新たな動きを見てとるこ

年代初めの時点では，
「救護行政」に代わって，

とができる。

社会保険体系による貧困予防と公的扶助による

しかしながら，この場合においても，国が積

最低生活保障を組み合わせた社会保障制度が構

極的な政策を展開できる財政余力は期待できな

築される展望を直ちに描くことができなかった。

い以上，期待されたのは，財源面でも，活動の

その実現が具体的に展望されようになるのは，

面でも，民間の社会団体がこの分野を担うこと

この時点から10年後の1970年代末から80年代初

であった。だが，民間活動の自発的な発展を望

めのことであった。その意味では， 建大・救

むことはできない。長い間，外国援助に依存し

護行政調査 は，朝鮮戦争以来の「救護行政」

てきた結果，民間の施設経営は財源や運営の面

当時，ILO が打ち出していた社会保険と公的扶助
を組み合わせてナショナル・ミニマム保障を実現し
ようとする社会保障体系のモデルは，行政関係者や
研究者の間に広く知られており，韓国でも将来に向
けて実現していくべき目標として意識されていた。
1963年に制定された「社会保障に関する法律」には，

そのことが明確に書き込まれている。また，1962年
に，保健社会部長官の諮問機関として設置された
「社会保障審議委員会」は，1960年代から70年代を
通じて，社会保障制度の体系的な構築を提起し続け
た（崔千松 1991）。
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で「不健全」であり，
「似て非なる事業家」も

⎜⎜

1964 災害救護事業

多く，「被収容者への公的責任を欠如している」

⎜⎜

1966 障害者調査報告書（1966）

施設も多いからである。しかも，外国援助の減

⎜⎜

1968a 国会・国政監査報告資料

少が進んでいることから，経営の将来が危ぶま

⎜⎜

1968b 救護行政の改善のための調査着眼点資

れる状況にある。こうしたことから，国の強い
指導・監督のもとに，民間の社会福祉事業がよ
り体系的，合理的かつ効率的な事業運営を行え
るような組織体制をつくるべきであるという改
革提言が行われる。また，その財源として，組
織的，体系的な形での民間共同募金制度を導入

早
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料 ［未見：建大附設・韓国応用社会科学研究所
1969に引用］
⎜⎜

1968c 自助勤労事業実施要領 ［未見：建大附

設・韓国応用社会科学研究所1969に引用］
⎜⎜

1968d 生活保護施設等の運営実態調査報告書

［未見：建大附設・韓国応用社会科学研究所1969に
引用］

することが提案される。この改革提言が描くの

⎜⎜

1969a 社会開発長期展望

は，
「社会福祉事業」の分野は，国の強い指導

⎜⎜

1969b 旱害救護事業

と管理のもとにおかれた統制のとれた体系的な

⎜⎜

1971 保健社会行政の実績と展望 1971 （副

民間活動と民間資金によって担う，という構図
である。この構図は，外国援助の減少に対する
対処策として打ち出された回答であった。そし
て，実際に1960年代末から70年代初めには，こ
こで打ち出されているような方向に沿って，
「社会福祉」の再編が進められていく 。しか
し，そうした方策は「過渡的な」対処策でしか

題は「保健社会行政白書」）
⎜⎜

1981 保健社会1981 ［年次行政白書の実質上

の創刊号］
農林部糧政局 糧穀統計年報 1964年版
⎜⎜

農林統計年報・糧穀編 1960年代の各年版

援護処 1974 援護十年史
大 韓 民 国 政 府 行 政 白 書 1962・64・65・66・67・
68・69・70年の各版

なかったことが，1970年代後半以降の展開で明

建国大学校附設・韓国応用社会科学研究所 1969 救

らかになっていくが，それは，本稿の範囲を超

護行政の改善のための調査研究 （韓国政府・行政

える新たな課題を形成する。

改革調査委員会からの委託調査の報告書，謄写版刷，
発行は科学技術処・米国国際開発援助処）

文献リスト
韓国語の資料・文献も，人名（著者）以外は便宜上，
日本語（当用漢字）で表記した。
一部，未見の資料を含む。未見の資料は，主に，他
の資料に引用されながら，その存在を確認できない行
政の内部資料や1960年代〜70年代の修士学位論文であ
る。

参考資料（韓国語）
韓国政府資料
保健部 保健統計年報 1952年版
社会部 1954 社会行政概要 （檀紀4287年＝1954年）
保健社会部 保健社会統計年報 1954年以降の各年版
［55年版・56年版・75年版は発刊されず］
⎜⎜

1958 建国十週年・保健社会行政概観

1970年代初めに行われた社会福祉事業法の制定，社
会福祉 合会の社会福祉協議会への改編，社会福祉
共同募金会の発足などの一連の動きは，すべて，こ
うした方向に沿うものであった。

⎜⎜

1968 社会開発計画のための基本調査 ［韓国

政府・経済企画院からの委託調査の報告書］
社会保障審議委員会 1970 社会福祉基礎資料調査報
告書 （社会福祉分科会）
⎜⎜

1977 社会保障の現況 （謄写版刷・非売品）

韓国国会資料
韓国国会事務処 1967 1967年国政監査・保健社会委
員会会議録
⎜⎜

1968a 第65回国会保健社会委員会速記録

⎜⎜

1968b 第66回国会保健社会委員会速記録

民間団体資料（韓国語）
（KAVA）40年史編纂委員会編 1995 外援社
会事業機関活動史：外国民間援助機関韓国連合会40
年史 公益斎（KAVA は Korean Association of
Voluntary Agencies の略語）
韓国社会福祉協議会 1991 韓国社会福祉総覧 （改
定新版）
⎜⎜

2007 福祉韓国に向かう希望の大長程：韓国社
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会福祉協議会55年史

参考研究文献（韓国語）
朴榮三 1966「韓国の福祉行政 救護行政を中心に」
（ソウル大行政大学院・学位論文）［未見］
李承烈 1966「韓国の救護行政に関する小考」（ソウ
ル大行政大学院・学位論文）［未見］
禹榮煕 1969「韓国居宅救護事業に関する評價研究」
（中央大學校・学位論文）［未見］
⎜⎜

1970「居宅救護事業の性格に関する考察」（ 社

会福祉研究 第４集，中央大学校社会事業学会，
pp.31‑50）
梁

喜 1970「韓国の救護行政に関する研究」（東国

大学校・学位論文）
金一石 1973「救護行政に関する研究」（延世大行政
大学院・学位論文）［未見］
趙京順/權美幸 1977「居宅救護事業の合理性に関す
る研究」（ 社会福祉研究 第11集，中央大学校社会
事業学会，pp.29‑47）

崔千松 1991 韓国社会保障研究史 韓国社会保障問
題研究所
2008「公的扶助制度」（

ほか 韓

国の福祉政策決定過程：歴史と資料 社会福祉学叢
書84

）

参考研究文献（日本語）
金早雪 1996「韓国の産業組織政策前史」（河合和男
・飛田雄一・水野直樹・宮嶋博史編 論集 朝鮮近
現代史 明石書店）
⎜⎜

2009「韓国における生存権保障政策の展開―

「福祉革命」への道」（ 地域経済政策研究 第10号
・鹿児島国際大学大学院経済学会）
⎜⎜

2012a「韓国の初期社会・生活行政をめぐる資

料検証（その１）朝鮮戦争時から休戦直後の行政統
計資料」（ 信州大学経済学論集 本号）
⎜⎜

2012b「韓国の初期社会・生活行政をめぐる資

料 検 証（そ の ２） 保 健 社 会 統 計 年 報 の 分 析」
（ 信州大学経済学論集 本号）

愼 重ほか 1990 韓国社会福祉法制概説 大学出版
会

（受理日 2011年11月５日）

