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廃陥澗 持唖戚走幻, 析沙拭辞澗 須厩旋昔 析幻聖 悦暗稽 映軒税 酵纏戚 

杯軒鉢 鞠嬢獄鍵 井狽戚 悪廃依 旭陥. 

暁 雁尻廃牛戚 析沙昔(食奄拭辞澗 析沙税 走壕旋 庚鉢研 壕井生稽 亜

遭紫寓級聖 源廃陥)拭惟澗 楳馬食走澗 情嬢人 庚鉢税 糎掻戚 仙析坪軒

照聖 匂敗廃 肯膳旋・庚鉢旋 社呪拭 企背辞澗 鞠嬢赤走省澗 薄雌戚陥. 

仙析坪軒照 切重拭税廃 仙析坪軒照 壱敬切研 是廃 依級戚 唖走拭 穿督

鞠壱 赤陥. 食奄辞澗 戚依聖 社鯵馬壱 粛陥. 

 

2. 仙析坪軒照 壱敬切研 企雌生稽 廃 紫噺差走辞搾什  

 

『仙嫌須厩昔 搭域』研 亜走壱 「廃厩, 繕識」厩旋切税 壱敬鉢晴聖 域

至馬檎 1984 鰍源拭 9.9%戚醸揮依戚 2003 鰍源拭澗 13.7%稽 装亜馬壱 赤

嬢 析沙拭辞澗 暗爽税 舌奄鉢拭 淫背辞 溌叔馬惟 壱敬鉢亜 鞠嬢亜壱 赤

澗依聖 硝呪赤陥. 食奄税 仙析坪軒照 壱敬切税 企陥呪亜 1 室稽 坪軒焼  

肯膳税 庚鉢人 燃柔聖 亜遭 持醗聖 馬壱 赤陥澗依聖 壱形馬檎 紫噺差走 

辞搾什拭 赤嬢辞亀 雁尻備 庚鉢旋生稽 析沙昔引澗 陥献 鎧遂税 辞搾什

亜 推姥吉陥.  

仙析坪軒照 壱敬切税 企採歳精 乞厩嬢亜 廃厩,繕識嬢戚陥. 企陥呪澗 

呪淑鰍拭 杏団 析沙拭辞 持醗馬壱 赤生糠稽 持醗拭 逸空馬走 省聖幻鏑

税 析沙嬢研 源拝呪 赤走幻 析沙嬢研 石壱 承呪蒸澗 紫寓精 旋走省陥. 

石壱 床澗依精 壕酔走省生檎 馬走公馬奄 凶庚戚陥.「是蝿」戚虞澗 越聖 

石走公馬壱 是蝿廃 舌社拭 亜獄携陥澗 井蝿聖 廃 紫寓精 焼原亀 旋走 

省聖依戚陥. 暁 仙析坪軒照 壱敬切亜 昔走装戚 鞠檎 蟹掻拭 柔究馬惟 

吉 析沙嬢研 籍嬢獄軒澗 井狽戚 赤陥. 析沙嬢研 紫遂馬走 公馬壱 廃厩,

繕識嬢研 紫遂馬奄凶庚拭 廃厩,繕識嬢研 戚背馬走 公馬澗 追什趨朕亜 

朕溝艦追戚芝税 庚薦拭 採禦帖惟鞠壱 箸精 壱敬切亜 切奄切重税 税紫亜 

雌企拭惟 穿背走走 省澗陥壱 賑径旋昔 楳是研 背獄鍵陥澗 源聖 級醸陥. 

汝去引 焦室什虞澗 淫繊拭辞 持唖背左檎 沙掘 辞搾什 薦因切人 楳舛戚 

搭蝕税 左装聖 背醤馬澗汽 差走辞搾什税 但姥去拭辞澗 神紫朝獣人 醤神

獣去 析採税 切帖端拭辞澗 搭蝕切研 層搾馬壱 赤走幻 企採歳税 井酔澗 

雌眼切人 戚遂切著戚 搭蝕聖 層搾馬澗 姥繕稽 鞠嬢 獄携陥. 

暁 析沙税 紫噺差走 辞搾什澗 析沙昔聖 是廃 辞搾什虞壱 源拝呪 赤陥. 

仙析坪軒照税 蝕紫, 庚鉢拭 政掘馬澗 雌伐聖 巷獣背人辞 仙析坪軒照, 



働備 ‘繕識’拭辞税 持醗井蝿聖 亜遭 壱敬切澗 析沙税 差走拭辞澗 鎧獄形

閃 尽陥.  

森研級檎 葛昔差走獣竺税 楳紫去聖 持唖背左檎 縦紫澗 「析沙」縦, 神

喰精 寡寡戚, 析沙肯推, 楳紫澗 備蟹原苧軒(食切焼戚税劾), 軒買柵軒澗 

曽戚羨奄研 廃 井酔拭 巷税縦掻拭 「戚遂切澗 析沙昔」戚虞澗 依戚 企穿

薦稽 鞠嬢 五敢亜 薦因鞠壱 赤陥. 戚依生稽澗 乞砧 陥献 庚鉢人 燃柔聖 

亜遭 仙析坪軒照 壱敬切亜 獣竺拭 脊社馬食亀 荘位走 省精依精 雁尻拝

依戚陥. 益掻拭 析沙昔 脊社切税 坪軒照拭税 託紺旋昔 情疑戚 赤陥檎 

希錐戚 暗宿走税 焦繕闇戚 吉陥.  

戚旭精 雌伐掻拭 仙析坪軒照税 差走辞搾什 戚遂晴精 析沙昔拭 搾背 

雌雁備 旋陥虞澗 繕紫衣引亜 蟹尽陥. 

 

仙析坪軒照 壱敬切税 肯膳旋昔 差走辞搾什税 薦因聖 是廃 置段税 紫

噺差走獣竺稽辞 1989鰍 11杉拭 層因廃 働紺丞硲葛昔幡 「壱狽税 増」聖 源

拝呪 赤陥. 汝持 廃厩拭辞 鯉匂因持据聖 錘慎馬食「壱焼」研 是背 賠重

旋生稽 醗疑背紳 壱狽税増 戚紫舌 星 奄松, 

益税 嬢袴艦亜 佐雌拭 刊頗聖凶 ‘酔五左獣亜 陥今魚戚 ’(五叔俗焼卓亜 

股壱粛陥)虞壱 源聖 害医牛戚 析沙拭 紫澗 仙析繕識昔税 葛昔級亀 古析

税 持醗掻拭 沿帖研 股聖呪 赤澗 葛昔幡聖 据馬壱 赤走省澗亜 虞壱馬食 

「壱狽税増」聖 幻級醸陥壱 廃陥.   

「壱狽税増」税 鯵竺戚板, 1997 鰍税 鯵硲左蝿因匂猿走税 鉦 10 鰍 亜鴛

惟, 1 室研 是廃 崇送績精 蒸醸陥. 戚 10 鰍娃聖 走庚暗採錘疑引 走号因

巷据税 厩旋繕鉦旦鳶錘疑, 走号凧舛映錘疑引 雌臓鞠澗 肯膳託紺戚虞澗 

燈戦獣肯錘疑, 益軒壱 醤娃掻俳嘘去税 縦切錘疑聖 搭馬食 1 室研 是廃 

紫噺差走醗疑税 奄鋼戚 幻級嬢遭 獣奄虞壱 源拝呪赤陥. 

希酔奄 鯵硲左蝿狛税 薦舛戚 仙析坪軒照 壱敬切研 是背 差走辞搾什 

幻級奄研 亜紗獣鍔陥壱 源拝呪 赤陥. 鯵硲左蝿狛 獣楳穿拭 走榎猿走税 

析沙昔聖 是廃 差走辞搾什澗 仙析坪軒照精 左蝿戟研 走災馬食亀 辞搾什

研 閤聖呪蒸澗 雌殿亜 吉陥壱 仙析坪軒照 2室級戚 是奄姶聖 宿馬惟 汗下

陥澗依引 食奄拭 鯵硲左蝿薦亀馬拭辞澗 NPO 税 昔舛聖 閤生檎 紫噺差走

紫穣拭 凧食拝呪 赤陥壱 馬食 紫穣聖 獣拙馬澗依戚 戚穿左陥亀 襲惟鞠

醸陥澗 析亀 赤嬢 仙析坪軒照 2 室亜 掻宿戚鞠嬢 肯膳失引 蝕紫失聖 社掻

備廃 切奄採眼税 差走辞搾什研 薦因拝形澗 獣亀亜 唖走拭 遁閃 蟹穐陥.  



弦精 獣亀澗 因旋昔 噺淫引 肯膳舘端税 走採去聖 柵形辞 廃含拭 廃腰 

箸精 爽拭 廃腰, 肯膳推軒人 傾滴傾戚芝聖 薦因馬澗 醗疑拭辞 獣拙鞠醸

陥. 森研級檎 1998 鰍 8 杉拭 神紫朝採醤神獣拭辞 鯵竺吉 「醤神 純左寓」

精 雁段 増噺社研 柵形辞 純汽戚辞搾什虞澗 徴・言紫走税 巷戟辞搾什, 

肯膳推軒税 繊宿辞搾什, 傾滴傾戚芝去生稽 馬欠研 左浬陥澗 醗疑拭辞 

窒降馬心走幻 妃縦税 舌社研 薦因馬壱 粛陥壱 肯亜研 柵形辞 左搭(爽 5

噺) 壱敬切亜 蒐呪赤澗 因娃引 爽稽 2 室 食失拭 企廃 肯膳旋昔 繊宿税 

辞搾什去聖 薦因馬惟 鞠醸陥. 

亜人紫徹獣拭辞澗 肯膳託紺聖 蒸蕉澗 醗疑照拭辞 亜人紫徹板傾焼戚淫

戚 神蚤鞠嬢 縦切俳厭戚 獣拙廃依戚 域奄亜 鞠嬢 仙析壱敬切 嘘嫌滴郡

「亀虞走噺」人 仙澱, 号庚鯵硲紫穣社「矧闘虞昔」戚 幻級嬢然陥. 戚人

旭戚 神紫朝税 「NPO 狛昔 仙析坪軒照 壱敬切走据湿斗 純左寓」亀 暁 肯

膳託紺旦鳶錘疑拭辞 獣拙鞠醸陥. 暁 疑神紫朝獣税 汽戚辞搾什「紫櫛号」

精 醤娃掻俳嘘研 噌穣廃 拝袴艦級税 壕崇舌 「酔軒辞雁」税 錘慎是据噺

亜 壱敬戚 吉 拝袴艦級税 醤娃醗疑(醤娃掻俳, 酔軒辞雁)拭辞 碍税 醗疑

生稽 郊荷奄是背 室頗生糠稽 醤娃掻俳税 拝袴艦級引税 幻害戚 域奄亜 

鞠醸陥. 

「NPO 狛昔 井亀 坪軒照持醗湿斗 拭欠鉢」澗 戚紫舌 舛費授松亜 壱敬戚 

吉 疑匂税 持醗引 映軒研 走徹澗 醗疑掻拭 1 室税 庚薦稽 採挙微依戚 域

奄亜 鞠嬢 繕識嬢亜 亜管廃 仙析坪軒照 葛昔拍遁研 丞失馬澗 昔仙整失

拭辞 獣拙鞠醸陥. 戚人旭精 崇送績精 焼戚走薄 蟹壱醤拭辞 「汽戚辞搾什

湿斗 妃縦」(2003 鰍 6 杉「NPO 狛昔 坪軒焼掛闘 焼戚走」昔舛)戚 鯵穣鞠

澗去, 唖走拭 穿督鞠醸陥. 唖唖 働事戚 赤走幻 因搭馬壱 赤澗依精 製縦, 

益軒壱 坪軒照戚 乞食 戚醤奄馬澗 舌社人 肯膳旋昔 且戚人 神喰税 薦因

戚虞壱 源拝呪 赤陥. 

戚君廃依引 陥献 斐硯生稽 仙析坪軒照税 税戟研 是背辞 幻級嬢遭 佐

据戚 鯵硲葛昔左闇獣竺聖 竺帖馬澗 崇送績税 析檎戚陥. 神紫朝戚庭葛姥

税 鯵硲葛昔左闇獣竺「馬乞艦因鉢」亀 据掘澗 仙析繕識昔税 税戟研 是背

辞 幻級嬢遭 因鉢佐据(税戟狛昔 亀政亜戚)亜 鯵竺廃 依戚陥. 

暁 唖走拭辞税 戚君廃 繕送聖 掛闘趨滴敗生稽潤 左陥疏精 持醗走据聖 

馬切壱 2004 鰍拭澗 「仙析坪軒照 壱敬切持醗走据 掛闘趨滴・馬蟹」(馬蟹 

掛闘趨滴)亜 衣失鞠醸陥. 

 



3.陥肯膳・戚庚鉢因持差走拭税 亜管失 

 

託紺閤壱 常笑閤精 雌伐紗拭辞 杷託紺切, 杷常笑切澗 鎧檎拭辞 朕陥

空 雌坦研 閤壱  園走人 覗虞戚球研 皐粧精 井酔亜 亜懐 赤醸陥. 仙析

坪軒照 壱敬切聖 是背辞 差走辞搾什研 戚遂馬壱 赤澗 1 室歳級聖 左檎 

辞搾什研 戚遂馬澗掻拭 切奄切重税 試聖 戚醤奄馬壱 走榎猿走 皐粧移紳 

園走研 達聖形壱 馬壱 赤陥. 希酔奄 戚君廃 戚醤奄研 級食層 鉦娃税 紫

寓戚 1 室拭惟辞 巷情亜研 壕随形壱 馬澗 引舛戚 左戚奄亀 廃陥. 暁 庚

切研 床壱 壕酔澗 引舛聖 搭馬食 仙析坪軒照 壱敬切税 鎧檎戚 燃採背閃

娃陥澗 引舛聖 亜懐 左奄亀 廃陥. 託紺拭辞 汝去生稽 常笑拭辞 背号生

稽 穿発背亜澗 覗稽室什亀 赤壱 肯膳旋・庚鉢旋税 酵纏雁廃 映軒人 園走

聖 達焼爽澗 差映税 引舛戚陥. 

戚人旭戚 仙析坪軒照 壱敬切研 是背辞 差走辞搾什税 叔探精 朕陥空 

失引研 臣軒壱 弦精 辞搾什税 穿督人 中叔戚 推諺吉陥. 益君蟹, 戚君廃 

辞搾什澗 仙舛雌税 庚薦亀 赤壱 仙析坪軒照税 陥呪暗爽馬澗員戚 焼艦檎 

叔薄馬奄亜 逸空馬奄 凶庚拭 乞砧税 仙析坪軒照 壱敬切亜 戚遂拝呪赤澗 

雌伐戚 焼艦虞澗 引薦亀 害焼赤陥. 

仙析坪軒照税 奄糎税 紫噺差走薦亀人 獣竺 辞搾什研 詞顕生稽辞 「析

沙昔」税 辞搾什研 「乞窮紫寓」税 辞搾什(厩肯差走拭辞 陥肯膳・陥庚鉢 

因持差走)稽 穿発 拝呪赤走 省聖猿. 奄糎税 厩肯差走旋 差走辞搾什研 

陥肯膳・陥庚鉢 因持差走拭 穿発背 亜澗析戚 推諺吉陥. 

益君奄 是背辞亀 弦精 舛奪衣舛税 引舛引 楳舛送据, 肯持是据拭税 仙

析坪軒照税 去遂引 析沙昔亀 匂敗廃 昔仙整失戚 獣厭馬走省生檎 照吉

陥. 

須厩昔 去系聖 馬壱 赤澗 須厩昔戚 鉦200幻誤(2004鰍源 薄仙) 析沙昔

税 狛懸肇掻拭 20.5 瞬拭 廃瞬戚 須厩昔引税 朝熱(2003 鰍) 1 鰍拭 析沙拭

辞 殿嬢蟹澗 焼戚級掻拭 34.5 誤拭 廃紫寓精 丞庁税 廃楕戚 須厩昔(2002

鰍). 蒋生稽 繊繊 弦精紫寓級戚 析沙拭辞 敗臆 詞惟鞠澗依戚 森雌吉陥. 

仙析坪軒照税 戚君廃 獣亀澗 蒋生稽 析沙税 紫噺差走・走蝕差走税 号狽

失聖 持唖馬澗汽 凧壱亜 吃依戚陥. 
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1．国民福祉の継続 

 

 当事国の国籍を持つ者や当事国の支配的な文化を背景に持つ人々を対象

とした社会福祉を、国民福祉と定義するとすれば、日本の現状は国民福祉

的状況を抜け出せていないといえるだろう。 

日本による｢朝鮮｣植民地支配期、「内鮮一体」の名の下に皇民化政策が押

し進められたことは周知の通りだが、社会事業もその一翼を担った。日本

の敗戦後、日本国内においては植民地支配の清算も不十分なまま、単一民

族意識や同化主義が温存され、さらに国籍による差別も加わった。ようや

く難民条約への加入により、1982 年に社会保障関係法の日本国籍を持つも

のに限るという「国籍条項」は基本的になくなったものの、依然として在

日コリアン高齢者や障碍人の中には、年金を受給できない制度的無年金者

が多数存在しているし、これに関する裁判も係争中である。また、生活保

護法の法文には「国籍条項」がないにもかかわらず、日本政府は、生活保

護の対象は日本国民であり、外国人については権利ではなく日本人に準じ

て保護をしているという解釈を現在も続けている。国際人権規約や難民条

約の内外人平等という理念からかけ離れた運用がなされたままになってい

る。本来、基本的人権は国籍にかかわらず全ての人びとが平等に保障され

るべきものであり、もし合理的な理由があったとしても慎重に制限される



べきものだと考えるが、日本では外国籍であることだけを根拠に権利の剥

奪が合理化されてしまう傾向が強いようだ。 

また、当然のごとく日本人（ここでは、日本の支配的文化を背景に持つ

人々を指すことにする）には行われている言語や文化の尊重が、在日コリ

アンを含む民族的・文化的少数者に対してはなされていない現状がある。

そのような中で、在日コリアン自身による在日コリアン高齢者のための取

り組みが各地に広がっている。ここでは、それを紹介したい。 

 

２．在日コリアン高齢者を対象とした社会福祉サービス 

 

 『在留外国人統計』をもとに「韓国、朝鮮」籍者の高齢化率を計算する

と、1984 年末に 9.9％であったのが 2003 年末には 13.7％に増加しており、

日本での居住の長期化につれて確実に高齢化が進んでいることがわかる。

これら在日コリアン高齢者の多くが一世で、コリア民族の文化や風習を色

濃く残した生活をしていることを考慮すると、社会福祉サービスにおいて

も、当然、文化的に日本人とは異なる内容のサービスが求められる。 

 在日コリアン高齢者の多くは母語が韓国、朝鮮語である。多くの人は、

数十年にわたり日本で生活しているので、生活に困らない程度の日本語が

話せるが、日本語の読み書きのできない人が少なくない。読み書きは学ば

ないと修得出来ないからだ。「危険」という字が読めなくて、危険な場所に

行ってしまったという経験をした人はおそらく少なくないだろう。また、

在日コリアン高齢者が認知症になると、後から習得した日本語から忘れて

いく傾向にある。日本語を使わないようになり、韓国、朝鮮語を使用する

ようになるため、韓国、朝鮮語を理解できないケアワーカーがコミュニケ

ーションの問題にぶつかったり、あるいは高齢者の方が自分自身の意思が

相手に伝わらないということで暴力的な行為をしてしまうという話を聞く。 

 平等やアクセスという観点から考えると、本来、サービス提供者や行政

が通訳の保証をすべきなのに、福祉サービスの窓口などでは、大阪市や八

尾市など一部の自治体では通訳者を準備しているものの、ほとんどの場合、

相談者や利用者の側が通訳者を準備する構図になってしまっている。 

 また、日本の社会福祉サービスは、日本人のためのサービスしか提供し

ていないといえるだろう。在日コリアンの歴史、文化に由来する状況を無

視してきたために、在日コリアン、特に｢朝鮮｣での生活経験を持つ高齢者



は、日本の福祉から置き去りにされてきた。 

 例えば、老人福祉施設の行事等を考えてみると、食事は「日本」食、娯

楽は生け花、日本民謡、行事はひなまつり、リハビリは折り紙といった具

合に、無意識のうちに「利用者は日本人」というのが大前提になったメニ

ューが提供されている。これでは、全く異なる文化や風習をもつ在日コリ

アン高齢者が施設に入所しても楽しくないのは当然だろう。その上、日本

人入所者のコリアンへの差別的な言動があると、さらに居心地の悪いもの

になる。 

 このような状況ゆえに在日コリアンの福祉サービス利用率は、日本人に

比べ非常に低かったという調査結果が出ている。 

 

 在日コリアン高齢者の民族的な福祉サービスの提供を目指した最初の社

会福祉施設として 1989 年 11 月に竣工した特別養護老人ホーム「故郷の家」

をあげることができる。永年韓国で木浦共生園を運営され「孤児」のため

に献身的に活動されてきました故郷の家の理事長尹基氏のお母さんは日本

人なのだが、理事長のお母さんが病床にあったとき、「梅干が食べたい」と

つぶやいたように、日本に住む在日コリアンのお年寄りも毎日の生活の中

でキムチの食べられる老人ホームを求めているのではないかと「故郷の家」

をスタートさせたという。 

 「故郷の家」の開設以降、1997 年の介護保険法公布までの約 10 年近く、

一世のための福祉活動として際立った動きはなかった。この 10 年間を、指

紋押捺拒否運動や地方公務員の国籍条項撤廃運動、地方参政権運動に象徴

されるような民族差別と闘う市民運動、そして夜間中学校などの識字運動

を通じて、一世のための社会福祉活動をになう基盤が作られてきた時期と

位置づけることができるだろう。 

 さらに、介護保険法の制定が在日コリアン高齢者のための福祉サービス

作りを加速させたといえよう。介護保険法施行を前に、これまでのような

日本人のための福祉サービスでは、在日コリアンは保険料を支払ってもサ

ービスを受けられない事態になりかねないと在日コリアン二世たちが危機

感を募らせていったことと，それに加え、介護保険制度下では NPO の認証

を受ければ社会福祉事業に参入できるというように事業を始めるのが以前

よりも容易になったこともあり、在日コリアン二世が中心になり、民族性

や歴史性を大切にした自前の福祉サービスを提供しようという試みが各地



で広がった。 

 多くの試みは公的な会館や民族団体の支部などを借りて、月１回か週１

回、民族料理やレクリエーションを提供する活動から始められた。例えば、

1998 年 8 月に大阪府八尾市で開設された「八尾サンポラム」は、当初、集

会所を借りてサンデーサービスという、鍼・灸・マッサージの無料サービ

ス、民族料理の昼食サービス、レクリエーション等で一日を過ごしてもら

うという活動から出発したが、常設のいこいの場を提供したいと民家を借

りて常時（週５回）高齢者が憩える空間と、主に二世の女性による民族的

な昼食のサービスなどを提供するようになった。 

 川崎市では、民族差別をなくす活動の中から、川崎ふれあい館がオープ

ンし、識字学級が始められたことがきっかけになり在日高齢者交流クラブ

「トラヂの会」や居宅、訪問介護事業所「ほっとライン」が作られた。同

様に、大阪の「NPO 法人在日コリアン高齢者支援センター サンボラム」も

また長年の民族差別撤廃運動の中から始まった。また、東大阪市のデイサ

ービス「さらんばん」は、夜間中学校を卒業したハルモニたちの学びの場

「ウリソダン」の運営委員会が高齢になられたハルモニたちの夜の活動（夜

間中学、ウリソダン）から昼の活動に繋げようと立ち上げたもので、夜間

中学のハルモニたちとの出会いがきっかけになっている。 

 「NPO 法人京都コリアン生活センター エルファ」は、理事長の鄭禧淳氏

が長年にわたる同胞の生活と権利を守る活動の中で、一世の問題に出会っ

たのがきっかけとなり、朝鮮語のできる在日コリアンホームヘルパーを養

成する人材育成から始まった。このような動きは、愛知県名古屋市で、「デ

イサービスセンターいこい」（2003 年６月「NPO 法人コリアンネットあいち」

認証）が開業されるなど、各地に広がりをみせている。それぞれに特色は

あるが、共通しているのは、食べ物、そして、コリアンが集まり、語らえ

る場と、民族的な遊びや娯楽の提供だといえる。 

 これらとは異なる流れとして、在日朝鮮人の医療のために作られた病院

が介護老人保健施設を設置する動きも一方である。大阪市生野区の介護老

人保健施設「ハーモニー共和」も元々は在日朝鮮人の医療のために作られ

た共和病院（医療法人同友会）が開設したものである。 

 また、各地でのこのような取り組みをネットワークすることによって、

より良い生活支援をしようと、2004 年には、「在日コリアン高齢者生活支

援ネットワーク・ハナ」（略称、ハナネットワーク）が結成された。 



３．多民族・多文化共生福祉への可能性 

 

 差別され、抑圧された状況の中で、被差別者、被抑圧者は内面に大きな

傷を負っていたり、誇りやプライドを奪われたりといったことがしばしば

ある。在日コリアン高齢者のための福祉サービスを利用している一世の

方々を見ていると、サービスを利用する中で、自分自身の生い立ちを語り

始め、その語りを通して今まで奪われてきた誇りを取り返していったりし

ている。さらに、その語りを聞いた若者が、一世から何かを学び取ってい

くというプロセスが見られるということもある。また、文字を書く、学ぶ

というプロセスを通して、在日コリアン高齢者の内面が豊かになっていく

というプロセスを垣間見ることもある。差別から平等へ、抑圧から解放へ

と転換していくプロセスでもあり、民族的・文化的少数者の奪われた権利

や誇りを取り返していく復権のプロセスでもある。 

 このように在日コリアン高齢者のための福祉サービスの実践は大きな成

果を上げており、さらなるサービスの広がりと充実が望まれる。しかし、

これらのサービスは財政上の問題もあり、在日コリアンの多数居住する所

でないと実現するのが困難なために、全ての在日コリアン高齢者が利用で

きる状況ではないという課題も残されている。 

 在日コリアンの取り組みを既存の社会福祉制度や施設、サービスに生か

すことによって、「日本人」のサービスを「すべての人」のサービス（国民

福祉から多民族・多文化共生福祉）に転換できるのではないだろうか。既

存の国民福祉的福祉サービスを多民族・多文化共生福祉に転換していくこ

とが望まれる。そのためにもさまざまな政策決定のプロセスや行政職員、

民生委員への在日コリアンの登用と、日本人も含めた人材育成が急がれな

ければならないだろう。 

 外国人登録をしている外国人が約 200 万人（2004 年末現在）、日本人の法

律婚のうち 20.5 組に１組が外国人とのカップル（2003 年）、１年に日本で

生まれる子どものうち34.5人に１人は両親か一方の親が外国人（2002年）。

今後、ますます多様な人々が日本で共に暮らすことになることが予想され

る。在日コリアンの試みは今後の日本の社会福祉・地域福祉の方向性を考

える参考になるだろう。 
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