薦 5 噺“廃析 原製税 嘘嫌”宿匂走崇
第５回「日韓こころの交流」シンポジウム

獣肯税 毘戚 紫噺研 痕鉢獣轍陥
- 獣肯爽亀莫 走蝕差走研 是廃 紫噺差走紫税 蝕拝 -

市民の力が社会を変える
－ 市民主導型地域福祉のためのソーシャルワーカーの役割 －

日時：2007 年 12 月 7 日(金)13：30～20：00
舌社：廃厩 廃害送穣穿庚俳嘘
場所：韓国 漢南職業専門学校
主催：仙舘狛昔政艦婚仙舘
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主管：廃厩 紫噺差走狛昔 因持差走仙舘
析沙 紫噺差走狛昔 原製税 亜膳

韓国 社会福祉法人共生福祉財団
日本 社会福祉法人こころの家族
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覗 稽 益 轡
13：00－13：30

凧亜切去系

13：30－14：00

鯵 噺 縦

舌社：廃害送穣穿庚俳嘘

鯵噺紫
星

奄 紫噺差走狛昔 因持差走仙舘 誤森噺舌
析沙 紫噺差走狛昔 原製税 亜膳 戚紫舌

爽置切昔紫
戚塘 戚紫神 仙舘狛昔 政艦豪仙舘 戚紫舌
逐紫
舛 鉢 据 厩噺税据
沿 究 鍵 廃厩紫噺差走漠税噺 噺舌
原床戚 戚綜備坪 穿 析沙 嘘塘獣 採獣舌

14：00－15：50

宿匂走崇
奄繕悪尻
“獣肯爽亀莫 走蝕差走研 是廃 紫噺差走紫税 蝕拝”
廃厩 : 葛 雌 掩 廃厩 左闇差走採 厩肯鰍榎 舛奪淫
析沙 : 什耕展艦 獣惟欠 穿 析沙 発井失 紫巷託淫／仙舘狛昔 妃亜談漠噺 戚紫舌

15：50－18：00

鳶確巨什朕芝
“獣肯爽亀莫 走蝕差走”
析沙 : 人陥 亀獣焼徹 析沙 欠砺欠俳据企俳 嘘呪
廃厩 : 戚 慎 旦 廃厩紫噺差走俳噺 噺舌
“走蝕差走人 陥庚鉢”
廃厩 : 丞 秦 井 戚鉢食切企俳嘘 紫噺差走穿庚企俳据 据舌
析沙 : 沿 慎 切 析沙 獣坪庭俳据企俳 嘘呪
“走蝕差走人 呪降左蝿”
析沙 : 醤原陥 備稽獣 析沙 嘘塘獣葛昔差走獣竺漠税噺 噺舌
廃厩 : 照 狽 顕 廃厩追嬢差走漠噺 噺舌

プ ロ グ ラ ム
13：00－13：30

参加者登録

13：30－14：00

開 会 式

場所：漢南職業専門学校(韓国ソウル)

開会辞
尹

基 社会福祉法人 こころの家族 理事長
韓国 社会福祉法人 共生福祉財団 名誉会長

主催者挨拶
伊藤

勲 財団法人ユニベール財団 理事長

祝辞
チョン ファ ウォン

鄭 和 元

韓国 国会議員

キム ドゥン リン

金 得 麟 韓国社会福祉協議会 会長

松井 珍男子 韓国社会福祉協議会 会長

14：00－15：50

シンポジウム
基調講演
「市民主導型地域福祉のための社会福祉士の役割」
ノ

キル

サン

韓国：盧 吉 相 韓国 保健福祉部 国民年金 政策官
日本：炭谷

15：50－18：00

茂 前 日本 環境省事務次官／財団法人 休暇村協会 理事長

パネルデスカッション
「市民主導型地域福祉」
日本：和田 敏明 ルーテル学院大学 教授
イ

ヨン

チョル

韓国：李 英 哲 韓国社会福祉学会 会長

「地域福祉と多文化」
ヤン

オク

キョン

韓国：梁 玉 京 梨花女子大学校 社会福祉専門大学院 院長
キン

ヨン

ジャ

日本：金 永 子 四国学院大学 教授

「地域福祉と介護保険」
日本：山田 尋志 京都市老人福祉施設協議会 会長
アン

ヒャン リム

韓国：安 香 林 韓国ケア福祉協会 会長

覗稽琶
失

誤：葛 掩 雌 (卞 冦 灑)

薄

送：廃厩 左闇差走採 厩肯鰍榎 舛奪淫

俳径井径：採至企 紫噺差走俳引 (俳紫 汐紫)
慎厩 崎軒什島企俳 (MSc.Ph.D)

失

誤：什耕展艦 獣惟欠 (炭谷 茂)

薄

送：仙舘狛昔 妃亜談漠税 戚紫舌／穿 発井失 紫巷託淫

俳径井径：亀底企俳狛俳採 板持失 자치성 총무청 후생성사회・
원호국장 환경성관방장 지구환경국장
煽辞尻姥：”나의 인권행정론””고령자간호학””환경복지학의 이론
과 실전””소셜인클루션과 사회기업” 須 陥呪
失

誤：人陥 亀獣焼徹 (和田 敏明)

薄

送：欠砺欠俳据企俳 嘘呪/企俳据 曽杯昔娃引俳引 爽績

俳径井径：析沙紫噺紫穣企俳嘘 穿厩紫噺差走漠税噺 紫噺差走尻姥
舛左湿斗社舌 紫巷厩舌
煽辞尻姥：”仙澱走据税 奄狛””切据裟紫重室奄””走蝕差走経”
須 陥呪
失

誤：戚 慎 旦 (李 英 哲)

薄

送：廃厩紫噺差走俳噺 噺舌 韻爽企俳嘘 嘘呪

俳径井径：掻肖企俳嘘企俳据 井薦俳酵紫 廃厩紫噺差走紫漠噺 戚
紫 廃厩慎政焼俳噺 戚紫 廃厩切据裟紫俳噺 戚紫
煽辞尻姥：”紫噺差走薄舌叔柔””紫噺差走俳””紫噺差走楳舛経”
”走蝕紫噺差走叔探経””走蝕紫噺差走経”須 陥呪

覗稽琶
失

誤：丞 秦 井 (梁 玉 京)

薄

送：戚鉢食切企俳嘘 紫噺差走穿庚企俳据 据舌

俳径井径：Ph. D. Univ. of Wisconsin-Madison(紫噺差走俳)
MSSW, Univ. of Wisconsin-Madison(紫噺紫穣俳)
煽辞尻姥：”走蝕紫噺舛重闇悪””因掻舛重左闇聖 是廃 走蝕紫
噺舛重闇悪 乞莫鯵降 尻姥”須 陥呪
失

誤：沿 慎 切 (金 永 子)

薄

送：獣坪庭俳据企俳 紫噺差走俳採 紫噺差走俳引 嘘呪

俳径井径：神紫朝獣験企俳 持醗引俳採 紫噺差走俳引 神紫朝獣験
企俳企俳据 持醗引俳尻姥引 酵紫引舛穿奄
煽辞尻姥：”廃厩税 紫噺差走””仙析須厩昔拭 淫廃 持醗左硲税 護
亜走 庚薦繊””疑匂壱敬切人 鯵硲左蝿”須 陥呪
失

誤：醤原陥 備稽獣 (山田 尋志)

薄

送：嘘塘獣葛昔差走獣竺漠税噺 噺舌

俳径井径：紫噺差走狛昔闇韻据 雌巷戚紫 壱敬切差走曽杯獣竺
乞乞醤原据舌 延徹葛昔差走獣竺漠税噺採噺舌
煽辞尻姥：”呪降左蝿獣竺税 井慎穿繰””戚遂切税 持醗聖 走妬馬
澗 政間闘 追嬢”
失

誤：照 狽 顕 (安 香 林)

薄

送：廃厩追嬢差走漠噺 噺舌 呪据食切企俳 嘘呪

俳径井径：戚鉢食切企俳嘘企俳据 紫噺紫穣引(汐紫) 企姥企俳嘘企
俳据 紫噺差走俳引(旦俳酵紫)
煽辞尻姥：”追嬢 覗沓 拙失聖 是廃 Komi 鱈闘醗遂失 尻姥””亜膳税
舛辞旋 社据敗(Emotional distance)拭 淫廃 壱茸 ”須

プロフィール
姓

名：盧 吉 相（ノ・キルサン）

現

職：韓国 保険福祉部 国民年金 政策官

学歴経歴：韓国 釜山大学社会福祉学科(学士 修士)
英国 ブリストル大学 (MSc.Ph.D)

姓

名：炭谷 茂（すみたに・しげる）

現

職：財団法人 休暇村協会理事長／前 環境省事務次官

学歴経歴：東京大学法学部 厚生省 自治省 総務庁 厚生省社会・援
護局長 環境省官房長 地球環境局長
著書研究：｢私の人権行政論｣｢高齢者看護学｣｢環境福祉学の理論と実
践｣｢ソーシャルインクルージョンと社会企業｣｣他多数
姓

名：和田 敏明（わだ・としあき）

現

職：ルーテル学院大学 教授／大学院 総合人間科学科主任

学歴経歴：日本社会事業大学 全国社会福祉協議会 社会福祉研究
情報センター所長 事務局長
著書研究：｢在宅支援の技法｣｢ボランティア新世紀｣｢地域福祉論｣
他多数
姓

名：李 英 哲（イ・ヨンチョル）

現

職：韓国社会福祉学会会長 光州大学校教授

学歴経歴：韓国 中央大学校大学院経済学博士 韓国社会福祉士協会
理事 韓国幼児学会理事 韓国ボランティア学会理事
著書研究：｢社会福祉現場実習｣｢社会福祉学｣｢社会福祉行政論｣｢地域
社会福祉実践論｣｢地域社会福祉論｣ 他多数

プロフィール
姓

名：`梁 玉 京（ヤン・オッキョン）

現

職：梨花女子大学校 社会福祉専門大学院 院長

学歴経歴：Ph. D. Univ. of Wisconsin-Madison（社会福祉学）
MSSW, Univ. of Wisconsin-Madison(社会事業学)
著書研究：｢地域社会精神健康｣｢公衆精神保健のための地域社会
精神健康模型開発研究」｣他多数
姓

名：金 永 子（キム・ヨンジャ）

現

職：四国学院大学 社会福祉学部 社会福祉学科 教授

学歴経歴：大阪市立大学生活科学部社会福祉学科 同大学大学院生
活科学研究科前期博士課程修了
著書研究：｢韓国の社会福祉｣｢在日外国人に関する生活保護のいくつ
かの問題について｣｢同胞高齢者と介護保険｣他多数
姓

名：山田 尋志（やまだ・ひろし）

現

職：京都市老人福祉施設協議会会長

学歴経歴：社会福祉法人健光園常務理事 高齢者福祉総合施設もも
やま園長 近畿老人福祉施設協議会副会長
著書研究：｢介護保険施設の経営戦略｣｢利用者の生活を支えるユニッ
トケア｣他
姓

名：安 香 林（アン・ヒャンリム）

現

職：韓国ケア福祉協会 会長 水原女子大学 教授

学歴経歴：梨花女子大学校大学院社会事業科(修士) 大邱大学校大
学院社会福祉学科(哲学博士)
著書研究：｢ケアプラン作成のための Komi チャート活用性研究｣｢家
族の情緒的疎遠(Emotional distance)に関する考察｣他

白色

裏面

《昔 紫 源》
《ごあいさつ》

戚塘 戚紫神
伊藤 勲
仙舘狛昔 政艦婚仙舘 戚紫舌
財団法人 ユニベール財団 理事長

緑色

中扉

昔紫源

戚塘 戚紫神
仙舘狛昔 政艦婚仙舘
戚紫舌
薦 5 噺 廃析 原製税 嘘嫌 宿匂走崇税 鯵置拭 漠径背 爽重 唖 舘端 食君歳級税
凧食研 遭宿生稽 姶紫球験艦陥.
悦鰍, 析沙精 戚殿軒研 角嬢辞, 室域薦析税 舌呪厩亜稽 鞠醸柔艦陥. 2005鰍拭
恥昔姥亜 姶社馬檎辞, 尻榎 去 紫噺左舌薦亀蟹 井薦失舌拭亀 慎狽聖 耕徴生稽潤,
轄税研 災君析生徹壱 赤柔艦陥. 鋼檎, 廃厩拭辞澗 壱敬鉢 搾晴戚 9%研 角沿 獣繊戚
走幻, 析沙聖 管亜馬澗 伸奄稽 壱敬鉢亜 遭楳鞠壱 赤柔艦陥.
戚君廃 煽窒至壱敬鉢薄雌精 戚耕 析沙, 廃厩幻税 庚薦澗 焼鑑艦陥. 益幻鏑 室雌
税 乞窮 紫寓級戚 照宿拝 呪 赤澗 舌呪紫噺研 奄陥軒悟 郊虞壱 赤柔艦陥. 薄仙, 唖
厩税 淫恵俳噺, 乞窮 舘端去精 廃 歳 廃 歳税 壱敬切亜 切験引 糎畳聖 亜走壱 照宿
馬悟 持醗拝 呪 赤亀系 古析 叔穿?尻姥醗疑拭 績馬悟 遭走馬惟 葛径聖 奄随戚壱 赤
柔艦陥.
廃析 丞厩精, 蒋生稽 採舛拝 呪 蒸戚 室域税 舌呪厩税 悼 君格(top runner)稽潤
税 蝕拝戚 爽鯉, 奄企吃 依脊艦陥. 酔軒澗 “紫寓級戚 照宿馬悟 詞 呪 赤澗 紫噺税
叔薄”聖 因搭引薦稽辞 段繊聖 説壱, 疑焼獣焼走蝕税 雌硲走据?漠径税 獣什奴聖 姥
逐馬食 蟹亜走 省生檎 照桔艦陥.
希災嬢 煽窒至壱敬鉢?昔姥姶社澗 陥庚鉢因持獣企研 限戚拝 依戚虞壱 持唖桔艦陥.
益君檎 厩薦旋昔 獣醤亀 走蝕差走税 庚薦研 背衣拝 呪 赤澗 社屡趨朕税 蝕拝戚 推
姥鞠嬢 走走 省畏柔艦猿?

戚君廃 獣繊拭辞, 戚腰 宿匂走崇拭辞澗 “獣肯税 毘戚 紫噺研 痕鉢 獣轍陥~獣肯爽
亀莫税 走蝕差走研 是廃 社屡趨朕税 蝕拝”戚虞澗 砺原研 識舛馬心柔艦陥.
廃析丞厩税 因搭旋 淫宿紫稽辞, 淫?俳?肯税 脊舌拭辞 降妊?塘税馬壱, 耕掘税 郊寓
送廃 乞季税 薦獣研 奄企杯艦陥.
戚腰 薦5噺 “廃析 原製税 嘘嫌” 宿匂走崇 鯵置研 搭背, 廃厩 析沙拭 原競背醤
拝 壱敬切差走拭 企廃 戚背人 淫宿戚 燕嬢走壱, 燃採廃 舌呪紫噺研 狽廃 企坦拭 繕
榎戚虞亀 亀崇戚 我_幻ٛ?疏畏柔艦陥. 蒋生稽亀 宿匂走崇 鯵置拭 雁仙舘税 醗疑拭
戚背人 漠径聖 採店球験艦陥.

ごあいさつ

伊藤 勲
財団法人 ユニベール財団
理事長
第 5 回“韓日こころの交流”シンポジウムの開催にあたり、ご協力くださいました
各団体ならびにご来場くださいました皆様に深く感謝申し上げます。
近年、日本はイタリアを抜いて世界一の長寿国となりましたが、2005 年を境に総人
口が減少に転じ、年金など社会保障制度や経済成長にも影響を与えるだけに、論議を
呼んでいます。一方、韓国では高齢化率は 9％を超えたところですが、日本を凌ぐ勢
いで高齢化が進んでおります。
こうした少子高齢化現象はもはや日本、韓国だけの問題ではありません。それだけ
に世界中の誰もが、安心できる長寿社会を待ち望んでいるのです。今、各国の関係学
会、
諸団体等は、
一人ひとりの高齢者が自立と尊厳をもって安心して生活できるよう、
日々実践・研究活動に取り組み、真摯な努力を傾注しておられます。
韓日両国は、今後、否応なく世界の長寿国のトップランナーとしての役割が注目、
期待されるでしょう。私たちは“人々が安心して暮らせる社会の実現”を共通課題と
して捉え、東アジア地域の相互支援・協力のシステムを構築していかなくてはなりま
せん。
さらに、少子高齢化・人口減少は、多文化共生時代をも迎えていくと考えられます。
そこには、国際的な視野からも地域福祉の問題を解決できるソーシャルワーカーの役
割が要求されるようになっていくのではないでしょうか。
このような観点から、今回のシンポジウムでは「市民の力が社会を変える～市民主

導型の地域福祉のためのソーシャルワーカーの役割」というテーマを選びました。
韓日両国の共通的関心事として、官･学･民の立場から発表･討議し、未来の望ましい
モデルの提示を期待するものでございます。
この度の第 5 回“韓日こころの交流”シンポジウム開催によって、韓日の高齢者福
祉の在り方に対する理解と関心が深まり、豊かな長寿社会に向ける取り組みの一助に
なれば幸いです。今後ともシンポジウム開催ならびに当財団の活動にご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

《逐 紫》
《祝 辞》

舛 鉢据
鄭 和元
厩噺税据
韓国 国会議員

緑色

中扉

逐

紫

舛 鉢据
厩噺税据
左闇差走是据噺・森至衣至働紺是据噺
胡煽 薦5噺 廃析 原製税 嘘嫌 宿匂走畳聖 鯵置馬惟 吉 依聖 遭宿生稽 逐馬球験艦
陥.
燕嬢亜澗 亜聖税 魁切喰拭辞 戚係惟 嬢形錘 切軒研 原恵馬重 因持差走仙舘 戚紫
舌還引 績送据 食君歳級税 葛壱拭 姶紫球軒悟 廃析 丞厩税 神潅税 幻害戚 笛 失引
亜 赤聖 依生稽 奄企杯艦陥.
廃厩拭辞 走号切帖薦亀亜 獣楳吉 走 12鰍戚 鞠嬢 益疑照 紫噺差走楳舛税 掻宿戚
掻肖拭辞 走号生稽 薪移閃 尽柔艦陥. 益君蟹 奄層亀 据帳亀 蒸澗 走号 戚丞 紫穣精
呪弦精 庚薦繊聖 葛窒馬壱 赤澗汽, 走号戚丞紫穣引 厩壱左繕紫穣拭 企廃 歳嫌奄層
税 災歳誤失, 走号切帖舘端舌級税 識暗遂生稽 穿喰廃 紫噺差走紫穣 去戚 益 企妊旋
昔 依戚壱, 暁廃 呪駁切拭惟 叔霜旋生稽 差走辞搾什亜 戚欠嬢然澗走 繕託 硝 呪 蒸
澗 井酔亀 弦柔艦陥.
惟陥亜 酔軒蟹虞澗 厭紗馬惟 装亜廃 須厩昔 100幻誤 獣企研 限戚馬食 陥庚鉢 因
持獣企拭 送檎馬食 厩薦旋 獣醤拭辞 紫噺庚薦研 背衣拝 呪 赤澗 紫噺差走紫税 蝕拝
戚 希錐 悪繕鞠壱 赤生蟹 薄仙 雌伐生稽澗 紫噺差走辞搾什税 舛端失原煽 是殿稽錘
雌伐脊艦陥.
舛採税 走号戚丞紫穣税 採雁敗聖 沙 税据 暁廃 厩舛姶紫 貢 唖曽 因短噺 貢 娃眼

噺 去拭辞 呪託景 情厭馬心柔艦陥. 蒋生稽亀 層搾 照 吉 走号戚丞紫穣税 発据聖 是
背 走紗旋昔 葛径聖 陥 拝 依脊艦陥.
神潅税 戚 切軒亜 廃析 丞厩税 因搭旋昔 淫宿紫稽潤 焼巷舵系 俳域人 叔探薄舌
益軒壱 舛採 去 唖 歳醤税 乞窮 雁紫切級戚 旋駅 凧食馬食 税胃聖 鯵遭拝 呪 赤澗
伸鍵 宿匂走畳税 遭檎鯉聖 左食爽獣掩 郊虞悟, 陥丞廃 凧食切級税 賑 覚精 塘経聖
搭背辞 歯稽錘 走狽繊聖 薦獣拝 呪 赤奄研 郊遇艦陥.
姶紫杯艦陥.

祝

辞

鄭 和元
韓国 国会議員
保健福祉委員会・予算決算特別委員会
まず始めに、第 5 回 日韓こころの交流シンポジウムの開催を、心からお祝い申し
上げます。
晩秋の中、このような貴重な場を作って下さった共生福祉財団理事長様をはじめ、
職員皆様の労苦に感謝し、
韓日両国の出会いが大きな成果を上げることを期待します。
わが国の地方自治制度が施行されて 12 年、今までの社会福祉行政の中心が中央か
ら地方に移されてきました。しかし、基準も原則もない地方移譲事業は数多くの問題
点を露出しております。地方移譲事業と国庫補助事業に対する分類基準の不分明性、
地方自治団体長の選挙用に転落した社会福祉事業などがその代表的なことであり、ま
た受益者に実質的に福祉サービスが形成されているのかさえわからない場合もありま
す。
又、韓国は急増する外国人 100 万人時代を迎え、多文化共生時代に直面し国際的視
野から社会問題を解決する社会福祉士（ソーシャルワーカー）の役割がより強調され
ているにもかかわらず、現在の状況では社会福祉サービス本来の役割すらもあやうい
状況です。
政府の地方移譲事業の不当を本議員も国政監査、各種公聴会及び懇談会などで再三
言及しました。今後とも準備されてない地方移譲事業の還元のために、持続的に努力

してまいります。
本日のこの席が韓日両国の共通的関心事として、
学会と実践現場、
そして政府など、
各分野の全ての当事者が積極的に参加し、意見を述べることができる開かれたシンポ
ジウムの真髄が見られ、また、多様な参加者の幅広い討論を通じて、新しい展望が提
示できるように望みます。
ありがとうございます。

《逐 紫》
《祝 辞》

沿 究鍵
金 得麟
廃厩紫噺差走漠税噺 噺舌
韓国社会福祉協議会 会長

緑色

中扉

逐

紫

沿 究鍵
廃厩紫噺差走漠税噺
噺舌
糎井馬澗 戚塘 戚紫神 政艦婚仙舘 戚紫舌還, 神馬獣 意紫荷 析沙 紫噺差走嘘整俳
嘘尻戸 噺舌還, 星奄 原製税 亜膳 戚紫舌還, 沿失戚 戚鉢食切企俳嘘 嘘呪還, 鎧須
瑛朔引 紫噺差走昔 食君歳!
薦5噺 廃幅析 原製税 嘘嫌 宿匂走畳戚 失企馬惟 鯵置喫聖 遭宿生稽 逐馬杯艦陥.
益軒壱 廃幅析 丞厩 娃税 酔硲 装遭引 紫噺差走降穿聖 是背 賠重幅裟紫馬壱 域獣澗
食君歳臆 燕精 糎井引 姶紫研 球験艦陥.
酔軒 企廃肯厩引 析沙精 益 疑照 厩肯 乞砧亜 敗臆 葛径廃 衣引 室域旋生稽 設紫
澗 蟹虞亜 鞠醸柔艦陥.
益君蟹 21室奄拭 級嬢辞辞 弦精 厩鎧須旋 亀穿拭 送檎馬壱 赤柔艦陥.
走号切帖薦亀亜 失寿喫拭 魚虞 爽肯級税 差走拭 企廃 奄企亜 厭維備 装亜馬壱 赤生
悟, 乞窮 肯膳戚 馬蟹税 巷企 是拭辞 詞焼亜澗 走姥談獣企研 限焼 厩亜 娃税 昔姥
戚疑戚 穿粕 戚雌什郡惟 汗恩走走 省澗 紫噺亜 鞠醸柔艦陥.暁廃 煽窒至引 壱敬鉢亜
厩亜持糎税 庚薦稽 企砧鞠壱 赤柔艦陥.
戚人 旭精 凶拭 走蝕差走, 陥庚鉢, 葛昔推丞左蝿 去 廃幅析 丞厩戚 雁檎廃 因搭
引薦研 亜走壱 宿匂走畳聖 握澗 依精 凧生稽 倶赤壱 葵遭 析戚虞壱 持唖杯艦陥.
設 焼獣陥獣杷 神潅劾税 厩薦紫噺澗 伸鍵獣企, 室域鉢獣企脊艦陥.
舛採亜 乞窮 依聖 爽亀馬澗 獣企澗 走蟹穐生悟, 舛採人 走蝕爽肯戚 敗臆 紫噺差走
税 爽端稽 蟹辞醤 杯艦陥.

焼随君 昔嫌税 持糎引 腰慎聖 是背 厩亜 娃税 漠径戚 装遭鞠嬢醤 杯艦陥.
働備 廃幅析 丞厩精 走舛俳旋 繕闇引 紫噺庚鉢旋 食闇戚 政紫馬糠稽 希希錐 毘聖
杯団 室域税 掻宿厩亜亜 鞠嬢醤 杯艦陥.
焼巷舵系 神潅 戚 宿匂走畳聖 搭背 廃幅析 丞厩戚 因糎因慎馬澗 耕掘研 鯵担背蟹
哀 呪 赤澗 燃失廃 衣叔聖 暗砧奄研 郊遇艦陥.
魁生稽 戚腰 楳紫研 是背 弦精 獣娃引 葛径聖 奄随形爽重 淫域切 食君歳臆 陥獣
廃 腰 燕精 姶紫研 球軒悟, 食君歳 乞砧拭惟 闇悪引 楳差戚 中幻馬奄研 奄据杯艦
陥.
姶紫杯艦陥.

祝

辞

金 得麟
韓国社会福祉協議会
会長
尊敬するユニベール財団の伊藤勲理事長様、日本社会福祉教育学校連盟会の大橋謙
策会長様、こころの家族の尹基理事長様、梨花女子大学校の金聖二教授様、来賓と社
会福祉関係の皆様、第 5 回日韓こころの交流シンポジウムが盛大に開催されることを
心からお祝い申し上げます。
また日韓両国間の友好増進と社会福祉発展のために献身的に尽力されておられる皆
様に尊敬と感謝を表します。
大韓民国と日本は近年、国民が努力した結果、世界的に豊かな国になりました。
しかし、21 世紀に入り、多くの国内外的な課題にも直面しております。地方自治制度
が成熟するにつれ、住民の福祉に対する期待が急増し、すべての民族が一つの舞台上
で生きるグロ－バル時代を迎え、国家間の人口移動が自然に感じられる時代になりま
した。また、少子高齢化が国家存亡の問題として浮上しております。
このような時期に地域福祉、多文化、老人療養保健等、日韓両国が当面する共通課
題でシンポジウムを開催することは、甚だ意義深いことであると思います。
周知のごとく、今日の国際社会は開かれた時代、世界的なグロ－バル化時代であり
ます。政府が全てを主導する時代は過ぎ、政府と地域住民が共に社会福祉の主体とし
て役割を果さなければなりません。
さらに、人類の生存と繁栄のため、国家間の協力が増進されなければなりません。
特に、日韓両国は地政学的条件と社会文化的与件が類似しており、より一層力を合わ

せて世界の中心的な国家になるべきと思います。
本日のシンポジウムを通じて、日韓両国が共存共栄する未来を開拓して行くことが
できるよう、その成果に期待申し上げます。
最後に、今回のシンポジウムのために多くの時間と努力を惜しまず、尽力された関
係者の皆様に深く感謝し、皆様のご健康とご繁栄をお祈り申し上げます。
ありがとうございました。

《奄繕悪尻》
《基調講演》

爽肯凧食莫 走蝕差走研 是廃
紫噺差走紫税 蝕拝
住民参加型地域福祉のための
社会福祉士の役割

葛 掩雌
盧 吉相
廃厩 左闇差走採 厩肯鰍榎 舛奪淫
韓国 保健福祉部 国民年金 政策官

緑色

中扉

주민참여형 지역복지를 위한
사회복지사의 역할

노 길 상
보건복지부 국민년금 정책관

1. 지역복지의 환경 변화와 사회복지사
○ 최근 지방자치 활성화와 참여정부의 지방분권 정책에 따른 중앙정부 권
한의 지방이양 등으로 지방의 자율성과 책임성이 강화되며, 민간부문의
복지참여가 확대되는 추세
-

또한 사회복지서비스의 수요에 부응하는 전달체계 확립과 주민복지 체감
도 향상을 위해서는 복지 추진단위가 시․도 또는 시․군․구의 지역단위인
것이 효과적이라는 연구결과

-

중앙정부의 기획에 따라 지방정부가 정책을 집행만 하던 형태에서 벗어
나 지역특성에 따라 복지수요를 전망하고 이에 따라 복지자원의 조달․관
리 및 사회복지 전달체계를 지역단위로 설계․추진할 필요성이 지속적으로
제시되고 있음

○ 사회복지 예산 팽창, 사회복지 관련 분야 확대, 사회복지 종사 인원 증가
등 사회복지 영역의 급격한 팽창. 급변하는 사회 속에서 사회복지와 사
회복지사에 대한 국민의 인식은 나날이 다양화․구체화되고 있음.

2. 주민참여형 지역복지의 전개
1) 지방분권에서의 지역복지

○ 사회복지 지방분권화의 의의
-

사회복지 지방분권화는 사회복지에 있어 ‘중앙정부에서 지역사회로 중심
축의 이동’을 의미. 중앙정부가 관장하는 법, 제도, 예산에 의해 복지정책
의 대부분이 결정되던 방식에서 지방자치단체와 시민사회 및 지역주민들
에 의해 정책 기획 및 집행이 이루어지는 단계로 진입

○ 중앙정부-지방자치단체-민간의 관계 변화
-

중앙정부 주도하에 지방정부가 단순한 집행 역할을 하던 상황에서 지방
정부 스스로 기획과 정책형성, 집행을 주체적으로 수행하는 상황으로 변
화.

-

지역사회라는 구체적인 생활공간을 중심으로 복지정책이 결정되는 추이
가 강해질수록 지역주민 및 시민사회복지단체의 구체적인 관심 및 참여
욕구가 제고됨으로써 일방적인 관주도의 정책구현방식은 거부되고 민-관
의 지배구조(governance)에 의한 정책결정과정이 주목됨

○ ‘지역사회’에 대한 새로운 발견
-

지금까지 사회복지에 있어 ‘지역사회’라는 단위는 명목적이며 형식적인
의미가 강했으나 복지부문의 지방분권이 진척됨에 따라 지역사회가 지역
복지발전의 실질적이며 능동적인 주체로 부각되기 시작하였음.

-

따라서 이러한 지역사회의 주체성을 살려나가는 데에 지역 주민과 사회
복지사의 역할이 적극 요구됨.

-

지역사회는 주민에게 실제적으로 서비스가 제공되는 공간

2) 지역사회에서의 주민참여
○ 주민참여형 지역복지의 의의
-

지역사회복지에서 주민참여란 지역이나 지방자치단체 수준에서 지역 주
민이 직․간접적으로 복지 정책의 기획, 형성, 집행 과정에 참여하여 주민
의 뜻을 반영시키는 것을 의미함.

-

주민참여는 주민들이 자기들의 일을 스스로의 책임 하에 처리한다는 민
주주의 사상과 지방분권 사상을 이념적 기반으로 함. 지역주민들이 자신
의 삶에 관련되는 중요한 결정과정에 자발적으로 참여함으로써 주민들의
삶의 질이 높아짐.

○ 주민참여의 특성

-

정책과정에 지역 주민이 직접적인 접근을 하여 영향을 주거나 관여하는
것.

-

기관의 동원이나 포섭 또는 기관에 대한 추종에 의하지 않고 자율적이고
자발적인 참여.

-

정책결정에 많은 영향을 주도록 하는 주민참여는 정책의 결정이 공동결
정이 되도록 하는 효과가 있음.

○ 주민참여의 종류
-

주민의 사회복지 활동에의 참여의 형태는 서비스 이용자로서의 참여, 서
비스 제공자로서의 참여, 후원자로서의 참여가 있음.

-

서비스 이용자로서의 참여는 지역사회복지기관의 서비스 계획과 운용 및
평가 과정에의 참여. 서비스 제공자로서의 참여는 토착적인 전문적 실천
가들의 활동을 보조하거나 단순 자원봉사자로서 활동. 후원자로서의 참여
는 서비스 제공에는 직접 참여하지 않지만 재정적인 지원을 통해서 참여.

3. 한국 지역사회복지의 발전과 현황
1) 한국 지역사회복지의 역사
○ 지역사회복지의 형성기 : 1950년대~1970년대
-

해방이후 사회혼란과 전쟁을 거치면서 불우한 환경의 아동, 노인, 장애인
을 위한 수용시설사업이 사회복지사업의 주류를 형성

-

1970년대 초반까지 외국 민간 원조기관에 의한 사업이 주종을 이루었고
1970년대 후반에는 정부의 지원이 이를 대신함. 대학부설 사회복지관과
민간사회복지관이 설립되어 지역사회를 근거로 하는 복지실천 주체로서
의미를 띰.

○ 지역사회복지의 정착기 : 1980년대~1990년대 초반
-

사회복지관은 1983년 사회복지사업법의 개정에 따라 공식적으로 국가의
지원을 받게 됨. 1987년에 사회복지전담요원이 전국 읍․면․동사무소에 배
치되어 생활보호대상자를 중심으로 공공부조업무에 종사.

-

1980년대 후반에는 영구임대주택단지 내에 사회복지관의 건립이 시작되
었고, 민간단체에 의한 사회복지관의 건립이 활성화되었으며, 1989년에
국가지원금 산출방식이 제정됨

○ 지역사회복지의 발전기 : 1990년대 초반 이후~2000년대
-

1990년대 이후 지역사회복지는 과거에 비해 지역중심성에 대한 강조,
전문성의 강화 등을 기초로 질적인 변화를 경험. 사회복지관이 전국적으
로 설치․운영됨.

-

정부는 장애인, 노인, 소년소녀가정, 모자가정 등 가족부양기능이 취약한
계층을 중심으로 지역사회 내에서 재가복지서비스를 제공하기 위하여
1992년부터 재가복지 봉사센터를 운영.

○ 지역사회복지의 확산기 : 2000년대 이후
-

2000년대에 접어들어 지방자치제고의 성숙과 아울러 지역복지에 대한
정부와 주민의 인식이 제고

-

사회복지사업의 지방이양과 함께 사회투자(경제+복지→지속성장)에 대
한 관심이 높아지고, 사람에 대한 이해의 폭이 넓어지기 시작

2) 지역사회복지 관련기관 및 전달체계
○ 사회복지관
-

사회복지관은 지역사회 문제를 해결하고 주민의 복지욕구를 충족시키기
위한 종합적인 사회복지사업을 수행하는 복지시설

-

사회복지관의 위치, 지역적 특성, 대상별 특성, 복지관의 규모, 담당인력
등에 따라 각 사회복지관이 전문성과 효율성을 최대한 살릴 수 있는 능
력의 범위 내에서 선택적으로 사업 시행

-

1990년대 이후 급속한 양적 확대를 가져와 1990년 58개소에서 2007년
현재 전국에 403개소가 설치, 운영되고 있음.

○ 재가복지 봉사센터
-

재가복지봉사센터란 지역사회에서 일정한 시설과 전문인력 및 자원봉사
자를 갖추고 가사, 간병, 정서, 결연 등 필요한 재가복지서비스를 제공하
는 사회복지시설

-

2007년 현재 전국에 356개소가 설치, 운영되고 있음

○ 장애인복지관
-

장애인에 대한 종합적인 서비스를 제공하고 장애에 대한 사회적 인식 개
선을 위한 계몽, 홍보 및 조사연구 등을 통해 지역장애인의 자활자립과

복지증진을 위함
-

2006년 현재 전국에 137개소의 장애인복지관 운영

○ 기타 - 노인복지관 / 주간보호소 / 보육시설
-

노인의 복지증진을 위한 종합적인 노인복지센터로서 노인복지관, 부득이
한 사유로 가족의 보호를 받을 수 없는 노인을 낮 동안 시설에 입소시켜
필요한 서비스를 제공하는 주간 보호소, 영유아에 대한 적정한 환경과 건
전육성 도모 위한 보육시설 등

3) 새로운 지역복지의 추구 ; 지역사회서비스혁신사업
○ 지역사회서비스혁신사업의 개요
-

지방자치단체가 각 지역의 특성과 수요에 맞는 서비스를 발굴, 선택하고
중앙정부가 이를 선정․지원하는 사업. 서비스 수요자에게 바우처를 지원하
여 원하는 서비스 제공자를 선택하도록 함으로써 공급자 주도에서 탈피

○ 지역사회서비스혁신사업의 현황
-

지역사회서비스혁신사업에는 복지부가 사업을 발굴, 제시하고 지자체가
선택하는 표준형 사업과 지역특성, 주민수요를 감안하여 지자체가 사업을
기획하는 자체개발형 사업이 있음

-

표준형 사업에는 아동 인지능력 향상 서비스, 아동 비만관리 서비스 등
이 시행 중

-

자체개발형 사업은 전국에서 411개 사업 신청을 받고 현재 270개 사업
이 시행 중.

* 경기도 [맞춤형 휠체어 렌탈 및 리폼서비스], 광주시 [은퇴후 생애 설계
서비스], 강릉시 [베이비시터 지원] 등 시행
○ 지역사회서비스혁신사업의 과제
-

서비스 수요에 따른 바우처를 제공하여 질높은 서비스 제공하고 이를 통
한 시장형성 지원, 기존의 집중식․하향식 사업방식에서 벗어나 상향식․분
권식 지역복지 수행. 복지에 있어서 지역사회의 주도적 역할

-

지자체 사업개발 역량 부족, 서비스 가격 산정 및 공급자 선정의 어려움,
모니터링 및 질 관리의 어려움은 현실적인 한계

4. 한국 사회복지사의 현황과 역할 제고 방안
1) 개요 및 현황
○ 1970년대 사회복지사업종사자로 시작하여 1985년 사회복지사업법이 개
정되면서 사회사업가 또는 사회사업종사자의 명칭이 ‘사회복지사로 규정
되어 사회복지사 자격증이 발급 시작. 2007년도 당해 사회복지사 자격
증 교부자 35,474명을 포함하여, 2007년 6월 까지 사회복지사 1,2,3급
자격증 교부자는 총 198,788명.
2) 사회복지사의 활동영역
○ 사회복지전담공무원
-

관할지역 안 주민들의 생활실태 및 가정환경 등을 파악하고, 사회복지에
관하여 필요한 상담과 지도를 하는 공무원

-

2007년 8월 현재 전국 사회복지전담공원 수는 9,052명, 사회복지공무원
1인당 주민 수는 2,024명

○ 민간시설 사회복지사
-

사회복지프로그램 개발 및 운영, 시설 이용자의 생활지도, 자활훈련, 사
회복지를 필요로 하는 자에 대한 상담 등의 업무

- 생활시설 3,050 개소 현원 119,697명. 이용시설 61,532개소 32,147명
종사(2006. 12. 31. 기준)

○ 기타- 의료 / 정신보건 / 학교 사회복지사
-

그 이외에도 환자나 정신질환자, 학생의 심리․사회적인 문제 해결을 도와
주며, 교육․지도 및 상담업무를 하는 의료사회복지사, 정신보건사회복지
사, 학교사회복지사 등

3) 지역복지를 위한 사회복지사의 역할 (by Ross)
○ 안내자(guide)로서의 역할
-

지역사회 주민들이 문제해결을 위한 올바른 목표(goal)을 설정하고 해결
하는 방법을 강구하도록 도와주는 역할. 사업을 전개해가는 과정에서 적
절한 시기(timing)에 주민들을 점차 자극.

-

주민들이 스스로 자신들의 욕구를 발견하는 과정을 통해 지역의 문제를
인식하고 해결하는 능력을 점진적으로 개발.

○ 조력자(enabler)로서의 역할
-

지역사회조건에 대한 불만을 집약하여 주민들이 이 문제에 관하여 함께
토의할 수 있도록 조직화하고 도와주는 역할.

- 사회복지사는 지역사회조직 초기단계에서 주민들 상호간에 긴장, 갈등, 이
해관계를 이해하고 신뢰와 협동을 조성할 수 있도록 교량적 역할을 해야
함.
○ 전문가(expert)로서의 역할
-

지역사회를 분석하고 진단하는 데 필요한 조사자료, 기술상의 경험, 자원
에 대한 자료 등을 제공하고 직접적으로 충고하여 지역사회조직체가 스스
로 지적인 판단을 하도록 도와주는 역할

-

지역 사회복지가는 정부기관, 민간단체, 국제기관의 자원과 이를 이용하
는 방법에 대해 알고 있어야 지역사회의 욕구와 연결시켜줄 수 있음

○ 사회치료자(therapist)의 역할
-

지역사회의 기원과 역사, 권력구조, 지역사회 내의 역할에 대해 알고 이
를 통해 적절한 진단을 하여 주민들의 이해를 돕고, 긴장을 해소하게 하
는 역할. 협력적인 작업을 방해하는 요인들을 제거하도록 도와야 함.

4) 한국적 상황에서 지역복지를 위한 사회복지사의 역할
○ 연결자의 역할
-

한국은 급속한 도시화와 세계화로 인해 세대내, 세대간, 민관간 다양한
문화적 차이가 존재함.

-

지역복지 초기 단계에서 사회복지사는 문화적 배경이 다른 주체들 간의
상호이해와 소통을 위해 공통의 가치를 발견하고 공유시키도록 해야 함.
이를 위하여 다문화를 통합하고 연결(linking)하는 역할이 요구됨.

○ 역량강화자의 역할
-

경쟁력 있는 복지국가에 대한 요청으로 지역사회 복지자원의 효율적 이
용이 필수불가결한 과제가 됨

-

사회복지사는 지역사회의 가시적 네트워크를 형성하고, 민관 기관들의

역량을 강화함으로써 효율적이며 경쟁력 있는 지역복지를 추구해야 함.
○ 조직가의 역할
-

한국사회의 기반이었던 농촌공동체가 해체됨에 따라 이를 대신할 유기적
인 지역사회 네트워크 구축이 요구됨

-

이를 위해서 사회복지사는 성숙된 조직체 간의 역량을 집약하고, 협력적
연계를 구체화하여야 함.
그 과정에서 발생할 수 있는 자원 간의 중복이나 낭비, 비체계적인 관계
들을 조정하고 유기적인 관계를 형성하여 일괄처리(one-stop) 서비스 체
계를 구축하는 조직가로서의 역할이 요구됨.

○ 민-관 협력체계 구축의 필요성
-

현대사회 문제의 복잡성과 다양성, 대중의 욕구 증대로 인하여 한 조직
에서 지역주민들의 욕구를 모두 해결하는 것은 불가능.

다양한 조직들의

효과적 개입을 통해 지역주민들의 삶의 질은 개선될 수 있고, 문제해결중
심적인 지역발전을 기대할 수 있음.
-

주민참여형 지역사회복지가 성공하기 위해서는 민관협력이 반드시 필수
적. 관주도의 수직적이고 권위적인 의사결정 및 정책결정, 일방적 서비스
전달을 탈피하여 민관협력을 통한 통합적 서비스전달과 다자간 정책결정
을 이룩해야 함.

○ 지역사회복지 새로운 리더십 - 사회복지사
-

지역사회의 복지를 위해 각 지역의 요보호주민을 돌보고 복지수요를 발
굴하며 복지서비스를 제공하는 사회복지사의 전통적인 역할은 여전히 중
요. 효율성 증진과 경쟁력 강화의 압박이라는 세계화 흐름 속에서 사회복
지사도 해당 분야에 대한 깊이 있는 지식과 풍부한 경험 등 전문성 갖춰
야 함. 이에 더해 주민참여를 격려하고 민-관 협력체제를 조직화하는 코
디네이터로서의 역할을 수행해야 함.

-

주민참여형 지역복지시대 다양한 상호 관계 아래 복합적으로 요구되는
역할을 능동적이고 창의적으로 수행할 수 있는 사회복지사의 리더십이 절
실.

5. 결론 : 사회복지사의 새로운 리더십을 위하여
○ 세계화는 사회복지 전달체계의 효율화(efficiency) 추구
-

세계화는 각국으로 하여금 경쟁력을 향상시키는 지속적인 노력을 하도록
압력을 가함. 한 국가의 경쟁력은 인적자원의 질적 수준에 달려 있음. 혁
신의 능력(capacity to innovate)은 경쟁력 유지와 향상에 매우 중요한
요소가 되고 있음

○ GE의 새회장 제프리 이멜트의 경영철학은 상상력 돌파(imagination
breakthrough)
○ 뉴리더십을 찾지 못하면 조직은 망한다.

○ 미래의 리더는 호기심(필요한 것을 질문하는 능력)/생산적 변화(고통 수
반)/용기(문제제기 능력)/큰시각(감성과 친근함)/정확한 행동(신중함)

○ 새 리더십은 진단능력(분석)/전략과 전술적 틀/성격과 감성의 훈련
- 어떠한 리더도 항상 옳지는 않다(성공과 실패에서 교훈)

○ 조직의 성패는 창의성, 커뮤니케이션 그리고 팀웍에 달려있다
→ 핵심인재
- 세계 최고지도자에게 가장 큰 영향을 준 사람 : 아버지(39%), 어머니
(23%), 스승(14%)

○ ‘부하직원이 반대하면 어떻게 할 것인가’
- 창조적 리더십은 개인과 조직의 한계를 넘어 다양하게 생각하고 행동
하는 것/주변의 사람을 경쟁자 보다는 협력자로 인식/자기 자신을 먼저
알아야

○ 인재는 만들어지는 것/특정시점에 특정인의 발언이 어떠한 영향을 주는가
에 대한 통찰과 효율적인 소통방법을 찾아야

○ 마쓰시다 정경숙 → 현장에서 스스로 해결방법 찾는 교육
- 自修自得, 現地現場주의 → 창의성․발표력․국제감각과 친화력 검증/24
시간내 100㎞ 행군(정신력과 체력 배양)
- ‘오늘부터 이것이 안 팔릴 정도로 더 좋은 새 상품을 만들어 와, 지금
당장’

○ 미 연방공무원교육원(FEI)은 만능공무원 육성을 목표
- 헌법교육, 건강관리, 언론대처법(3가지내용, 10초 이내, 30단어 이내)
○ 서울대생이 생각하는 미래의 리더십 → 일관성과 신뢰성
- 서로 다른 주장을 소화하면서 남을 설득할 수 있는 능력, 세상 흐름을
읽는 안목, 다양한 주체를 한데 묶어낼 수 있는 능력
- 소통․통합․통찰력/탈권위 보다는 신뢰감을 토대로 정부를 운영
○ 미래 리더십의 키워드는 열림/소통/여성성/과학기술/창조성
- 창의적 리더는 현실을 직시하는 위기의식/상상력을 이용한 미래 지향
적 비전/설정한 계획을 이루는 추진력
- 리더십 훈련은 지적 호기심과 탐구욕을 갖고 아름다움에 나아가는 것
→ 몸으로/삶으로

프로필
노

길상 (盧

吉相)

한국 보건복지부 국민연금 정책관
학력
부산대 사회복지학과 (학사, 석사)
영국 브리스톨대학(MSc. Ph.D)

경력
1982.12

행정고시 26회

1995. 4

보험정책과 서기관

1996. 1~2004. 4 행정관리담당관, 연금제도과장, 복지정책과장, 건강정책과장,
기획예산담당관
1999. 3~2002. 3 EU대표부
2003.10

부이사관

2005. 1~12

국방대학교 안보대학원

2006.1~ 2007.3

장애인정책관

현재

국민연금정책관

住民参加型地域福祉のための
社会福祉士の役割

盧

吉相

韓国 保健福祉部 国民年金 政策官

1.地域福祉の環境変化と社会福祉士
○最近地方自治活性化と参入政府の地方分権政策により中央政府権限の地
方移譲等により地方の自律性と責任性が強化され、民間部門の福祉参加
が拡大される傾向
-また、社会福祉サービスの需要に応じられる伝達体系の確立と住民福祉
の体感度向上を図るためには福祉推進単位が市・道または市・郡・区の
地域単位の方が効果的であるという研究の結果
-中央政府の企画によって地方政府が政策を執行していた形態から抜け
出し、地域特性にそった福祉需要を展望し、設計・推進する必要性が持
続的に提示されている。
○社会福祉予算の膨張、社会福祉関連分野拡大、社会福祉従事人員増加等、
社会福祉領域の急激的な膨張、急変する社会の中で社会福祉と社会福祉
士に対する国民の認識は日々多様化・具体化されている。
-韓国では過去 10 年間、社会福祉館と在家福祉奉仕センターが多く増加
し、基礎自治体団体別に行政機関の支援を受ける自願奉仕センターが設
置され、邑面洞事務所に住民自治センターが併設される。住民参加のニ
ーズ増大と地域福祉の定着のため、社会福祉士のアイデンティティを確
立し、役割と使命を新たに正立する必要がある。

2.住民参加型地域福祉の展開
1）地方分権における地域福祉
○社会福祉地方分権化の意義
-社会福祉地方分権化は社会福祉において‘中央政府から地域社会へ中心
軸の移動’を意味。中央政府が管掌する法、制度、予算により福祉政策
の大部分が決定される方式から地方自治団体と市民社会及び地域住民達
によって政策を企画及び執行される段階へ進入。
○中央政府-地方自治団体-民間の関係の変化
-中央政府主導下で地方政府が単に執行の役割を担った状況から、地方政
府自ら企画と政策形成、執行を主体的に遂行する状況へ変化。
-地域社会という具体的な市民社会団体の具体的な興味及び参加ニーズ
が高まり、一方的な官主導の政策具現方式は拒否され、民-官の支配構造
（governance）による政策決定過程が注目される。
-地域社会は住民に実際的にサービスが提供される空間
2）地域社会における住民参加
○住民参加型地域福祉の意義
-地域社会福祉において、住民の参加というのは地域と地方自治団体のレ
ベルで地域住民が直・関接的に福祉政策の企画、形成、執行過程に参加
して住民の意思を反映されることを意味する。
-住民参加は住民が自ら自分達の事を自分の責任下で処理するという民
主主義思想と地方分権思想を理念的基盤とする。地域住民の生活の質が
高まる。
○住民参加の特性
-政策過程に地域住民が直接的なアプローチをして影響を及ぼしたり、関
わったりこと。
-機関の動員や抱え込み、または機関に対する追従によるものではなく自
律的で自発的な参加。
-政策決定に大きな影響を与える住民参加は政策の決定が共同決定なる
効果がある。

○住民参加の種類
-住民の社会福祉活動への参加はサービス利用者としての参加、サービス
提供者としての参加、後援者としての参加がある。
-サービス利用者としての参加は地域福祉機関のサービス計画と運用及
び評価過程への参加。サービス提供者としての参加は地元に根付いた専
門的実践家の活動を補助、単純ボランティア活動。後援者としての参加
はサービス提供に直接参加しないが、財政的な支援を通して参加。

3.韓国地域社会福祉の発展と現況
1）韓国地域社会福祉の歴史
○地域社会福祉の形成期：1950 年代～1970 年代
-解放以降、社会混乱と戦争を経て、不遇な環境に置かれている児童、老
人、障害者のための受容施設事業が社会福祉事業の主流を形成
-1970 年代前半まで外国民間援助機関による事業が主流で、1970 年代後
半には政府が代わって支援。大学付設社会福祉館と民間社会福祉館が設
立され、地域社会に基づく福祉実践主体として意味をもつ。
○地域社会福祉の定着期：1980 年代～1990 前半
-社会福祉館は 1983 年社会福祉事業法の改正により公式的に国の支援を
受けることになる。1987 年に社会福祉専担要員が全国邑面洞事務所に配
置され、生活保護対象者を中心に公共扶助業務に従事。
-1980 年後半には永久賃貸住宅団地内に社会福祉館の建設がはじまり、民
間団体による社会福祉館による社会福祉館の建設が活性化され、1989 年
国家支援金算出方式が制定される。
○地域社会福祉の発展期：1990 年代前半以降～2000 年代
-1990 年代以降、地域社会福祉は過去に比べ、地域中心性に対する強調、
専門性の強化等をもとに質的変化を経験。社会福祉館が全国的に設置・
運営される。
-政府は障害者、老人、少年少女家庭、母子家庭等家族扶養機能が脆弱な
階層を中心に地域社会で在家福祉サービスを提供するために 1992 年から
在家福祉奉仕センターを運営。

○地域社会福祉の拡散期：2000 年代以降
-2000 年代に入って、地方自治向上とともに、地域福祉に対する政府と住
民の認識の向上
-社会福祉事業の地方移譲とともに社会投資（経済+福祉→持続成長）に
対する関心が高まり、人に対する理解の幅が広がり始める。
2）地域社会福祉関連機関及び伝達体系
○社会福祉館
-社会福祉館は地域社会の問題を解決し、住民のニーズを充足させるため、
総合的な社会福祉事業を遂行する福祉施設。
-社会福祉館の位置、地域的特性、対象別特性、福祉館の規模、担当人材
等により、各社会福祉館が専門性と効率性を最大限活かせる能力の範囲
内で選択的に事業施行
-1990 年代以降、急速な量的拡大をもたらし、1990 年 58 ヶ所から 2007
年現在全国に 403 ヶ所が設置、運営されている。
○在家福祉奉仕センター
-在宅福祉奉仕センターというのは、地域社会で一定な施設と専門人材及
び自願奉仕者を確保し、家事、看病、情緒、血縁等必要な在家福祉サー
ビスを提供する社会福祉施設
-2007 年現在全国に 356 ヶ所に設置、運営されている。
○障害者福祉館
-障害者に対する総合的なサービスを提供し、障害に対する社会的認識改
善のための啓蒙、広告及び調査研究等と通して地域障害者の自活独立と
福祉増進を図るためである。
-2006 年現在、全国 137 ヶ所の障害者福祉館が運営されている。
○その他-老人福祉館/昼間保護所/保育施設
-老人の福祉増進のための総合的な老人福祉センターとして、老人福祉館、
やむを得ない事由により家族の保護を受けることが難しい老人を昼間施
設に入所させ、必要なサービスを提供する昼間保護所、乳児に対する適
正な環境と健全育成を図るための保育施設等

3）新たな地域福祉の追求；地域社会サービス革新事業
○地域社会サービスの革新事業の概要
-地方自治団体が各地域の特性と需要にふさわしいサービスを発掘、選択
し、中央政府がこれを選定・支援する事業。サービス需要者にバウチョ ∗
を支援し、希望するサービス提供者を選択することにより供給者主導か
ら脱皮。
○地域社会サービス革新事業の現況
-地域社会サービス革新事業には福祉部が発掘、提示し、自治体が選択す
る標準型事業と地域特性、住民需要を考慮し、自治体が事業を企画する
自体開発系事業がある。
-標準型事業には児童認知能力向上サービス、児童肥満管理サービス等が
施行中
-自体開発型事業は全国で 411 ヶ所事業申請をうけ、現在 270 ヶ所事業が
施行中
※京畿道[オーダーメイド車椅子レンタル及びリフォームサービス]、
光州市[引退後、生涯設計サービス]、
江陵市[ベビーシッター支援]等施行
○地域社会福祉サービス革新事業の課題
-サービス需要によるバウチョを提供し、質の高いサービス提供と市場形
成支援、既存の集中式、下降式事業方式から抜け出し、上向式・分権式
地域福祉遂行。福祉において地域社会の主導的役割
-自治体事業開発、力量不足、サービス価格算定及び供給者選定の難しさ、
モニタリング及び質の管理の難しさは現実的な限界

4.韓国社会福祉士の現況と役割向上方案
1）概要及び現況
○1970 年代社会福祉事業従事者からはじまり、1985 年社会福祉事業法が改
正され、社会事業家または社会事業従事者の名称が‘社会福祉士と規定
さて、初めて社会福祉士の資格証が発給される。2007 年度当該社会福祉
∗

「バウチョ」というのは職業訓練対象者に政府が支払う伝票のこと。

士資格交付者は 35,474 名を含め、2007 年 6 月まで社会福祉士 1,2,3 級資
格証の交付者は、総 198,788 名に至る。
2）社会福祉士の活動領域
○社会福祉専担公務員
-管轄地域の住民の生活実態及び家庭環境等を把握し、社会福祉に関する
必要な相談と指導を行う公務員
-2007 年 8 月現在、全国社会福祉専担公務員数は 9,052 名、社会福祉公務
員 1 人当たり住民数は 2,024 名
○民間施設社会福祉士
-社会福祉プログラム開発及び運営、施設利用者の生活指導、リハビリ訓
練、社会福祉を必要とする者に対する相談等の業務
-生活施設 3,050 ヶ所現員 119,697 名。利用施設 61,532 ヶ所、32,147 名
従事（2006.12.31 基準）
○その他-医療/精神保健/学校社会福祉士
-そのほかにも患者や精神疾患者、学生の心理・社会的な問題解決を手助
け、教育・指導及び相談業務を行う医療社会福祉士、精神保健社会福祉
士、学校社会福祉士等
3）地域福祉のための社会福祉士の役割（by

Ross）

○案内者（guide）としての役割
-地域社会住民の問題可決のために正しい目標（goal）を設定し、解決す
る方法を講じられるよう手助けする役割。事業を展開していく過程で適
切な時期（timing）に住民を徐々に刺激。
-住民自ら自分のニーズを発見できる過程を通して地域の問題を認識し、
解決する能力を漸進的に開発。
○助力者（enabler）としての役割
-地域社会条件に対する不満を集約し、住民がこの問題に関して共に話し
合えるよう組織化し、手助けする役割。
-社会福祉士は地域社会福祉組織の初期段階において住民相互間の緊張、

葛藤、利害関係を理解し、信頼と共同を助成できるよう架け橋の役割を
果たす。
○専門家（expert）としての役割
-地域社会を分析し、診断するにの必要な調査資料、技術上の経験、資源
の対する資料等を提供し、直接的にアドバイスし、地域社会組織体が自
ら知的な判断ができるよう手助けする役割。
-地域社会福祉家は政府機関、民間団体、国際機関の資源とこれを利用す
る方法について知っておくことで、地域社会のニーズと結びつけること
ができる。
○社会治療者（therapist）としての役割
-地域社会の起源と歴史、権力構造、地域社会内の役割について知ってお
き、これを通じて適切な診断により住民達の理解を助け、緊張を解消す
る役割。協力的な作業を妨害する要因は除去できるよう手助けする。
4）韓国的状況における地域福祉のための社会福祉士の役割
○仲介者としての役割
-韓国は急速な都市化と世界化により世代内、世代間、民官間多様な文化
的差異が存在する。
-地域福祉の初期段階において社会福祉士は文化的背景が異なる主体間
の相互理解と疎通のため共通の価値を発見し、共有させるようにする。
そのために多文化を統合し、繋ぐ（linking）役割が求められる。
○力量強化者としての役割
-韓国社会の基盤である農村共同体が解体され、これに代わる有機的な地
域社会ネットワーク構築が求められる。
-そのために、社会福祉士は成熟した組織体間の力量を集約し、協力的連
携を具体化しなければならない。その過程で発生しうる資源間の重複や
浪費、非体系的な関係を調整し、有機的な関係を形成して一括処理
（one-stop）サービス体系を構築する組織家としての役割が求められる。
○民-官協力体系構築の必要性

-現代の社会問題の複雑性と多様性、大衆のニーズが増大することにより、
一つの組織から地域住民のニーズをすべて解決することは不可能。多様
な組織の効果的介入を通して地域住民の生活の質は改善でき、問題解決
中心的な地域発展を期待できる。
-住民参加型地域社会福祉が成功するためには、民官協力が必ず必須的。
官主導の縦割り的で権威的な意思決定及び政策決定、一方的サービス伝
達を脱皮し、民官協力を通して統合的なサービス伝達と多者間政策決定
を行うべきである。
○地域社会福祉の新たなリーダーシップ-社会福祉士
-地域社会の福祉のため各地域の要保護住民の面倒をみたり、福祉需要を
発掘したりして福祉サービスを提供する社会福祉士の伝統的な役割は相
変わらず重要。効率性増進と競争力の圧迫という世界化の流れの中で社
会福祉士も該当分野に対する深い知識と豊富な経験等専門性を身に着け
なければならない。さらに、住民参加を激励し、民-官協力体制を組織化
するコーディーネーターとしての役割が遂行しなければならない。
-住民参加型地域福祉時代多様な総合関係の下複合的求められる役割を
能動的で創意的に遂行できる社会福祉士のリーダーシップが切実。

5.結論：社会福祉士の新たなリーダーシップを目指して
○世界化は社会福祉伝達体系の効率化（efficiency）の追求
-世界化は各国にとって競争力を向上させる持続的努力をするよう圧力
を加える。一国家の競争力は人材資源の質的レベルに左右される。革新
の能力（capacity to innovate）は競争力の維持と向上に大変重要な要
素になっている。
○ GE の 新 会 長 ゼ プ リ イ メ ル ト の 経 営 哲 学 は 想 像 力 突 破 （ imagination
breakthrough）
○ニューリーダーシップを見つけられないと組織は滅びる。
○未来のリーダーは好奇心（必要なことは質問する能力）/生産的変化（苦

痛随伴）/勇気（問題定義能力）/幅広い視覚（感性と親近感）/正確な行
動（慎重さ）
○ニューリーダーシップは診断能力（分析）/戦略と戦術的枠組み/性格と
感性の訓練
-どのようなリーダーでも常に正しい訳ではない（成功と失敗の訓練）
○組織の勝敗は創意性、コミュニケーションそしてチームワークに左右さ
れる→核心人材
-世界の最高指導者に最も大きな影響する人物：夫（39％）、母（23％）、
師匠（14％）
○｢部下職員に反対すればどうするのか｣
-創意的リーダーシップは個人と組織の限界を超え、多角的に考え、行動
すること/周辺の人を競争者というより協力者として認識/自己覚知
○人材は作られるもの/特定視点や特定発言が及ぼす影響に対する通察と
効率的な疎通方法をみつける。
○松下チョン・キョンスク
-自修自得、現地現場主義
/24 時間内

→現場で自ら解決方法を探る教育
→創意性・発表力・国際感覚と親和力の検証

100ｋｍ行軍（精神力と体力の培う）

-｢今日からこれが売れないほどより良い新商品を作って来なさい、今す
ぐ｣
○アメリカ連邦公務員教育院（FEI）は万能公務員の育成を目標
-憲法教育、健康管理、言論対処法（3 つの内容、10 秒以内、30 単語以内）
○ソウル大学生が考える未来のリーダーシップ→一貫性と信頼性
-互いに異なる主張を消化しながら、他者を説得できる能力、世間の流れ
を読める眼目、多様な主体を一つに束ねられる能力
-疎通・統合・通察力/奪権威より、信頼感を土台に政府を運営

○未来リーダーシップのキーワードは開かれる/疎通/女性的/科学技術/創
造性
-創意的リーダーは現実を直視する危機意識/想像力を利用した未来志向
的ビジョン/設定した計画を成し遂げる推進力
-リーダーシップの訓練は知的好奇心と探求欲をもち、美に向かって進む
こと→身体で/生で
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1.析沙拭 赤嬢辞 走蝕差走税 降穿
析沙 紫噺差走税 蝕紫拭 赤嬢辞 走蝕差走澗 嬢胸惟 降穿馬食 尽澗亜
研 硝焼沙陥
(1)悦企紫噺紫穣税 莫失
析沙税 悦企紫噺紫穣精 1918 鰍拭 降持廃 耕社疑戚 域奄亜 鞠嬢 滴惟
降穿馬心陥. 析沙税 蝕紫雌 井蝿廃旋戚 蒸醸揮 笑亀旋生稽 弦精 呪亜
希背走壱 穿厩唖走拭辞 降持廃 紫闇拭 悦企鉢 舛奪聖 蓄遭馬食紳 舛採
澗 析沙紫噺拭 糎仙馬澗 紫噺庚薦税 朕陥空 是奄姶聖 亜走惟 鞠醸陥.
働備 雁獣税 鎧巷淫戟澗 庚薦税 背衣聖 是背辞 政斥廃析精 巷譲戚窮走
叔獣廃陥澗 舶重旋昔 殿亀稽 績梅陥. 益級精 姥耕税 紫噺差走舛奪亀 凧
壱馬壱 赤醸陥.
神紫朝採走紫 馬醤獣 戚帖倉酔亜 偽析税 薦亀研 凧壱馬食 陥号檎生稽
是据薦亀研 幻窮依亀 戚獣奄 戚陥. 戚依精 肯娃昔拭 税背 淫爽亀税 走
蝕差走税 獣拙戚虞壱亀 源拝呪 赤陥. 穿板 肯持是据生稽 降穿馬壱 神潅
拭 含廃陥.
誤帖獣企採斗 識唖旋昔 肯娃 偽走亜拭 税背辞 叔獣吉 紫噺紫穣精 装

企馬澗 紫噺庚薦亜 廃寵 醗降鉢, 繕送鉢 鞠醸走幻, 獣竺差走辞搾什亜
掻宿戚醸陥.
(2)曽穿板税 紫噺差走端薦税 舛搾
曽穿板 朔逸切, 舌蕉切去税 厭装拭 企坦馬奄 是背 因柔拭 税背 督雨吉
紫噺差走獣竺去税 仙闇戚 厭巷心陥. 雁獣税 板持失 紫噺厩 淫戟澗 GHQ
税 走獣馬拭 希錐 悪廃 税奄研 亜走壱 赤醸陥. GHQ 拭辞 析沙税 穿板税
紫噺差走舛奪税 脊照聖 亜遭紫寓精, 穿穿拭 焼五軒朝拭辞 敢季舛奪税
叔獣 巷憩拭 降穿廃 社屡趨滴税 慎狽聖 閤焼 析沙税 穿板税 紫噺差走舛
奪拭亀 益 慎狽戚 鞄板馬惟 蟹人 赤陥. 雁獣税 舛奪 脊照生稽 吉 紫噺
厩 淫戟澗 焼五軒朝税 紫噺差走税 薄舌拭辞 壕酔壱 益 走縦聖 析沙拭
亜走壱 宜焼人 析沙拭辞税 醗遂拭 毘処陥.
GHQ 澗 1949 鰍 紫噺差走端薦 舛搾研 是背 6 据奪聖 析沙著拭 薦獣梅陥.
戚依精 差走走蝕税 竺舛, 差走紫巷社税 竺帖去 獣税 差走楳舛繕送税 舛
搾, 因紫 紫噺差走紫穣税 奪績引 歳醤税 誤溌鉢, 紫噺差走漠税噺税 竺
帖, 政厭差走穿庚送据税 丞失去拭 淫廃依戚陥. 蒋生稽税 紫牌精 1951 鰍
拭 薦舛吉 紫噺差走紫穣狛拭 級嬢 赤走幻 GHQ 澗 焼五軒朝拭辞 楳馬壱
赤澗 舛奪聖 析沙拭 亀脊拝形壱 梅陥. 戚依精 走蝕差走稽 蓄遭馬食 神
潅税 紫噺差走紫人 旭精 差走穿庚送聖 析沙拭 丞失拝形壱 梅揮依戚陥.
析沙著精 GHQ 税 走獣拭 紫噺差走穿庚税 曽紫切研 丞失馬奄 是背辞 嘘整
奄淫拭 竺帖, 神潅 走蝕差走蓄遭税 掻宿奄淫戚 鞠嬢赤澗 紫噺差走漠税
噺税 穿厩旋 舛搾亜 獣厭馬陥.
益君蟹, 析沙昔税 紫噺差走淫精 襲惟 痕馬走 省壱 暁 差走辞搾什研
薦因馬澗 薄舌精 穿穿引旭精 税縦引 端薦亜 政走鞠醸陥. 衣厩, 紫噺差
走澗 「鉦廃 脊舌拭 赤澗 紫寓拭惟 獣楳」戚虞澗 持唖戚陥.
薦亀税 析檎拭辞澗 穿穿 焼五軒朝拭辞 降穿廃 悦企旋昔 社屡趨朕税 紫
雌戚 亀脊鞠醸走幻 陥献檎拭辞 穿穿拭辞税 析沙旋昔 持唖戚 政走吉陥虞
澗 蟹巷拭 企蟹巷研 羨廃 雌伐戚醸陥.
森研級檎, 差走穿庚送生稽辞 奄企吉 紫噺差走爽紫澗 切維税 推闇切端
亜 呪層戚 株精依精 焼観戚雌 戚推闇原煽 陥馬走 公馬澗 紫寓戚 雌雁馬
心陥.

(3)紫噺差走薦亀税 舛搾
焼疑差走狛聖 搾茎馬食 授託旋生稽 紫噺差走薦亀澗 舛搾鞠壱 1964 鰍税
乞切差走狛税 薦舛拭 税背辞 神潅税 差走 6 狛薦澗 刃失鞠醸陥. 戚薦舛拭
赤嬢辞澗 慎厩去税 識遭厩税 薦亀税 雌伐聖 繕紫馬食 凧壱亜 鞠壱 慎厩
去税 薦亀亜 亀脊鞠醸陥. 益君蟹, 葛昔差走狛引 旭精 壱敬切差走拭 淫
馬食 舘偽狛精 室域税 差走狛薦亀拭辞澗 森亜 旋壱 析沙税 雁獣税 雌伐
拭 限澗 薦亀亜 鞠亀系 毘処陥.
暁, 森研 級嬢 紫噺差走税 号狛拭辞 郊寓送廃依戚虞亀 雁獣税 析沙
厩肯税 差走淫引 楳舛税 叔殿去拭辞 亀脊戚 嬢形錘 識遭厩税 薦亀亀 糎
仙 梅陥.
走蝕差走税 鯵舶税 号狽聖 薦獣廃 1968 鰍税 獣砂左壱辞亀 益 馬蟹虞
壱 持唖廃陥. 獣砂鯵舶精 走榎猿走 企雌切紺稽 歳軒馬壱 赤揮 差走辞搾
什研 馬蟹税 紫噺辞搾什稽 馬食 走号切帖舘端税 楳舛繕送亀 企雌切紺稽
歳軒偽験馬食 紳依聖 紫噺辞搾什採稽 馬壱 紫噺差走辞搾什税 叔獣澗 走
蝕拭 赤嬢辞 亜舛聖 企雌生稽 廃紫寓税 薦革軒滴廃 社屡趨朕亜 奪績聖
亜遭陥澗 端薦稽 楳馬食 遭陥澗依戚陥. 獣砂鯵舶精 室域税 走蝕差走税
塙奄旋昔 穿発聖 閤焼級心陥壱 馬走幻 析沙税 楳舛拭 企馬食 朕陥空 慎
狽聖 爽壱 赤走 省紹陥. 戚依精 雁獣税 析沙税 走蝕差走研 戚背拝呪 奄
鋼戚 鞠嬢 赤走 省紹奄 凶庚戚陥.
蝕獣 1987 鰍拭 紫噺差走紫薦亀亜 薦舛鞠醸陥.

2.蟹税 井蝿拭辞
蟹澗 1988 鰍拭 坦製生稽 板持失 焼疑亜舛厩 乞切差走引舌生稽 板持失
税 引舌送拭 昼績馬食 紫噺差走薦亀税 奄塙 叔獣拭 奪績赤澗 脊舌戚 鞠
醸陥. 戚馬 蟹税 鯵昔旋昔 井蝿拭辞 沙経税 砺原拭 淫背 辞綬背 左畏
陥.
(1)持醗左硲薦亀税 錘慎(1989 鰍～1991 鰍)
紫噺厩持醗左硲引舌生稽 仙送廃依精 1989 鰍採斗 1991 鰍税 2 鰍娃戚陥.
雁獣税 持醗左硲税 雌伐精 井薦税 硲繕稽 左硲晴精 姶社井狽戚醸壱 搾

嘘旋 照舛吉 獣奄心陥.
益君蟹, 1950 鰍拭 薦舛吉 持醗左硲狛精 益板 朕陥空 鯵舛聖 暗帖走 省
紹奄 凶庚拭 薦亀旋生稽 嬢形崇戚 赤醸陥. 雁獣拭亀 慎厩, 覗櫛什, 焼
五軒朝去税 因旋採繕薦亀澗 穿板拭 朕陥空 鯵舶戚 鞠嬢 赤醸陥. 益掻拭
澗 薦亀税 誤暢切端税 痕井戚 鞠澗依精 球庚析戚 焼艦醸陥. 析沙引 姥
耕人税 持醗左硲薦亀 鯵舛拭税 舛帖旋 楳舛旋 楳疑税 陥献繊精 被耕赤
澗 砺原戚陥. 蟹澗 厩肯税 持醗左硲拭 企廃 税縦 持醗左硲 搾遂税 厩亜
仙舛拭 績苫闘去戚 鋼慎吉 衣引虞壱 持唖廃陥.
暁 雁獣税 持醗左硲税 錘慎拭 赤嬢辞 差走紫巷社澗 降膳獣税 持唖生
稽澗 遭穿馬走 省紹陥.
浦採差走紫巷社澗 持醗左硲税 錘慎戚 爽吉 穣巷稽 鞠嬢 赤嬢辞 舌蕉
切, 壱敬切, 焼疑去 陥献 辞搾什拭 淫背辞 端薦, 穿庚奄綬走縦戚 鉦梅
陥. 持醗左硲呪厭切澗 弦精 軒球研 亜走壱 赤生糠稽 薄榎厭採人 限蓄嬢
穿庚旋昔 差走辞搾什税 薦因聖 焼沓走馬食 切験聖 男遭馬澗 析戚 差走
紫巷社税 掻推廃 蝕醗戚走幻 戚依精 中歳備 含失拝呪赤澗 発井精 焼艦
醸陥.
暁 獣採差走紫巷社澗 偽験吉 穿庚辞搾什奄淫生稽辞澗 降穿馬走 省壱
左搭 差走楳舛奄淫引 析端旋生稽 錘慎鞠澗 獣亜 弦紹陥.
衣厩 獣税 差走採舌戚 差走紫巷社舌聖 謂馬壱 差走紫巷社稽辞税 穣巷
澗 差走採拭辞 眼雁馬澗 莫殿稽 源馬切檎 紫巷社澗 誤糎叔諺 戚醸陥.
廃畷 差走紫巷社税 追什趨朕澗 推姥吉 紫噺差走爽紫税 切維聖 亜走壱
赤走 省精 紫寓戚 弦紹陥. 追什趨朕澗 推姥吉 紫噺差走爽紫税 穣巷税
雌伐聖 紺稽 壱形馬走 省壱 亀亀採薄蒸戚 獣稽辞税 穿端照拭辞 楳馬食
走壱 走榎猿走 差走税 析聖 穿粕 馬走 省精 紫寓戚 追什趨朕研 馬澗依
亀 球弘走 省紹陥.
坦製 差走紫巷社亜 竺帖吉戚掘 据掘 奄企梅揮 社屡趨朕亜 叔獣鞠走
省紹陥. 戚依精 掩級食遭 塘丞戚 蒸澗員拭 薦亀幻聖 亀脊廃 衣引戚陥.
追什趨朕澗 古析 左硲税 鯵獣 ・ 降走 左硲搾税 域至税 穣巷 凶庚拭 薄
舌拭 赤嬢辞 杷左硲切拭税 走据辞搾什研 馬澗 食政亜 採膳梅陥. 追什趨
朕 奄綬税 刊旋亀 楳舛歳醤拭辞澗 遭穿鞠走 省紹陥.
食奄辞 戚庚薦税 背衣税 馬蟹稽辞 尻姥切, 亀亀採薄・ 獣税 追什趨朕
税 漠径聖 条嬢 追什趨朕 紫景増聖 薦拙馬澗 析聖 梅陥. 舌蕉切, 壱敬
切, 焼疑, 掻厩 接政壱焼去 砺原紺稽 伊塘是据噺研 竺帖馬壱 薄叔税 紫

景拭 赤嬢醤馬澗 追什趨朕研 伊塘馬食 授託 唖唖 奪生稽 窒毒馬心陥.
刃失拝凶猿走 2 鰍舛亀税 獣娃聖 琶推稽 梅走幻 板持失生稽辞澗 坦製生
稽 笛鋭乞心陥.
蟹税 郊寓生稽辞澗 板持失生稽辞 追什趨朕税 掻推失聖 薦獣馬澗 廃畷
追什趨朕 奄綬税 刊旋 ・遭左稽 梅陥.
持醗左硲呪厭切研 獣拙生稽 古析税 持醗聖 左鎧壱 赤澗 舌蕉研 亜走
壱 赤澗 紫寓精 析沙紫噺拭澗 弦陥. 雁獣税 析沙税 紫噺差走薦亀澗 陥
献 識遭厩引 謝事戚 蒸澗 呪層戚 鞠醸澗汽亀 薦亀税 憧拭 匙閃 旋箭廃
据繕研 閤走 公馬澗 紫寓戚 旋走 省紹陥.
戚君廃 森拭 企廃 獣奪生稽辞 微闘亜 吉依精 1982 鰍拭 降妊吉 郊滴傾
戚 左壱辞戚陥. 戚 左壱辞拭辞澗 走蝕税 庚薦研 背衣馬奄 是背辞 朕溝
艦銅 社屡趨滴税 持唖聖 薦獣馬壱 赤陥.
食奄辞 陥朝馬獣 痛紫庭識持還(薄 析沙紫噺紫穣企俳俳舌)拭惟 是据舌
聖 採店馬壱 憧聖 五荷澗 艦球研 走蝕紺稽 背衣馬澗 獣奪聖 伊塘馬澗
是据噺研 竺帖梅陥. 食奄拭辞 伊塘衣引研 亜走壱 持醗左硲薦亀税 爽痕
税 庚薦研 背衣馬奄 是背辞 穿衝 蟹虞税 森至生稽 獣舛談 紫噺差走漠税
噺拭 持醗聖 走据馬奄 是廃 穿庚送据聖 壕帖馬壱 奄糎税 薦亀拭辞澗 据
繕馬走 公馬澗 庚薦拭 企坦馬澗 紫穣聖 穿厩 呪鯵社拭辞 乞季紫穣聖 叔
獣馬食 雌雁税 反引研 叔装馬澗 析戚 亜管梅陥壱 持唖廃陥. 走蝕差走税
識遭旋 紫穣戚走幻 眼雁切税 戚疑去拭 税背 戚紫穣精 慎据備 域紗鞠走
省紹陥.
(2)紫噺差走奄段姥繕鯵舶税 (1997 鰍 ～ 2000 鰍)亀脊
1997 鰍 採斗 2000 鰍猿走 板持失 紫噺・据硲厩舌生稽辞 紫噺差走穿鋼
聖 社淫馬澗 脊舌税 送聖 乎紹陥. 戚凶 鎧亜 置酔識税 庚薦稽 廃依精
紫噺差走奄段姥繕鯵舶戚陥.
戚君廃 持唖聖 亜遭依精 1990 鰍 6 杉税 差走 8 狛 鯵舛税 獣奄心陥. 雁
獣 慎厩拭辞澗 1988 鰍拭 益軒杷什 左壱辞亜 降妊鞠壱 戚依聖 叔獣馬奄
是背辞 1990 鰍 6 杉拭 「NHS 貢 朕溝艦銅追嬢鯵舶狛」戚 失験馬壱 赤陥. 差
走 8 狛戚 失験廃 旭精 含戚醸陥. 益君蟹, 丞切税 狛懸税 鎧遂拭 笛託戚
稽 爽鯉閤走 公梅陥. 差走 8 狛精 壱敬切人 舌蕉切税 差走辞搾什 薦因聖

爽肯税 亜猿錘 楳舛繕送拭辞 獣竺, 仙澱辞搾什研 析端旋 叔獣馬澗 依聖
掻推獣 廃依戚陥. 戚依精 衣厩 掻推廃 鯵舛 戚醸走幻, 慎厩税 鯵舶精
走蝕差走税 胃走拭辞 析沙税 雌雁備 是昔依戚陥.
薄仙, 室域税 紫噺差走税 雌伐精 搾汁馬壱 舛奪亀 因搭鉢馬壱 赤陥.
慎厩税 朕溝艦銅追嬢鯵舶亀 析沙拭辞亀 旭戚 旋遂拝呪 赤澗 採歳戚 旋
走省陥. 朕溝艦銅追嬢鯵舶精 走号切帖端拭辞税 差走辞搾什 姥脊切稽辞
税 奄管引 薦因切稽辞税 奄管聖 歳軒馬澗 析拭 税背 差走辞搾什税 霜引
反管税 狽雌, 追嬢五艦走伍闘 呪狛税 亀脊拭 税廃 戚遂切税 艦球拭税
旋維廃 企誓, 朕溝艦銅追嬢税 中叔去聖 亜走壱 朕溝艦銅追嬢税 戚割生
稽辞 戚遂切税 識澱映, 偽験失, 降情映聖 掻獣梅陥.
紫噺差走奄段姥繕鯵舶拭辞澗 慎厩税 朕溝艦銅追嬢 鯵舶税 叔獣雌伐亀
凧壱稽 馬食 穿板 神熊疑照 持唖背尽揮 析沙税 紫噺差走拭 赤嬢辞 悦沙
旋昔 庚薦繊聖 背衣馬澗 依聖 奄沙旋昔 鯉妊稽 梅陥.
薦 1 稽 紫噺差走税 掻肺拭 昔映聖 溌叔備 馬壱 戚遂切亜 差走辞搾什研
識澱, 戚遂拝呪赤亀系 薦亀稽 馬澗依戚陥. 走榎猿走税 紫噺差走澗 繕帖
薦亀虞壱 馬食 亀亀採薄去税 楳舛戚 企雌切税 差走辞搾什税 琶推失税
政巷研 閤焼 差走辞搾什研 衣舛馬食 企雌切拭惟 薦因馬澗 号狛戚醸陥.
走榎猿走澗 戚遂切税 差走辞搾什研 閤聖 映軒人 差走辞搾什研 識澱馬澗
映軒亜 昔舛鞠走 省紹陥.
薦 2 稽 差走辞搾什税 霜聖 狽雌獣佃 丞, 五敢研 装企獣徹澗 依戚陥.
差走辞搾什 戚遂切亜 識澱拝呪赤澗 映軒研 条醸陥壱背辞 識澱拝呪赤澗
辞搾什亜 中歳備 層搾鞠走 省生檎 税耕亜 蒸陥. 紫叔 雁獣澗 舌蕉切獣
竺戚 蒸澗 獣舛談精 旋走 省紹陥. 差走辞搾什研 識澱馬澗 依聖 閤焼級
戚澗 析拭 税背 霜税 狽雌拭 奄食梅陥.
薦 3 稽 走蝕差走研 溌験獣徹澗 依戚醸陥.
析沙拭辞澗 1970 鰍企 板鋼採斗 走蝕差走拭 企廃 淫宿戚 株紹陥. 壱亀井
薦失舌拭辞 煽失舌生稽 郊餓嬢 爽肯税 税縦精 切重級拭惟 亜猿錘 持醗
稽 狽梅陥. 壱敬鉢亜 繊繊 蟹亜奄 獣拙背 据硲研 推姥馬澗 壱敬切澗 装
亜馬奄 獣拙梅陥. 食奄辞 企亀獣研 掻宿生稽 走蝕差走舛奪税 企験拭 鐸
呪梅陥. 爽肯掻拭澗 壱敬切 仙澱辞搾什去税 叔獣研 是背 切爽旋昔 繕送
聖 衣失梅陥. 走蝕差走澗 走号呪層拭辞 溌叔馬惟 降穿背 尽陥.
益君蟹 蟹虞呪層税 狛旋昔 舛搾澗 掩走 省紹陥. 益 戚政稽 走蝕差走
澗 走号切帖端亜 爽端稽 鞠嬢 閤焼級食醤 吉陥澗 据帳経須拭 紫噺差走

楳舛戚 買昔亜人 仙舛据繕研 楳舛檎生稽 叔獣鞠嬢 尽奄凶庚拭 走蝕差走
旭精 社覗闘廃檎拭 企廃 戚背亜 遂戚馬走 公廃依生稽 鞠嬢遭陥.
紫噺差走奄段姥繕鯵舶精 紫噺差走漠税噺研 走蝕差走蓄遭税 掻宿繕送生
稽 馬澗析, 走号切帖端亜 走蝕差走研 是廃 域塙聖 奪舛馬澗析去 戚醸
陥.
益掘辞 曽掘 紫噺差走紫穣税 薦因拭 淫背辞 鋭舛背紳 紫噺差走紫穣狛
聖 戚遂切拭 淫廃析, 走蝕差走拭 淫廃 析亀 鋭舛馬奄是背 狛懸税 誤暢
聖 紫噺差走狛戚虞馬食 狛懸税 鯉旋拭 誤溌廃 益倶戚 鋭舛鞠醸陥.
紫噺差走辞搾什税 霜税 狽雌引 走蝕差走税 溌験聖 是背辞澗 紫噺差走辞
搾什税 曽紫切税 霜税 狽雌戚 掻推馬陥. 益掻拭亀 紫噺差走紫亜 掻推馬
陥. 益掘辞 紫噺差走紫税 丞失獣竺税 朕軒擢圭聖 昔映税 掻獣, 据繕奄
綬税 狽雌去税 胃走拭辞 舛舛戚 鞠醸陥.
暁 舛奪伊塘引舛拭 赤嬢辞澗 析鋼厩肯, 差走辞搾什税 戚遂切人 薦因
切税 税胃聖 置企廃 閤焼級戚澗 析聖 穿薦稽 馬食 淫域舘端人税 税胃嘘
発精 150 噺研 角醸陥. 益掻拭澗 析沙紫噺差走紫噺亀 匂敗鞠醸陥. 蟹澗
雁獣 噺舌戚醸揮 什奄巷虞松拭惟 紫噺差走奄段姥繕鯵舶税 失採澗 紫噺
差走紫亜 舌焦馬壱 赤陥壱 竺誤馬食 析沙紫噺差走紫噺亀 旋駅旋昔 漠径
聖 焼晦走 省紹陥.

3.蒋生稽税 獣肯爽亀莫 走蝕差走人 紫噺差走紫税 蝕醗
紫噺差走奄段姥繕鯵舶聖 叔獣馬奄 是背辞 紫噺差走狛精 2000 鰍 6 杉拭
因匂鞠醸陥. 陥製税 蟹税 引薦澗 持醗左硲薦亀税 呪舛戚醸陥. 紫噺差走
狛税 厩噺宿税拭 赤嬢辞亀 朕陥空 轄繊戚 赤醸陥. 益掘辞 胡煽 持醗左
硲呪厭切研 掻宿生稽 紫噺旋生稽 鉦廃脊舌拭 赤澗 紫寓税 雌伐税 督焦,
企奪税 薄雌引 蒋生稽税 舛奪税 号狛聖 伊塘馬心陥.
益君奄是背辞 焼今 獣稽識持還拭惟 噺舌聖 採店馬壱 2000 鰍 7 杉拭 「紫
噺旋昔 据繕研 琶推稽馬澗 紫寓級拭 企廃 紫噺差走税 号狛拭 淫廃 伊塘
噺」研 竺帖梅陥. 戚 伊塘噺税 左壱辞澗 板持失戚 重失拭 搭杯馬澗 穿杉
拭 鎧醸走幻, 社屡昔悌欠鮮税 戚割聖 奄沙生稽 馬壱 赤陥.
薄仙拭亀 政郡拭辞澗 朔逸切, 叔穣切, 幡傾什, 須厩昔, 鉦弘税糎切去
戚 走蝕紫噺拭辞 壕薦鞠澗 糎仙亜 鞠醸陥. 戚依拭 税背辞 政郡紫噺亜
幻級嬢紳 走蝕紫噺澗 斎雨亜 域紗鞠醸陥. 戚依戚 是奄姶聖 亜遭 政郡唖

厩引 EU 澗 社屡昔悌欠鮮税 戚割聖 鎧室趨 姥端旋昔 舛奪聖 幻級嬢鎧 悪
径廃 舛帖旋 軒希襲 照拭辞 叔楳馬惟 鞠醸陥. 穿搭旋昔 紫噺差走舛奪税
砺砧軒拭 呪囚鞠走省壱 厩亜舛奪穿鋼拭 耕帖壱 赤陥.
析沙税 悦鰍税 紫噺雌伐亀 政郡引 政紫馬陥. 幡傾什 杷託紺採喰, 穿
引切, 須厩昔去拭 企馬食 紫噺旋 壕薦亜 勧拭 句惟 鞠醸陥. 神送 政郡
引澗 含軒 賑径聖 敗臆馬澗依精 旋壱 紳尻廃 莫殿戚陥. 暁 壱偽紫, 切
詞, 砧庚災窒, 災去嘘, 焼疑俳企, DV 去戚 紫噺旋昔 偽験税 壕井生稽 赤
澗依精 析沙税 働臓戚虞壱 源廃陥. 働備 戚君廃 庚薦亜 朔逸寵税 徴穿
引 装企人 淫域馬壱 赤澗依亀 爽税背醤 拝 琶推亜 赤陥.
食奄辞 蒋生稽 紫噺差走舛奪税 奄沙旋号狽税 馬蟹稽 社屡昔悌欠鮮税
戚割拭 奄鋼生稽 舛奪税 蓄遭戚 赤陥壱 持唖廃陥.
社屡昔悌欠鮮精 紫噺旋壕薦拭 企牌馬食 壕薦拝形壱紫澗 紫寓聖 走蝕
紫噺拭 匂敗拝形壱馬澗 依戚陥. 葛源傾戚薦戚芝引 因搭馬澗 紫雌戚走幻
繕闇引 発井税 舛搾拭 誇蓄走省壱 疑旋昔 企誓聖 馬澗析拭 働臓戚 赤陥.
暁 原聖戚虞澗 檎拭辞 走蝕凧亜拭 税背 閤焼級戚澗析戚 掻推馬陥. 戚君
廃 繊拭辞 戚腰税 砺原昔 獣肯爽亀莫 走蝕差走研 旋駅旋生稽 叔獣背 亜
澗 析戚 社屡昔悌欠鮮税 戚割引 刃穿馬惟 析帖廃陥.
社屡昔悌欠鮮戚空 源幻馬澗 舘授廃 域降嘘整醗疑拭辞税 叔薄精 災照
馬陥.
益君奄是背辞 匙閃辞澗 照鞠澗 析精 曽掘税 紫噺差走辞搾什拭 薦 1 稽
昼送戚陥.
紫寓精 析聖 敗生稽 背辞 走蝕紫噺人 尻衣戚 吉陥. 析聖 敗生稽辞 弦
精 紫寓級引 硝惟吉陥.
益君蟹, 析沙拭辞澗 舌蕉切, 壱敬切, 軒球去税 線精紫寓去拭 企馬食
析鋼奄穣精 辰遂馬澗汽 旋駅旋戚 焼艦陥. 紫噺差走狛薦亀拭税背 呪至獣
竺拭辞 閤焼級戚澗依亀 災中歳馬陥. 食奄辞 醗遂馬走 省生檎 照鞠澗依
精 政郡拭辞 左厭馬壱 赤澗 社屡督章得戚陥. 戚殿軒, 偽析, 慎厩去 政
郡拭辞 戚耕 1 幻紫 戚雌税 社屡督章得戚 竺験鞠嬢 舌蕉切税 昼送拭 古
酔笛 反引研 臣軒壱 赤陥.
食奄拭辞 蟹澗 析沙拭辞 2 探紫研 幻級嬢 錘疑聖 獣拙馬壱 赤陥. 政奄
鞄狛, 軒紫戚適, 据森去 走蝕拭 限澗 析聖 層搾馬壱 舌蕉切, 壱敬切,
軒球去税 線精戚級税 昼送舌社研 幻級嬢 亜壱 粛陥.
戚井酔澗 紫噺差走紫税 蝕醗戚 掻推馬陥. 舌蕉切去税 雌殿研 旋維馬惟

督焦馬壱 舌蕉切拭 限澗 析税 鎧遂引 号狛聖 持唖馬澗析拭 亜舌 旋箭廃
紫寓精 紫噺差走紫戚陥. 慎厩拭辞税 井蝿拭辞 左檎 社屡趨朕亜 社屡督
章得税 井慎聖 楳馬檎 叔鳶馬澗 析戚 赤陥壱 源廃陥. 社屡趨朕拭惟亀
井慎旋昔 姶唖引 走縦戚 推姥鞠陥.
益須拭 暗爽, 発井, 朕溝艦追戚芝, 森綬, 什匂苧去税 食亜醗疑去戚
掻推馬陥.
曽掘税 紫噺差走紫亜 設馬澗 歳醤戚奄亀 馬陥. 森研級檎 掻装宿重舌
蕉焼人 朕溝艦追戚芝戚陥. 益級精 左搭 源聖 設 馬走 公馬澗 井酔亜 赤
陥. 馬走幻, 巷情亜研 硲社馬壱 赤陥. 重端穿端拭辞 妊薄馬食 企誓廃陥.
汎恵聖 陥廃 紫噺差走紫戚檎 亜管馬陥.
暗爽澗 析沙税 紫噺差走薦亀拭辞澗 析鋼旋生稽 骨是須稽 馬壱 赤陥.
戚依生稽 疏聖走 姥耕拭辞税 暗爽澗 紫噺差走税 掻推廃 是帖研 亜走壱
蟹虞税 走窒衝亀 弦陥. 析沙税 紫噺差走紫亀 朕陥空 淫宿聖 亜走壱 赤
陥. 左搭 穣巷拭辞 暗爽税 社掻敗聖 昔縦馬壱 赤陥. 紫噺差走紫澗 穣巷
稽辞 発井雌税 舌蕉拭 据繕研 馬壱 赤走幻, 爽稽 暗爽拭 税背辞 持奄澗
庚薦研 蟹展鎧壱 赤陥.
発井, 森綬, 什匂苧去精 奄糎税 紫噺差走舛奪税 端域拭 呪囚鞠走 省
澗依戚 弦聖依戚陥. 益君蟹 蒋生稽 紫噺差走税 庚薦聖 持唖馬檎辞 嬢胸
惟窮 琶推稽 馬惟鞠澗 紫牌戚虞壱 持唖廃陥. 紫噺差走紫亀 爽肯税 脊舌
拭 辞惟鞠檎 戚君廃依拭 弦精依戚 推姥吉陥.
析沙税 紫噺差走紫澗 神潅税 哀顕掩拭 辞赤陥. 紫噺差走紫税 企採歳
精 切重戚 亜走壱 赤澗 穿庚旋昔 走縦, 奄管聖 降番馬走 公馬壱 赤陥.
段繕敗聖 需奄走省澗陥. 戚君廃 胃走拭辞 坦酔亀 災中歳馬陥. 獣肯爽亀
莫 走蝕差走研 醗失鉢獣佃 析沙拭 赤嬢辞 社屡昔悌欠鮮聖 降穿獣徹奄
是背辞澗 紫噺差走紫税 醗鉦戚 箭企稽 琶推稽 馬壱 赤陥.

覗稽琶
什耕展艦 獣惟欠（炭谷

茂）

析沙 仙舘狛昔 妃亜談漠噺 戚紫舌
穿 発井失 紫巷託淫
俳径
疑井企俳 狛俳採

井径
1969 鰍 析沙板持失(雁獣. 戚馬 疑庚)拭 悦巷.
板持失 唖厩, 切帖失, 恥巷短, 板荷戚薄 仙慎企紫淫 析去辞奄淫
1995 鰍 板持失 厩験佐据採舌
1997 鰍 板持失紫噺・板据厩舌
2001 鰍 発井失 鎧唖 淫号舌淫
2003 鰍 発井紫巷託淫拭 昼績
2006 鰍 盗績. 発井失壱庚.
厩亜因巷据生稽辞澗 爽稽 差走, 発井, 税戟歳醤拭 曽紫梅陥.
薄仙
(仙) 妃亜談漠噺 戚紫舌, (仙) 走姥・昔娃発井 匂寓 戚紫舌,
厩験企俳狛昔 醤原姥帖企俳 戚紫, 社繕俳据企俳 働紺鯵据嘘呪,
謝左析沙発井仙舘戚紫, (差)焼紫備重庚 板持庚鉢紫穣舘 汝税据.
硲酔室戚企俳, 蟹亜紫徹企俳企俳据, 陥朝神朝狛俳企俳,
神搾備稽逐至企俳, 析沙企俳拭辞 紫噺差走俳, 税戟経, 発井経, 発井
差走経税 悪税研 眼雁.
発井差走俳噺採噺舌, 析沙 社屡昔悌欠鮮 蓄遭噺税企妊, 析慎壱敬切・
舌蕉切追嬢鯵降漠径奄姥 析沙是据噺 採是据舌,
昔映庚鉢研 詞軒澗噺 企妊 室鉢昔去生稽辞 朔逸走蝕税 走蝕幻級奄,
葛寿切人 穿引切税 紫噺差瑛走据, 舌蕉焼・切拭税 据繕, 舌蕉切, 壱敬
切人 砧庚災窒, 艦闘去税 短社鰍税 析斗幻級奄, 発井嘘整, 焼什今什
闘企奪去税 紫噺因賠醗疑拭 曽紫.

煽辞
「蟹税 昔映 楳舛経」(採喰背号・昔映尻姥社 2007 鰍 7 杉)
「壱敬切 娃硲俳」(歳眼増琶, 掻肖狛鋭, 2007 鰍 3 杉)
「発井差走俳税 戚経引 叔探」 (畷煽, 発井重庚紫, 2006 鰍 9 杉)
「社屡昔悌欠鮮引 紫噺奄穣」(畷煽, 楳舛, 2004)
「紫噺差走税 据軒人 引薦」(紫噺左蝿尻姥社, 2004)
「走姥発井庚薦税 重雌縦」(因煽, 疑丞井薦重左紫, 2004)

市民主導型地域福祉のための
社会福祉士の役割

炭谷

茂

財団法人 休暇村協会 理事長
前

環境省

事務次官

１．日本における地域福祉の発展
日本の社会福祉の歴史において地域福祉はどのように発展してきたか
を見る。
(１)近代社会事業の形成
日本の近代社会事業は、１９１８年に発生した米騒動が契機になっ
て大きく発展した。日本の歴史上経験したことのないような圧倒的な
多人数が加わり、全国各地で発生した事件に近代化政策を推進してき
た政府は、日本社会に存在する社会問題の大きさに強い危機感を抱い
た。特に当時の内務官僚は、問題の解決のために有益なことは何でも
実施するという革新的な態度で臨んだ。彼らは、欧米の社会福祉政策
も参考にしている。
大阪府知事林市蔵がドイツの制度を参考に方面委員制度を設けた
のもこの時期である。これは民間人による官主導の地域福祉の始まり
といえる。戦後民生委員に発展し、今日に至っている。
明治時代よりの先覚的な民間篤志家によって実施されていた社会
事業は、増大する社会問題を前に一層活発化、組織化されていったが、

施設福祉サービスが中心であった。
(２)終戦後の社会福祉体制の整備
終戦後貧困者、障害者等の急増に対処するため空襲によって破壊さ
れた社会福祉施設等の再建が急務であった。当時の厚生省社会局官僚
は、ＧＨＱの指示のもと強い意気込みを持って取り組んだ。ＧＨＱで
日本の戦後の社会福祉政策の立案に携わった者は、戦前にアメリカで
ニューデール政策の実施を境に発展したソーシャルワークの影響を
受けており、日本の戦後の社会福祉政策にもその影響が濃厚に出てい
る。当時の政策立案に当たった社会局官僚は、アメリカに渡り社会福
祉の現場で学び、その知識を日本に持ち帰り、日本での活用に努めた。
ＧＨＱは、１９４９年社会福祉体制整備のための６原則を日本
側に示した。これは福祉地区の設定、福祉事務所の設置など市の福
祉行政組織の整備、公私社会事業の責任と分野の明確化、社会福祉
協議会の設置、有給福祉専門職員の養成などに関するものである。
これらの事項は、１９５１年に制定された社会福祉事業法に盛り込
まれているが、ＧＨＱは、アメリカで行なわれている政策を日本に
導入しようとした。これは地域福祉の推進し、今日の社会福祉士の
ような福祉専門職を日本に育てようとしたものである。
日本側は、ＧＨＱの指示のもと社会福祉専門の従事者を養成するた
めの教育機関の設置、今日地域福祉推進の中心機関となっている社会
福祉協議会の全国的整備を急いだ。
しかし、日本人の社会福祉観は容易には変化せず、また福祉サービ
スを提供する現場は戦前と同様の意識や体制が維持された。すなわち
社会福祉は「弱い立場にある者への施し」という考え方である。
制度の一面では戦前アメリカで発展した近代的なソーシャルワー
クの思想が導入されたが、他の面では戦前からの日本的な考え方が
維持されるという木に竹を接いだ状況であった。
例えば、福祉専門職として期待された社会福祉主事は、資格の要
件自体が水準は高いものでない上、その要件さえ満たさない者がか
なりを占めた。

(３)社会福祉制度の整備
児童福祉法を始め順次社会福祉制度は、整備され、１９６４年の母
子福祉法の制定によって今日の福祉六法体制は、完成した。この制定
に当たっては、イギリス等の先進国の制度の状況を調査し、参考にさ
れ、イギリス等の制度が導入された。しかし、老人福祉法のように高
齢者福祉に関する単独法は、世界の福祉法制では例は少なく、日本の
当時の状況に合った制度となるように努められている。
また、例え社会福祉のあり方から望ましいことであっても当時の
日本の国民の福祉観や行政の実態などから導入が難しい先進国の制
度も存在した。
地域福祉の改革の方向を示した１９６８年のシーボーム報告書も
その一つであると思う。シーボーム改革は、それまで対象者別に分離
していた福祉サービスをひとつの社会サービスにまとめ、地方自治体
の行政組織も対象者別に分離独立していたものを社会サービス部と
し、社会福祉サービスの実施は、地域において家庭を対象に１人のジ
ェネリックなソーシャルワーカーが責任を持つという体制で行おう
とするものである。シーボーム改革は、世界の地域福祉の画期的な転
換を導いたと言えるが、日本の行政に対しては大きな影響を与えてい
ない。これは当時の日本は、地域福祉を理解できる土壌がなかったか
らである。
なお１９８７年に社会福祉士制度が制定されている。
２．私の経験から
私は、１９８８年に始めて厚生省児童家庭局母子福祉課長として厚
生省の課長職に就任し、社会福祉制度の企画、実施に責任ある立場に
着いた。以下私の個人的な経験から本論のテーマについて述べてみた
い。
(１)生活保護制度の運営（１９８９年～１９９１年）
社会局生活保護課長に在職したのは、１９８９年から１９９１３年

までの２年間である。当時の生活保護の状況は、経済の好調を受けて
保護率は減少傾向であり、比較的安定した時期であった。
しかし、１９５０年に制定された生活保護法は、その後大きな改正
を経ずに来たため、随所に制度的疲労があった。当時でもイギリス、
フランス、アメリカ等の公的扶助制度は戦後幾度も大きな改革がなさ
れていた。中には制度の名称自体の変更が行われることも珍しくなか
った。日本と欧米との生活保護制度改正への政治的行政的行動の相違
は、興味あるテーマである。私は、国民の生活保護に対する意識、生
活保護費用の国家財政へインパクトなどが反映した結果であると考え
る。
また、当時の生活保護の運営に当たる福祉事務所は、発足時の思い
どおりには進展していなかった。
郡部福祉事務所は、生活保護の運営が主たる業務になっていたため、
障害者、高齢者、児童等他のサービスについての体制、専門技術知識が
脆弱であった。生活保護受給者は、様々なニーズを持っているので、現
金給付と合わせて専門的な福祉サービスの提供をアレンジして自立を
促進することが福祉事務所の重要な役割であるが、これは十分には達成
できる環境ではなかった。
また市部福祉事務所は、独立した専門サービス機関としては発展せず、
通常の福祉行政機関と一体的に運営される市が、多かった。つまり市の
福祉部長が福祉事務所長を兼ね、福祉事務所としての業務は福祉部で担
当する形態で、いわば福祉事務所は名存実亡であった。
一方福祉事務所のケースワーカーは、要求される社会福祉主事の資格
を満たしていない者が多かった。ケースワーカーの人事は、福祉事務所
の業務の状況をあまり考慮されず、都道府県ないし市としての全体の中
で行なわれ、これまで福祉の仕事を全く行っていない者が、ケースワー
カーに任じられることも稀ではなかった。
そもそも福祉事務所が設置されて以来、本来期待されたようなソー
シャルワークが実施されなかった。これは育てる土壌がないところに
制度のみを導入した結果であろう。ケースワーカーは、日々の保護の
開始・廃止、保護費の計算の業務に追われ、現場における被保護者へ
の支援サービスを行う余裕が乏しかった。ケースワーク技術の蓄積も
行政分野では進んでいなかった。

そこでこの問題の解決の一助として研究者、都道府県・市のケース
ワーカーの協力を得てケースワーク事例集を製作することにした。障
害者、高齢者、児童、中国残留孤児などテーマごとに検討委員会を設
置し、現実の事例をもとにあるべきケースワークを検討して順次それ
ぞれ１冊の本として出版していった。完成するまで２年程度の時間を
要したが、厚生省としては始めての大規模な取り組みであった。
私の狙いとしては、厚生省としてケースワークの重要性を示す一方、
ケースワーク技術の蓄積・進歩にあった。
生活保護受給者をはじめ日々の生活を送っていく上で障害を有する
者は日本社会には多い。当時の日本の社会福祉制度は他の先進国と遜
色のない水準になっていたにもかかわらず、制度の谷間に落ちたりし
て適切な援助が受けられない者が少なくなかった。
これらの事例に対する施策としてヒントになったのは、１９８２年
に発表されたバークレイ報告書である。この報告書では地域の問題を
解決するためにコミュニティソーシャルワークの考え方を提示してい
る。
そこで大橋謙策先生（現日本社会事業大学学長）に委員長をお願い
して谷間に埋もれているニーズを地域ぐるみで解決する施策を検討す
る委員会を設置した。ここでの検討結果をもとに生活保護制度の周辺
の問題を解決するため、全額国の予算で市町村社会福祉協議会に生活
を支援するための専門職員を置き、既存の制度では援助できない問題
に対処する事業を全国数箇所でモデル事業を実施し、相当の効果を実
証することができたと思う。地域福祉の先進的事業であるが、担当者
の異動などによりこの事業は永続をしていない。
(２)社会福祉基礎構造改革の取り組み（１９９７年～２０００年）
１９９７年から２０００年まで厚生省社会・援護局長として社会福
祉全般を所管する立場の職に就いた。この際私が、最優先の課題にし
たのは社会福祉基礎構造改革である。
この考えを持つに至ったのは、１９９０年６月の福祉八法改正の時
である。当時イギリスでは１９８８年にグリフィス報告書が発表され、

これを実施するため１９９０年 6 月に「ＮＨＳおよびコミュニティケア
改革法」が成立している。福祉八法が成立した同月である。しかし、両
者の法律の内容に大変大きな差に注目せざるを得なかった。福祉八法は、
高齢者や障害者の福祉サービスの提供を住民の身近な行政組織で施設、
在宅サービスを一体的実施することを主な狙いとした。これは極めて重
要な改正ではあったが、イギリスでの改革は、地域福祉の見地からは日
本のかなり上に行くものであった。
現在世界の社会福祉の状況は、類似し、政策も共通化している。イ
ギリスでのコミュニティケア改革も日本にも同様に適用できる部分が
少なくない。コミュニティケア改革は、地方自治体での福祉サービス
購入者としての機能と提供者としての機能を分離することによる福祉
サービスの質と効率の向上、ケアマネージメント手法の導入による利
用者のニーズへの適格な対応、コミュニティケアの充実などを狙いと
し、コミュニティケアの理念として利用者の選択権、独立性、発言権
を重視した。
社会福祉基礎構造改革ではイギリスのコミュニティケア改革の実施
状況も参考にしつつ、戦後長く抱えて来た日本の社会福祉において根
本的な問題点を解決することを基本的な狙いとした。
第１に、社会福祉の中核に人権をしっかりと据え、利用者が福祉サー
ビスを選択、利用できる制度とすることである。それまでの社会福祉は、
措置制度と称され、都道府県などの役所が、対象者の福祉サービスの必
要性の有無と受ける福祉サービスを決定し、対象者に指示するという仕
組みであった。これでは利用者の福祉サービスを受ける権利や福祉サー
ビスを選択する権利が認められていなかった。
第２に、福祉サービスの質を向上させ、量、メニューを増大させるこ
とである。福祉サービス利用者が選択できる権利を得たからといって選
択できるサービスが十分に揃っていなければ意味がない。事実当時は障
害者施設のない市町村は少なくなかった。福祉サービスを選択する仕組
みを取り入れることによって質の向上に寄与した。
第３に、地域福祉を確立させることであった。
日本では１９７０年代後半ごろから地域福祉に対する関心が高まっ
た。高度経済成長から低成長に変わり、住民の意識は、自分たちの身近
な生活に向いていった。高齢化が徐々に進み始め、援護を要する高齢者

は、増加し始めた。そこで大都市を中心に地域福祉政策の樹立に着手し
た。住民の中には高齢者在宅サービスなどの実施のための自主的な組織
を結成した。地域福祉は、地方レベルでは確実に進展していった。
しかし国レベルの法的な整備は長くされなかった。この理由としては、
地域福祉は、地方自治体が主体となって取り組むべきことであるという
原則論のほかに、社会福祉行政が許認可や財政援助を行政ツールとして
実施されて来たため地域福祉のようなソフトなツールに対する理解が
容易でなかったことが挙げられる。
社会福祉基礎構造改革では、社会福祉協議会を地域福祉推進の中心組
織とすること、地方自治体が地域福祉のための計画を策定することなど
盛り込まれた。
このため、従来社会福祉事業の提供について規定していた社会福祉事
業法を利用者に関すること、地域福祉に関することも規定するため法律
の名称を社会福祉法と改めるとともに法律の目的に明確にこの旨が規
定された。
社会福祉サービスの質の向上や地域福祉の確立のためには社会福祉
サービスの従事者の質の向上が極めて重要である。中でも社会福祉士が
重要である。このため社会福祉士の養成施設のカリキュラムを人権の重
視、援助技術の向上などの見地から見直しが行なわれた。
また、この政策検討過程においては一般国民、福祉サービスの利用
者や提供者の意見を最大限取り入れることを前提として進め、関係団体
との意見交換は、１５０回を超えた。この中には日本社会福祉士会も含
まれていた。私は、当時会長だった杉村さんに社会福祉基礎構造改革の
成否は社会福祉士が握っていることを説明し、日本社会福祉士会も積極
的な協力を惜しまなかった。

３．今後の市民主導型地域福祉と社会福祉士の役割
社会福祉基礎構造改革を実施するための社会福祉法は、２０００年６
月に公布された。次の私の課題は、生活保護制度の見直しであった。社
会福祉法の国会審議においても大きな論点であった。そのためまず生活
保護受給者を中心とする社会的に弱い立場にいる者の状況の把握、対策
の現状と今後の政策のあり方を検討することにした。

このため阿部志郎先生に座長をお願いして２０００年７月に「社会
的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」を
設置した。この検討会の報告書は、厚生省が新省に統合する前月に出
されたが、ソーシャルインクルージョンの理念を基本にしている。
現在でもヨーロッパでは貧困者、失業者、ホームレス、外国人、薬
物依存の者などが地域社会から排除される存在になっている。これに
よってヨーロッパ社会が築いて来た地域社会は崩壊されつつある。こ
れに危機感を持ったヨーロッパ各国やＥＵは、ソーシャルインクルー
ジョンの理念を掲げ、具体的な政策を打ち出し、強力な政治的リーダ
ーシップのもとで実行に移されている。伝統的な社会福祉政策の枠に
収まらず、国家政策全般に及んでいる。
日本の近年の社会状況もヨーロッパと類似している。ホームレス、
被差別部落、刑余者、外国人等に対して社会的排除が存在し、目立つ
ようになったものもある。ただヨーロッパとは異なり、暴力の伴うも
のは少なく、隠然とした形態である。また、孤独死、自殺、引きこも
り、不登校、児童虐待、ＤＶなどは、社会的な孤立が背景にあるのは
日本の特徴と言える。さらにこれらの問題が近年の貧困層の沈殿と増
大と結び付いていることにも注意する必要がある。
そこで今後の社会福祉政策の基本的方向の一つとしてソーシャルイ
ンクルージョンの理念に基づく政策の推進があると思う。
ソーシャルインクルージョンは、社会的排除に対抗して排除されよ
うとする人を地域社会に包含しようとするものである。ノーマライゼ
ーションと共通する思想であるが、条件や環境の整備に止まらず、動
的な対応をすることに特徴がある。またまちという面で住民参加によ
る取り組みが重要である。この点で今回のテーマである市民主導型地
域福祉を積極的に実施していくことが、ソーシャルインクルージョン
の理念と完全に一致している。
ソーシャルインクルージョンは、掛け声だけの単なる啓発教育活動
では実現は覚束無い。このために欠くことできないことは、従来の社
会福祉サービスに加えて第１に、就労である。人は働くことによって
地域社会と結びつく。働くなかで色々な人と知り合う。
しかし、日本では障害者、高齢者、ニートなどの若者などに対して一
般企業は雇うことに積極的でない。社会福祉法制度による授産施設での

受け入れも不十分である。そこで活用しなければならないのは、ヨーロ
ッパで普及しているソーシャルファームである。イタリア、ドイツ、イ
ギリス等ヨーロッパではすでに１万社以上のソーシャルファームが設
立され、障害者の就労に大変効果を挙げている。
そこで私は、日本で２千社を作る運動を始めている。有機農法、リサ
イクル、園芸など地域に合った仕事を用意し、障害者、高齢者、ニート
等の若者の就労の場所を作っていきたい。
この場合社会福祉士の役割が重要である。障害者等の状態を適格に把
握し、障害者に合った仕事の内容と仕方を考えることに一番適切な者は、
社会福祉士である。イギリスでの経験から言えば、ソーシャルワーカー
がソーシャルファームの経営を行うと失敗することがあるという。ソー
シャルワーカーにも経営的感覚と知識が求められる。
このほか住まい、環境、コミュニケーション、芸術やスポーツ等の余
暇活動などが重要である。
従来の社会福祉士が得意としてきた分野もある。例えば重症心身障害
児とのコミュニケーションである。彼らは通常の言葉を発することが出
来ない場合がある。でも何かを訴えている。身体全体からの発信で受け
止め、対応する。訓練を積んだ社会福祉士であればできるはずである。
住まいは、日本の社会福祉制度では一般的に範囲外としている。これ
で良いのだろうか。欧米では住まいは、社会福祉の重要な位置を占め、
国の支出額も多い。日本の社会福祉士も大きな関心を抱いている。日ご
ろの業務から住まいの大切さを認識している。社会福祉士の業務として
環境上の障害への援助を掲げているが、主に住まいによって生じる問題
を指している。
環境、芸術、スポーツなどは既存の社会福祉政策の体系に収まらない
ものが多いだろう。しかし、今後の社会福祉の問題を考える上でいずれ
も必要になってくる事項であると思う。社会福祉士も住民の立場に立て
ば、これらへの取り組みが強く求められる。
日本の社会福祉士は、今日岐路に立っている。社会福祉士の大半は、
折角持っている専門的知識、技能を発揮できずにいる。苛立ちを隠さな
い。この見地からの処遇も不十分である。市民主導型地域福祉を活性化
させ、日本においてソーシャルソーシャルインクルージョンを発展させ
るためには社会福祉士の活躍が絶対に必要になっている。

プロフィール
炭谷

茂（すみたに・しげる）

財団法人
前

休暇村協会

環境省

理事長

事務次官

学歴
東京大学

法学部

経歴
1969 年
1995 年
1997 年
2001 年
2002 年
2003 年
2006 年
現在

厚生省(当時。以下同じ)に入る
厚生省各局、自治省、総務庁、福井県、在英大使館一等書記官
厚生省国立病院部長
厚生省社会・援護局長
環境省官房長、地球環境局長
総合環境政策局長
環境事務次官に就任
退任。環境省顧問。
国家公務員としては主に福祉、環境、医療分野に従事した。
（財）休暇村協会理事長、（財）地球・人間環境フォーラム理事長、
国立大学法人山口大学理事、創造学園大学特別客員教授、
損保ジャパン環境財団理事、（福）朝日新聞厚生文化事業団評議員。
法政大学、長崎国際大学大学院、高岡法科大学、帯広畜産大学、
日本大学で社会福祉学、医療論、環境論、環境福祉論の講義を担当。
環境福祉学会副会長、日本ソーシャルインクルージョン推進会議代表、
日英高齢者・障害者ケア開発協力機構日本委員会副委員長、
人権文化を育てる会代表世話人等として、貧困地域のまちづくり、ホ
ームレスや刑余者の社会復帰への支援、障害児・者への援助、障害者、
高齢者や引きこもり、ニートなどの青少年の働く場づくり、環境教育、
アスベスト対策などの社会貢献活動に従事。

著書
「私の人権行政論」（部落解放・人権研究所 2007 年 7 月）
「高齢者看護学」（分担執筆、中央法規、2007 年 3 月）
「環境福祉学の理論と実践」（編著、環境新聞社、2006 年 9 月）、
「ソーシャルインクルージョンと社会企業」（編著、ぎょうせい、2004）
「社会福祉の原理と課題」（社会保険研究所、2004）
「地球環境問題の新常識」（共著、東洋経済新報社、2004）

《鳶 確 巨 什 朕 芝》
《パネルディスカッション》

爽肯 爽亀莫 走蝕差走
住民主導型地域福祉

人陥 塘獣焼徹
和田 敏明
析沙 欠汽欠俳据企俳 嘘呪／企俳据 爽績
ルーテル学院大学 教授／大学院 主任

緑色

中扉

爽肯 爽亀莫 走蝕差走

人陥

塘獣焼徹

析沙 欠砺欠俳据企俳 嘘呪
企俳据 曽杯昔娃尻姥引 紫噺差走俳穿因 爽績

1.紫噺差走狛(瑾 12 鰍)
●1 繕鯉旋拭辞 穿歳醤税 紫噺差走澗 走蝕差走研 奄沙旋 穿鯵号狽戚
虞壱 馬澗依聖 項縛陥
●3 繕拭辞 差走辞搾什税 奄沙戚割精 鯵昔税 糎畳税 左政人 切験走据
戚陥
●4 繕走蝕差走税 蓄遭
①走蝕差走鎧遂拭 淫背辞 差走辞搾什研 琶推稽馬澗 走蝕差走爽肯
戚 走蝕紫噺研 姥失馬澗 析据生稽辞 析雌持醗聖 井慎, 紫噺, 井
薦, 庚鉢 益須 乞窮歳醤税 醗疑拭 凧亜馬澗 奄噺亜 爽嬢走亀系
廃陥
②戚君廃蓄遭, 掻宿呉獄, 走蝕爽肯, 紫噺差走研 鯉旋生稽馬澗 紫
穣聖 井慎馬澗紫寓 貢 紫噺差走拭 淫廃 醗疑聖 馬澗 紫寓精 辞
稽 漠径馬食 走蝕差走税 蓄遭拭 葛径馬走 省生檎 照吉陥

２．薦亀旋 差走辞搾什税 走蝕走狽
●壱敬切去戚 拝呪赤澗廃 切重戚 斥寿廃 走蝕引 亜舛拭辞 持醗聖 拝
呪赤亀系 辞搾什税 走蝕鉢亜 映政 鞠壱 赤陥. 走蝕拭 税糎馬澗 端

薦亜 琶推
●鯵硲左蝿薦亀 – 走蝕腔鐸莫辞搾什税 但竺
●税戟薦亀鯵舶 – 仙澱税戟税 蓄遭
●舌蕉切切験走据狛 – 舌蕉切税 走蝕拭辞税 切験
●舛重舌蕉切 – 走蝕持醗拭税 戚楳

３．走蝕拭 赤嬢辞 差走引薦
●映軒徴背 俳企 - 亜舛鎧賑径
社搾切杷背 壕薦
●壱験 – 壱験紫 砧庚災窒
●照宿  照穿 – 仙背鉦切

４．照宿馬壱 走蝕拭辞 闇悪馬惟 持醗背 亜奄 是背辞
1) 刊姥虞亀 琶推拝凶 疏精 差走辞搾什研 襲惟 戚遂拝呪 赤惟廃陥
●陥丞廃 辞搾什 因厭爽端拭 税背 陥丞廃 辞搾什雌眼, 舛左薦因
●走蝕差走映軒針硲紫穣  失鰍板胃薦亀
●災幻背衣紫穣
●辞搾什 舛左税 因妊, 辞搾什 汝亜紫穣
2)蟹戚亜 級嬢亀 舌蕉亜 赤嬢亀 左搭税 爽肯獣肯生稽辞 走蝕拭辞
持醗拝呪 赤亀系 廃陥
●析雌持醗映拭 走蝕腔鐸莫税 差走辞搾什
●走蝕拭 尻紗旋 差走辞搾什端域
●紫噺凧亜
3)舌蕉葛昔焼疑税 唖 歳醤研 曽杯鉢馬食 因政辞搾什鉢敗引 疑獣拭
左闇税戟差走辞搾什人 持醗発井辞搾什税 淫域研 故壱 匂胤旋辞
搾什研 叔薄廃陥
●乞窮 獣奪拭 差走税 獣繊聖 閤焼級昔陥
●郊軒焼板軒 政艦獄屡巨切昔
●差走税 原聖 幻級奄

4)紫噺旋壱験, 壱偽, 紫噺旋 壕薦去拭税 企坦
●走蝕紫噺拭 赤嬢辞 「尻衣」税 仙姥逐
●砧庚災窒森号, 爽暗舌社 幻級奄 – 幻害税 闇悪 詞荊税 穿督
5)因糎因持税 差走庚鉢研 亜遭 走蝕幻級奄 … 差走朕溝艦銅幻級奄
●戚人旭精 差走亜 「走蝕差走」
●爽嬢遭 差走亜 焼艦虞 乞砧亜 敗臆 幻球澗 差走
●幻級奄, 税走, 降穿獣鉄, 燃採馬惟 背亜澗依戚 掻推

５．走蝕差走鉢 差走朕溝艦銅
紫寓引 紫寓税 淫域, 朕溝艦銅亜 亜走澗 差走税 毘
艦球, 庚薦税 督焦, 降胃廃陥
胡煽 析獣旋企誓, 延厭企誓聖 廃陥
舛重旋昔 税走
持醗走据
舛左穿含
左硲
辞搾什人税 尻衣, 辞搾什研 姶獣
楳舛, 穿庚奄淫, 穿庚送引税 尻衣
淫宿赤澗醗疑, 辞搾什拭 凧亜研 映廃陥
醗疑聖 敗生稽潤 庁寿背 遭陥. 俳柔聖 廃陥. 税縦, 殿亀亜 痕廃陥

６．差走 朕溝艦銅
差走 朕溝艦銅幻級奄税 姥端旋 蓄遭号狛
●差走辞搾什研 奄段稽 兜壱 辞搾什幻級奄 錘慎拭 戚遂切, 亜膳,走
蝕爽肯, 切据裟紫切, 弦精 穿庚亜舘端税 凧亜漠径聖 姥馬澗 掛
闘趨滴 幻級奄研 蓄遭
●戚依聖 搭馬食 凧亜切税 税縦引 殿亀税 痕遂聖 伊塘廃陥

７．切据裟紫切獣肯醗疑, 爽肯醗疑税 亜帖人 亜管失
●紫寓引 紫寓税 淫域研 株食 紫噺税 昔尻聖 悪鉢廃陥
(昔娃生稽辞 詞焼亜澗汽 琶推廃依)
●紫寓級税 因姶径聖 株食 廃紫寓 廃紫寓税 糎畳聖 社掻備馬澗 号狽
生稽 紫噺研 幻級嬢娃陥
(陥献紫寓税 嬢形崇拭 壱搭聖 持唖馬食 謝聖 鎧耕澗 因姶径)
●歯稽錘 紫噺旋亜帖人 左寓聖 詞形 葛疑奄噺研 但繕馬壱 刊姥虞亀
切重聖 亜走澗 紫噺研 幻窮陥
(廃紫寓 廃紫寓戚 亜走澗 毘聖 降番馬壱 紫噺税 弦精 庚薦背衣拭
企坦廃陥)
●紫寓級拭惟 叔薦稽 端蝿聖 奄鋼生稽廃 紫噺俳柔税 奄噺研 薦因馬
壱 紫寓級税 庚薦背衣径聖 株昔陥
(切重級戚 奪績聖 亜走壱 紫噺辞搾什, 醗疑聖 楳馬澗析稽, 走縦
舛左幻生稽澗 条聖呪蒸澗 弦精 析聖 俳柔, 楳舛噺紫 績巷税 株
精坪什闘紫噺研 郊菓陥)
●紫噺税 繊遭旋昔 降穿聖 仙男廃陥
(獣奪, 薦亀鉢鞠嬢 赤走省澗 節仙旋 紫噺庚薦拭 匙献鋼誓聖 馬食
薄仙鉢 獣徹壱 背衣税 号狛聖 幻球澗 析稽)
●切晴切帖税 奄燃引 爽壱 閤澗 走駁研 株食 亜管廃 紫噺研 幻級嬢
娃陥
(紫寓級戚 働奄研 降番馬壱 矧吉号狛生稽 庚薦拭 企誓馬澗 走駁研
徹錘陥)

切据裟紫切獣肯醗疑税 原掴闘税 溌企
奄穣室滴斗

楳舛室滴斗

漠疑井杯

沙維旋昔 紫穣鉢
朕溝艦銅搾走革什
獣肯坤団

漠疑井杯

穿庚旋奄管引 井
蝿聖 亜遭紫寓級

管径鯵降醗遂
莫税 沙維旋醗疑

政雌搾慎軒税 醗
疑(爽肯凧亜莫去)

醗疑税 析採紫
穣鉢, 政雌鉢
原聖幻級奄
拭税 凧塙

雁紫切錘疑,
漆覗拍覗莫醗
疑 【切重税 庚
薦】

庚薦税 因政
伸鍵醗疑
俳柔嘘嫌奄噺

沙維旋俳柔,
切維
昼究去澗蝕
鯵降税 走狽

巷雌莫醗疑
引税
什
鉢

嘘嫌 暗繊莫 醗
疑 , 原聖幻級 奄
醗疑 【 軒級税
庚薦】

食亜

暗

析鋼旋昔 切
据裟紫切醗疑

覗拍覗
人 原聖幻
級奄醗疑
引税 清杯

８．「照宿馬壱 走蝕照拭辞 切奄岩惟 詞焼亜壱 粛陥」
艦球研 薦亀稽 馬澗 依精 巷軒
●楳舛, 亜舛, 鯵昔幻税 毘生稽澗 廃域亜 赤陥
●紫噺, 朕溝艦追戚芝税 毘聖 仙姥逐馬澗 析戚 琶推
●壕薦馬走省澗 差走, 薦亀拭辞 壕薦吉 紫寓聖 紫噺,朕溝艦銅亜 姥
失据税 廃紫寓生稽辞 閤焼級昔陥
●薦亀須税 持醗艦球, 薦亀紫戚拭 赤澗 艦球, 偽験壱偽聖 閤焼級食
企誓
戚人旭精 朕溝艦銅澗 旋陥

陥献紫寓税 因賠

穿庚旋奄管引 井蝿
醗遂税 走狽
析稽辞澗 拝呪蒸澗
析税 叔薄

獣肯紫穣拭税 穿鯵

９．杖閏戚 左戚澗 「析雌持醗映蝕」拭 繕送 幻級奄
● 薦亀旋昔 辞搾什人 昔匂原廃 走蝕差走醗疑引 限粕 税走馬澗 端薦 幻級奄
● 爽肯, 切帖噺, 因肯淫, 切据裟紫切, NPO, 俳嘘, 雌繊, 督窒社, 奄穣去戚 凧
亜廃 弦精醗疑

● 原聖噺, 切帖噺去税 走尻莫繕送引 切降旋繕送税 漠疑聖 蓄遭廃陥

１０．唖走税 弦精 走蝕差走醗疑 益 号狛税 紫景
1)朕溝艦銅漠税噺拭辞 切帖噺, 切据裟紫切舘端亜 漠疑
●切帖噺税 毘精 繕送径, 舛左穿含径, 切榎径, 悦鍵拭辞 走据
●切据裟紫切税 毘精 楳疑径, 穿庚失税 逐旋, 但繕径, 韻蝕醗疑
2)原聖噺拭辞 切据裟紫切採
●原聖噺 尻杯噺拭辞 切据裟紫切採舌
韻蝕税 切据裟紫切 益血
走蝕 切据裟紫切湿斗
●唖原聖噺拭亀 切据裟紫切採舌 1 原聖噺紺稽 走蝕 切据裟紫切益血聖
繕送

(亜管廃 廃 線精 嬢袴艦級)

差走是据 – 40 室企拭 1 誤
3)切帖, 差走, 号鉢税 3 是 1 端
●原聖噺醗降 – 繕紫衣引澗 弦精紫寓戚 走蝕引 淫域亜 費酵敗戚 歳
誤馬惟
●薄仙税 醗疑税 醗失鉢 獣徹壱 尻呪研 悪鉢 庚薦艦球降胃径狽雌,
督焦, 雌眼税 端薦, 穿庚奄淫税 凧亜
4)因肯淫引 走姥紫漠戚 漠疑
仙背獣 走蝕税 亀崇拭 税廃 企坦
●舌蕉切拭惟澗 楳舛拭辞 採店馬澗 畷走
壱敬切澗 走蝕拭辞 採店廃陥
「採店噺据」「是店噺据」去系

汝雌獣採斗税 淫域幻級奄, 焼戚級亀 凧亜馬食

走蝕仙背 走亀 幻

級奄
5) 雌繊亜
●嬢鍵戚韻舌聖 鳶繊廃 雌繊聖 鯵繕馬食 醗遂
刊姥虞亀 習壱, 戚遂拝呪赤壱 袴弘呪赤澗 舌社研 雌繊亜税 鳶繊生
稽廃 雌繊聖 醗遂馬食 尻陥
●雌繊亜税 雌繊聖 鯵繕馬食 詞荊, 汽戚辞搾什研 叔獣
●雌繊亜拭 舌蕉切亜 錘慎馬澗 雌繊聖 幻窮陥
6)持至醗疑莫
●廃域採喰聖 醗奄託惟 切重級税 社搾遂税 持至弘薦因 照宿, 照穿,
被耕, 古径旋
●匙献掛闘趨滴鉢 亀獣人 引紗走蝕税 析雌旋嘘嫌
●採喰税 乞窮 爽肯戚 蝕醗聖 亜走壱 闇悪馬惟
●呪脊戚 吉陥
●壱敬切, 舌蕉切税 持至醗疑
7)嘘姥差走是据噺
●肯持是据聖 徹督謝生稽 220 誤税 差走是据引 150 誤税 切据裟紫切
●耕艦汽戚辞搾什(肇切辞 須窒逸空廃紫寓 薦 2,4 呪推析)
●切橿嘘整 詞荊(薦 3 呪推析)
●詞荊政酔(爽肯 薦 3 榎推析)
●亜虞神追嘘叔, 原洗嘘叔
●差走巷譲戚窮走 雌眼但姥(古爽 呪推析)

１１．走蝕醗疑拭辞 壕随繊
①暗繊, 切榎税 溌左, 紫噺切据税 醗遂, 但繕旋 醗疑五敢
②域塙, 蓄遭, 錘慎, 汝亜去 乞砧税 引舛拭辞 爽肯戚 掻宿 – 爽肯爽
端
③蝕醗歳眼 – 廃紫寓税 蝕醗, 走尻繕送引 切降旋繕送税 漠疑
④薦亀旋 辞搾什人 爽肯醗疑税 漠疑

小地域ネットワーク活動とは
社走蝕掛闘趨滴醗疑戚空
K 獣税 叔探紫景拭辞
K市の実践事例から

訪問チーム

嘘 姥 舛 景 噺 税 (鋼 舌 ,肯 持 是 据 ,走

１班に２～３チーム

校区定例会議（班長、民生委員、地
姥 紫 漠 績 据 ,獣 紫 漠 送 据 , 琶 推 拭
区社協役員、市社協職員、必要に
企廃 淫域奄淫穿庚送)
杉 1 噺鯵置
応じて関係機関専門職）
月1回開催
号 庚 奄 系 薦 窒 ,舛 左 嘘 鉢 , 追 什 伊
塘,
訪問記録提出、情報交換、ケース
蒋生稽税 企誓拭伊塘
検討、今後の対応の検討
琶推拭 企廃 辞搾什奄淫去拭 尻
必要に応じてサービス機関等につ
衣
なぐ
１小学校区に平均9.5班

班

定期訪問､声かけ訪問
舛奄号庚,照採溌昔号庚,
家事支援
亜紫走据
縦 紫食事づくり､洗濯､掃除､買物
幻 級 奄 ,室 店 ,短 社 ,舌 左
奄 介護支援
散歩､通院付き添い、洗髪､清拭､
鯵硲走据
爪切り、話相手
至 左 ,搭 据 走 据 ,袴 軒 姶 奄 奄 ,
【利用者のタイプ】
鯉水,謝悼猿奄,戚醤奄雌企
A元気だが閉じこもりがち、時々
【戚遂切税
紺】
病気にかかる。夫婦の場合は片
A 闇悪馬走幻
砧庚災窒鞠奄襲
方が病気がち【月1～2回の訪
陥 問】
亜 懐B病気がち、身体が弱っている
佐拭 杏鍵陥, 採採税
井 酔【週１～２回】
澗 廃楕戚 佐拭杏軒奄
襲陥C病気がちであると同時に種々
【杉の家事･介護等に支障を来たし
1～2 噺税 号庚】
B 佐ている【週３回以上の訪問】
拭 杏軒奄 襲陥 倖戚 鉦
背然陥.【爽 1～2 噺】

1043社協(46.4％)で取り組み
1043社協(46.4％)で取り組み
活動対象
活動対象 880,529人
880,529人
訪問回数618万回/年
訪問回数618万回/年
担い手
36万人
担い手 36万人
（平成17年４月）
（平成17年４月）

校区

社走蝕掛闘趨滴尻喰噺(号庚得
小地域ネットワーク連絡
税 切据裟紫切亜 凧亜)
会（訪問チームのボラン
号庚獣税 壱敬切雌殿税 左壱,
ティアが参加）
督焦. 醗疑雌伐税 左壱.
訪問時の高齢者様子の報告、
琶把握。活動状況の報告。
推廃井酔, 陥献辞搾什人税
尻域税
伊塘.
必要な場合、他サービスとの
歯連携の検討。
稽錘走据聖 琶推稽馬澗 紫
新たに支援を必要とする人
寓税
伊塘,
の検討、ネットの組み方の検
掛闘税
促績歯伊塘
討

１２．走蝕差走醗疑聖 蓄遭馬澗 端薦
●督焦馬澗 端薦 – 差走是据, 肯持是据焼疑是据
●左硲走据馬澗 端薦 – 悦鍵醗疑, 酔蕉号庚, 切据裟紫切醗疑
●幻蟹澗 端薦 – 紫荊, 滴郡, 嘘嫌醗疑
●漠疑馬澗 端薦 – 覗熊幡莫
●醗疑蓄遭税 端薦 – 走蝕域塙, 昔仙降閏, 暗繊溌左, 切榎幻級奄

「幻害税
闇悪詞荊」戚空
｢ふれあい･いきいきサロン｣とは
昔娃淫域
人間関係の
噺差政走
回復・維持

利用者

利用者

ボラン
ティア

ボラン
ティア
その他
の人

サロン
地域社会

「走蝕聖 暗繊生稽 爽肯昔雁紫切人 切据裟紫切亜 漠疑馬食 奄塙聖 馬壱,
• 「地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、内容を
鎧遂聖 衣舛 敗臆 錘慎背亜澗 荘暗錘 庁姥幻級奄 醗疑
決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」
壱敬切,舌蕉切,焼戚級聖 亜遭 採乞 ⇒ 「幻害税 焼戚級嘘整税 紫荊」戚
• 高齢者、障害者、子育て中の親
⇒「ふれあい子育てサロン」という名称も
空 誤暢亀
• 活動は自由に考える。ノンプログラム形式も。
醗疑精 切政罫惟 持唖廃陥. 轄覗稽益轡莫縦亀
• 開催場所は、自宅、公民館等公共施設、空き教室等々。
鯵噺舌社澗,
切澱, 因肯淫去因因獣竺, 朔嘘叔去去

1615社協(71.8％)で取り組み
1615社協(71.8％)で取り組み
39,496ヵ所
39,496ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
子育て家庭
3,337ヵ所
子育て家庭
3,337ヵ所
精神障害
119ヵ所
精神障害
119ヵ所
（平成17年４月）
（平成17年４月）

紫荊税 昔娃
サロンの人
淫域研 切澱
生稽
間関係を自
宅に戻っても
機能
奄管
z人
間関係づくり→
昔娃淫域幻級
地 域 でも(知 り 合い
奄→
の知り合い)
走
蝕拭辞亀(走
z見
守 り走昔)
→地域でも
昔税
（来ない場合は訪
左詞破→走蝕
問）辞 亀 ( 神 走 省
拭
z相談、連絡調整機
澗井酔澗 号庚)
能
雌眼,尻喰繕舛
z来ない人への注目
奄管
（見守り）
神走省澗紫寓

拭税 爽鯉(左詞
破)

１３．幻害税 闇悪紫荊
働臓
●重痕税 走蝕拭辞
●壱敬切人 走蝕爽肯, 切据裟紫切亜
●漠疑馬食, 奄塙, 鎧遂聖 衣舛, 漠疑馬食 錘慎
●社昔呪, 窒脊切政
●荘暗錘獣娃 左鎧奄
●庁姥幻級奄, 紫寓引 紫寓税 尻衣幻級奄
●乞戚澗 紫寓 乞砧亜 爽蝕, 紫荊拭 税背 紫荊聖 政走馬壱 赤陥
反引
①荘暗崇左寓紫噺凧亜
②巷軒蒸戚 倖聖 崇送昔陥
③旋雁廃 舛重旋切駅
④闇悪引 慎丞聖 税縦馬澗 柔淫聖 亜遭陥
⑤持醗税 添径
⑥砧庚災窒 蒸証

凧亜切拭惟 溌昔吉 反引(醤原酔帖薄紫漠醤原酔帖薄験企俳繕紫)
「姥端旋反引」
●巷軒蒸戚 倖聖 崇送食 闇悪引 慎丞拭 淫背辞 税縦馬澗 柔淫戚赤
嬢 鯵硲森号拭 淫域廃陥
「舛重旋昔 反引」
●旋亀廃 舛重旋切駅戚 鞠嬢 持醗拭 添径戚赤嬢 左寓戚吉陥
「紫噺旋反引」
●壱験砧庚災窒税 号走亜鞠嬢 紫沿税 舌社亜鞠壱 舛左嘘発舛左
薦因税 舌社亜鞠嬢 持醗拭 亀崇戚吉陥
○是税 嬢汗依戚窮走 凧亜奄娃戚 2 鰍戚雌鞠檎 反引亜 株焼遭陥
陥丞廃 醗疑
●昔走装 壱敬切亜 凧亜拝呪 赤澗 紫荊
●切橿嘘整 紫荊
●舌蕉切 紫荊
●因持莫 紫荊
●雌竺莫 紫荊
●紫嘘莫 紫荊
●穿厩拭 4 幻鯵社(瑾 17 鰍 4 杉 1 析)
●80%亜 壱敬切研 企雌生稽 廃 紫荊
掻宿呉獄税 陥丞鉢
●切据裟紫切舘端
●葛昔滴郡
●肯持是据焼疑是据
●原聖噺, 切帖噺
●走蝕紫漠
●雌繊亜
●紫噺差走獣竺

●NPO, 持醗漠疑繕杯
●企俳, 壱嘘
●税戟奄淫

社走蝕差走醗疑税 什怒飾
1970
鰍企
板鋼

縦紫辞搾什

左詞破降胃督焦

社走蝕掛闘趨滴醗疑

「穿庚送拭
尻衣」馬澗
依戚 掻宿

持醗走据

醗疑税 穿督燕

縦紫辞搾什

左詞破降胃督焦

社走蝕掛闘趨滴醗疑
1980
鰍企
穿鋼
1990
鰍企
穿鋼

爽肯凧亜莫仙澱差走辞搾

持醗走据
昔娃淫域噺差政走

爽肯切重税
持醗走据税
毘戚 装亜
昔娃淫仮拭
税
毘税 溌昔
政尻廃 鯵紺
走据税 叔薄

幻害税 闇悪 紫荊
鯵紺雌眼繕舛
醗疑幻級奄走据

切肯切重税
繕舛管径

繕送娃尻喰繕舛

推据繕切
人走蝕引
税 尻衣幻
級奄
原聖幻級奄醗
疑戚政走鞠澗
差走醗疑

推据繕紫税
鯵混走据
走蝕紫噺爽肯拭税
廃
差走醗疑
原聖幻級奄醗疑

推据繕切走据
聖 搭廃差走引
薦拭税 督焦

「差走稽
原聖幻級奄」

１４．走蝕腔鐸莫辞搾什税 但竺
走蝕腔鐸莫 辞搾什税 但竺
推鯵硲切税 斥寿廃 走蝕拭辞 持醗聖 政走馬奄 是背辞 亜猿錘 獣舛談
拭辞 薦因鞠澗析戚 旋雁廃 辞搾什政莫(=走蝕腔鐸莫辞搾什)研 但竺廃
2. 走 蝕 舘 是 稽 旋
舛廃辞搾什奄鋼舛
搾獣舛談(戚依聖希

1:A 獣税 爽肯幻戚
戚遂亜管
走舛映廃聖 獣舛談
拭戚丞
益 獣舛談税 爽肯
幻戚辞搾什戚遂亜管

錐戚室腔馬惟 蟹勧
映蝕)舘是稽 琶推舛
搾丞聖
舛馬澗依生稽
辞搾什奄鋼税 舛搾
亜 簡嬢赤澗員精 域
塙旋昔 舛搾亜 亜管
馬惟
引亀廃 舛搾澗 常

走蝕腔鐸莫辞搾什紫穣社
走蝕腔鐸莫辞搾什拭 匂敗吉依
1.社鋭乞(舛据 30 誤耕幻)鯵硲葛戚差走獣竺
2.社鋭乞(舛据 30 誤耕幻)鯵硲穿遂莫税 働舛獣竺
3.昔走装壱敬切益血幡
4.昔走装壱敬切穿遂汽戚辞搾什
5.社鋭乞陥奄管莫暗澱鯵硲
6.走蝕醤娃号庚鯵硲

3: 走 蝕 税 叔 舛 拭 限 惟
走舛奄層, 鯵硲左呪税
竺舛 (※)
(※)舛採亜舛廃 左呪税 呪
層戚 雌廃

4:因汝壱舛燈誤廃 端薦
走舛(煽採),走舛奄層,左呪竺舛拭澗,走
蝕爽肯, 壱敬切,井慎切,左闇税戟左
奄走淫域切去戚 淫域

１５．走蝕 腔鐸莫 辞搾什税 働臓
①獣鎧税 爽肯幻戚 戚遂亜管
②析雌持醗映蝕拭 辞搾什 奄鋼舛搾
③切帖端税 叔舛拭 限澗 走舛奄層, 鯵硲左呪税 竺舛
④走舛(暗採), 走舛奄層, 左呪竺舛拭 走蝕爽肯
壱敬切, 井慎切, 左闇税戟差走淫域切去戚 淫食

１６．走蝕差走莫 差走辞搾什
●薦亀税 砺砧軒拭 淫域蒸戚, 琶推拭 魚虞辞 政尻馬惟 識姥旋生稽
企雌馬澗 艦球研 識舛馬食 辞搾什鎧遂聖 陥奄管鉢 獣徹澗依戚陥.
●走蝕紫噺照拭辞 走据聖 琶推稽馬壱 赤澗 紫寓聖 降胃馬食

賑覚

精 走据企雌生稽 戚遂切 廃紫寓 廃紫寓税 持醗引 益紫寓戚 持醗馬
澗 走蝕穿端研 曽杯旋生稽 閤焼 級食 戚遂切亜 亜走澗 艦球人 走
蝕税 雌伐拭 企誓馬奄是馬食 政尻馬惟 拝呪赤澗廃 賑覚精 辞搾什
研 識姥旋生稽 幻級嬢 鎧澗依戚陥. (板持葛疑拷辞 2006 鰍亀)
●戚遂切税 持醗税 舌猿走 蟹亜 戚遂切亜 益員拭辞 狽呪拝呪赤陥
●戚遂切税 獣繊, 走蝕紫噺税 持醗切稽辞税 獣繊拭 辞辞
戚遂切税 持醗莫失拭 限澗辞搾什研 薦因馬澗 析聖 鯉妊稽 廃陥
●曽掘税 辞搾什亜 戚遂切税 紗失拭 鐸鯉馬食 食奄拭 企誓拝形壱 馬
澗汽 企馬食 希錐 戚遂切税 艦球拭 政尻馬惟 企誓拝形壱 馬澗 辞
搾什研 拝呪 赤陥

(2006 鰍亀 板持葛疑拷辞)

１７．走蝕差走 掻宿呉獄人 漠疑
走蝕差走税 掻宿呉獄税 醗疑
– 走蝕爽肯, 差走税 雁紫切, 差走狛昔, 差走舘端, 切帖噺原聖乞績,
走蝕紫噺, 肯持焼疑是据,左空銅焼, NPO, 鞄漠, 持漠, 奄穣, 雌
繊亜, 雌因噺, 左闇税戟舘端, 嘘整舘端去
掻宿呉獄税 漠疑聖 嬢胸惟 背醤拝猿
– 走蝕諺虞莫繕送引 切降旋繕送税 漠疑戚 鞠走省澗 戚政 – 庚鉢税
託戚(績据聖 識澱馬澗 号狛, 据照拭 企馬食 持唖馬澗狛)
託戚研 嬢汗楕拭 限蓄澗依戚 焼艦虞 託戚研 戚背馬食 因搭税 穴聖
幻窮陥

析雌持醗映蝕税 叔舛(掻俳嘘税 井酔)

社走蝕差走醗疑税 穿鯵 戚耕走亀

18.走蝕差走税 原聖幻級奄
爽肯, 獣肯戚 誓据馬壱 粛惟鞠壱 凧亜馬壱 粛惟鞠澗 差走税 鯵降,蓄
遭
戚君廃 端薦研 左檎辞 走蝕爽肯税 切帖径税 莫失
走蝕拭辞 重軽税 掛闘趨滴税 莫失 - 爽肯税 凧亜拭 税廃 走蝕拭 赤
嬢辞「尻衣」聖 幻級嬢鎧

戚依戚 走蝕差走蓄遭税 蓄遭径, 殖遭

覗稽琶
人陥 塘獣焼徹 (和田

敏明)

析沙 欠砺欠俳据企俳企俳据 曽杯昔娃俳尻姥引 紫噺差走俳穿因爽績
曽杯昔娃俳採 紫噺差走俳引 嘘呪
俳径 貢 井径
析沙紫噺紫穣企俳 噌穣
穿厩紫噺差走漠税噺拭辞 紫噺差走尻姥舛左湿斗社舌, 壱鰍差走採舌, 走蝕差走採
舌, 紫巷厩舌. 走蝕差走蟹 差走拭税 爽肯凧亜税 叔穿蓄遭引 尻姥研 背尽陥.
析沙 走蝕差走俳噺 採噺舌 去聖 蝕績

紫噺醗疑
掻肖嘘整宿税噺 穿庚是据
板持葛疑失 “蒋生稽税 走蝕差走税 莫殿拭 淫廃 尻姥噺” 是据
析沙NPO湿斗 戚紫
析沙差走嘘整瑳空銅嬢俳柔俳噺 雌巷戚紫

煽辞
瑳空銅嬢 重室奄(因煽), 薦析狛鋭窒毒
紫噺差走漠費噺 醗疑経, 因畷-穿厩紫噺差走漠税噺
走蝕差走税 眼雁切(畷煽), 嘘室戚
走蝕差走経(因煽), 穿厩紫噺差走漠税噺
須 陥呪

住民主導型地域福祉

和田
大学院

敏明

ルーテル学院大学

教授

総合人間研究科社会福祉学専攻

主任

１．社会福祉法（平成 12 年）
●1 条目的で全分野の社会福祉は、地域福祉を基本的展開方向とするこ
とを明らかにした
●３条で福祉サービスの基本理念は、個人の尊厳の保持と自立支援であ
るとした
●４条地域福祉の推進
①地域福祉内容について、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社
会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あ
らゆる分野の活動に参加する機会が与えられるようにとし
②その推進、担い手を、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営す
る者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力して地域福祉
の推進に努めなければならないと定めた

２．制度的福祉サービスの地域志向
●高齢者等ができる限り住み慣れた地域や家庭で生活が送れるように
サービスの地域化が勧められている。地域で支える仕組みが必要
●介護保険制度ー地域密着型サービスの創設

●医療制度改革ー在宅医療の推進
●障害者自立支援法ー障害者の地域での自立
●精神障害者ー地域生活への移行

３．地域における福祉課題
●権利侵害

―

虐待

家庭内暴力

消費者被害
●孤

立

―

●安心・安全

孤立死
―

排除

引きこもり

災害弱者

４．安心して地域でいきいき生活していくために
１）誰でも必要な時に質のよい福祉サービスを気軽に利用できるようにす
る
●多様なｻｰﾋﾞｽ供給主体による多様なサービス
相談，情報提供
●地域福祉権利擁護事業

・成年後見制度

●苦情解決事業
●サービス情報の公表、サービス評価事業
２）年をとっても障がいを持っても、普通の住民・市民として地域で生活
できるようにする
●日常生活圏に地域密着型の福祉サービス
●地域に連続的福祉サービス体系
●社会参加
３）障がい・老人・児童の各分野を総合化し、共有サービス化するととも
に保健・医療・福祉サービスや生活環境サービスの連携を強め、包括
的サービスを実現する
●あらゆる施策に福祉の視点を取り入れる
●バリアフリー
●福祉のまちづくり

ユニバーサルデザイン

４）社会的孤立、孤独、社会的排除などへの取り組み
●地域社会における「つながり」の再構築
●閉じこもり予防、居場所づくりー

ふれあいきいきサロン活動の広

がり
５）共存・共生の福祉文化をもつ地域づくり

…

福祉コミュニティづく

り
●このような福祉が「地域福祉」
●与えられる福祉ではない、みんなでつくりあげる福祉
●つくり、支え、発展させ、豊かにしていくことが重要

５．地域社会と福祉コミュニティ
人と人のつながり、コミュニティが持つ福祉力
ニーズ、問題に気づく、発見する
取りあえず、一時的対応、緊急対応をする
精神的支え
生活支援
情報伝達
見守り
サービスとのつなぎ、サービスを監視
行政、専門機関、専門職との連絡
関心ある活動、サービスに参加を呼びかける
活動を通じて心を通わせる。学習する。意識、態度が変わる。

６．福祉コミュニティ
福祉コミュニティづくりの具体的推進方法
●福祉サービスを基礎において、サービスづくり、運営に利用者、家族、
地域住民、ボランティア、さまざまな専門家・団体の参加・協力を求
めるネットワークづくりを推進
●これを通じて、参加者の意識や態度の変容をはかる

７．ボランティア・市民活動、住民活動の価値と可能性
●人と人とのつながりを深め社会の絆を強化する
（人として暮らしていく上で欠かせないもの）
●人々の共感力を高め一人ひとりの尊厳を大切にする方向に社会を進
める
（他者の困難に痛みを覚え手を差し伸べる共感力）
●新たな社会的価値と生きがいを生み出す労働機会を創造し誰もが誇
りをもてる社会を作る
（一人一人が持てる力を発揮して社会の種々の課題解決に取り組む）
●人々に実際の体験に基づく社会学習の機会を提供し人々の問題解決
力を高める
（自ら責任を持って社会サービス、活動を行うことで、知識、情報だ
けでは得ることのできない多くのことを学習、行政会社任せの高コ
スト社会を変える）
●社会の漸進的な発展を促す
（施策、制度化されていない潜在的社会問題にいち早く反応し、顕在
化させ、解決の仕組みを作ることで）
●自律・自治の気風とやりくりの知恵を高め持続可能な社会をつくる
（人々が、特技を出し合い、あるものでやりくりをして、無駄の少な
い方法で問題に対処する知恵を育む）

８．「安心して地域の中で自分らしく暮らしたい」
ニーズを制度でカバーは無理
●行政、家庭、個人のみの力では限界がある
●社会、コミュニティの力を再構築することが必要
●排除しない福祉、制度から排除された人を社会、コミュニティが構成
員の一人として受け入れる
●制度外の生活ニーズ、制度の谷間にあるニーズ、孤立・孤独を受け止
め対応
このようなコミュニティは少ない

９．顔の見える「日常生活圏域」に仕組みづくり
●制度的なサービスとインフォーマな地域福祉活動との組み合わせに
よる支える体制作り
●住民、自治会、公民館、ボランティア、ＮＰＯ，学校、商店、交番、
企業などが参加した多様な活動
●町内会、自治会などの地縁型組織と自発的組織の協働を進める

１０．各地の多様な地域福祉活動
その仕組み事例
１）コミュニティ協議会で自治会、ボランティア団体が協働
●自治会の力は、組織力、情報伝達力、資金力、近隣で支える
●ボランティアの力は、行動力、専門性の蓄積、創造力、広域活動

２）町会内にボランティア部
●町内会連合会にボランティア部長
広域のボランティアグループ
地域のボランティアセンター
●各町会にもボランティア部長
―町会ごとに地域ボランティアグループを組織
(出来るだけ若いお母さんたち)
福祉委員―40 世帯に 1 名
３）自治、福祉、防災の三位一体
●町内会活発―調査結果は多くの人が地域と関係がない、薄いことが明
らかに
●現在の活動の活性化進める

研修を強化

問題・ニーズ発見力向上、気づき、相談の仕組み、専門機関の参加

４）公民館と地区社協が協働
災害時地域助け合いへの取り組み
●障害者には行政から呼びかけの手紙
高齢者は地域で呼びかけ
「お願い会員」「まかせて会員」登録
平時からの関係作り、子どもも参加し地域災害マップ作り
５）商店街
●子育て広場を閉店した店改造して活用
誰でも休み、利用できる、たまり場を商店街の閉店した店を活用して
開く
●商店街の店を改造してサロン、デイサービスを実施
●商店街に障害者の運営するお店ができ繁盛
６）生産活動型
●限界集落を元気に

自分たちの消費用の生産物提供

安心、安全、お

いしい、魅力的
●朝市のネットワーク化

都市と過疎地域の日常的交流

●集落のすべての住民が役割を持ち元気に
●収入が得られる
●高齢者、障害者の生産活動
７）校区福祉委員会
●民生委員をキーパーソンに２２０人の福祉委員と 150 人のボランテ
ィア
●ミニデイサービス（１人で外出困難な人第２，４水曜日）
●子育てサロン（第３水曜日）
●サロン遊友（住民

第３金曜日）

●カラオケ教室、マージャン教室
●福祉なんでも相談窓口（毎週水曜日）

１１．地域の活動から学ぶべき点
①拠点、資金の確保、社会資源の活用、創造的活動メニュー
②計画、推進、運営、評価等すべての過程で住民が中心－住民主体
③役割分担ー人ひとりの役割、地縁組織と自発的組織の協働
④制度的サービスと住民活動の協働

小地域ネットワーク活動とは
K市の実践事例から

訪問チーム

１班に２～３チーム

1043社協(46.4％)で取り組み
1043社協(46.4％)で取り組み
活動対象
活動対象 880,529人
880,529人
訪問回数618万回/年
訪問回数618万回/年
担い手
担い手 36万人
36万人
（平成17年４月）
（平成17年４月）

校区定例会議（班長、民生委員、地
区社協役員、市社協職員、必要に
応じて関係機関専門職）
月1回開催
訪問記録提出、情報交換、ケース
検討、今後の対応の検討
必要に応じてサービス機関等につ
なぐ
１小学校区に平均9.5班

班

定期訪問､声かけ訪問
家事支援
食事づくり､洗濯､掃除､買物

校区

介護支援
散歩､通院付き添い、洗髪､清拭､
爪切り、話相手

【利用者のタイプ】
A元気だが閉じこもりがち、時々
病気にかかる。夫婦の場合は片
方が病気がち【月1～2回の訪
問】
B病気がち、身体が弱っている
【週１～２回】
C病気がちであると同時に種々
の家事･介護等に支障を来たし
ている【週３回以上の訪問】

小地域ネットワーク連絡
会（訪問チームのボラン
ティアが参加）
訪問時の高齢者様子の報告、
把握。活動状況の報告。
必要な場合、他サービスとの
連携の検討。
新たに支援を必要とする人
の検討、ネットの組み方の検
討

１２．地域福祉活動を進める仕組み
●気づく仕組みー

福祉委員、民生委員・児童委員

●見守り・支援する仕組みー近隣活動、友愛訪問、ボランティア活動
●出会う仕組みーサロン、クラブ、交流活動
●協働する仕組みープラットホーム型
●活動推進の仕組みー地区計画、人材発掘、拠点確保、資金作り

｢ふれあい･いきいきサロン｣とは
人間関係の
回復・維持
利用者

利用者

ボラン
ティア

ボラン
ティア
その他
の人

サロン
地域社会

• 「地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、内容を
決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」
• 高齢者、障害者、子育て中の親
⇒「ふれあい子育てサロン」という名称も
• 活動は自由に考える。ノンプログラム形式も。
• 開催場所は、自宅、公民館等公共施設、空き教室等々。

1615社協(71.8％)で取り組み
1615社協(71.8％)で取り組み
39,496ヵ所
39,496ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
子育て家庭
子育て家庭 3,337ヵ所
3,337ヵ所
精神障害
119ヵ所
精神障害
119ヵ所
（平成17年４月）
（平成17年４月）

サロンの人
間関係を自
宅に戻っても
機能
z人 間 関 係 づ く り →
地 域 でも(知 り 合い
の知り合い)
z見 守 り → 地 域 で も
（来ない場合は訪
問）
z相談、連絡調整機
能
z来ない人への注目
（見守り）

１３．ふれあいいきいきサロン
特徴
●身近な地域で
●高齢者と地域住民、ボランティアが
●協働し､企画､内容を決め、協働で運営
●少人数、出入り自由
●楽しい時間を過ごす
●仲間作り、人と人のつながり作り
●集う人みんなが主役、サロンに支えられサロンを支えている
効果
①楽しさ・生きがい・社会参加
②無理なく体を動かせる
③適度な精神的刺激
④健康や栄養を意識する習慣がつく
⑤生活のメリハリ
⑥閉じこもらせない

参加者に確認された効果（山口県社協・山口県立大学調査）
「具体的効果」
●無理なく体を動かせる、健康や栄養について意識する習慣がつく、介
護予防につながる
「精神的な効果」
●適度な精神的刺激となる、生活にメリハリがつく、生きがいになる
「社会的効果」
●孤立・閉じこもりの防止となる、仲間づくりの場となる、情報交換・
情報提供の場となり生活に役立つ
○いずれも参加期間が２年以上になると効果が上がる
多様な活動
●認知症の高齢者の参加できるサロン
●子育てサロン
●障害者サロン
●共生型サロン
●常設型サロン
●社交型サロン
●全国に４万箇所（平成１７年４月１日）
●８割が高齢者を対象としたサロン
担い手の多様化
●ボランティア団体
●老人クラブ
●民生委員・児童委員
●町内会、自治会
●地区社協
●商店街
●社会福祉施設

●ＮＰＯ、生活協働組合
●大學、高校
●医療機関

１４．地域密着型サービスの創設

１５．地域密着型サービスの特徴
①市内の住民のみが利用可能
②日常生活圏域にサービス基盤整備
③自治体の実情に応じた指定基準、介護報

酬の設定

④指定（拒否）、指定基準、報酬設定に地域住民、高齢者、経営者、保
健･医療・福祉関係者等が関与

１６．地域福祉型福祉サービス
●制度の枠にとらわれず、必要に応じて柔軟かつ先駆的に、対象とする
ニーズを選定し、サービス内容を多機能化させたものである
●地域社会の中で支援を必要としている人を発見し、幅広く支援対象と
し、利用者一人一人の生活とその人が生活する地域全体を総合的にと
らえ、利用者が持つニーズや地域の状況に対応するために、柔軟に出
来る限り幅広いサービスを先駆的に作り出すものである
（厚生労働白書平成１８年度）
●利用者の生活の場まで出向き、利用者がその場で享受できる
●利用者の視点、地域社会の生活者としての視点に立って、利用者の生
活形成に沿ったサービスを提供することを目標とする
●従来のサービスが利用者の属性に着目しそれに対応しようとするの
に対し、より利用者のニーズに柔軟に対応しようとするサービスとい
うことが出来る（平成１８年度

厚生労働白書）

１７．地域福祉の担い手と協働
地域福祉の担い手の広がり
－地域住民、福祉の当事者、福祉法人、福祉団体、自治会・町内会、地
区社協、民生児童委員、ボランティア、ＮＰＯ、農協、生協、企業、
商店街、商工会、保健・医療団体、教育団体等
担い手の協働をどう進めるか
－地域網羅型組織と自発的組織の協働が進まない理由―文化の違い、
（役員の選ばれ方、原案に対する考え方）
違いをどちらかに合わせるのではなく、違いを理解しあった上で共通の
ルール作りをする

１８．地域福祉のまちづくり
住民、市民が、応援したくなる、参加したくなる福祉の開発、推進
これらの取り組みを通し地域住民の自治力の形成
地域で信頼のネットワークの形成―住民参加による地域における｢つな
がり｣を作り出す。これが地域福祉推進力、エンジン

プロフィール
和田

敏明（わだ・としあき）

ルーテル学院大学大学院
大学

総合人間学研究科社会福祉学専攻

総合人間学部社会福祉学科
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学歴及び経歴
日本社会事業大学 卒業
全国社会福祉協議会で社会福祉研究情報センター所長、高年福祉部長、地域福祉
部長、事務局長。地域福祉や福祉への住民参加の実践推進と研究を行ってきた。
日本地域福祉学会副会長など歴任

社会活動
中央教育審議会専門委員
厚生労働省「これからの地域福祉のありかたに関する研究会」委員
日本 NPO センター理事
日本福祉教育・ボランティア学習学会常務理事

著書
｢ボランティア新世紀｣（共編）第一法規出版
｢社会福祉協議会活動論｣（共編）全国社会福祉協議会
｢地域福祉の担い手｣(編著) ぎょうせい
｢地域福祉論｣(共編)全国社会福祉協議会 他多数
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지방분권화 시대의
주민참여형 지역사회복지

이 영 철
한국사회복지학회 회장
광주대학교 사회복지전문대학원 교수

Ⅰ 들어가는 말
21세기는 신지역사회복지시대이다. 이 시대에서의 지역복지는 단순히 정책
목표나 이념을 의미하는 것이 아니라 복지서비스의 체계, 기능, 방법을 포함
한 구체적인 내용을 지니고 있다. 다시 말하면 지역복지는 지역주민복지욕구
의 충족과정이며 주민의 복지운동과 활동에 의해 뒷받침되는 것이다. 이와
같이 지역복지는 지역주민이 안고 있는 생활상의 곤란에 대해서 주민주체의
시각에서 경감, 제거, 예방을 도모하며 주민의 생활권과 복지권을 보장ㆍ확
충하려는 사회적 정책과 수단의 총체라고 할 수 있다. 과거 우리나라에서는
국가주도의 경제성장이 근 50여간 주된 목표로 이루어져 왔다. 그러나 문민
정부 이후 효율성과 형평성, 그리고 민주성에 대한 국민의 요구가 강조되어
오다가, IMF위기로 인하여 국가의 경제상황이 다시 주요한 관심의 대상이
되었고 국민의 정부에서는 효율성과 경쟁을 강조하게 되었다.
참여정부는 이러한 역사적 맥락에서 그동안 충족하지 못했던 국민의 참여
욕구를 수용해야 하고 동시에 오랜 기간 경제성장 제일주의로 인하여 구축
하지 못한 사회안전망 및 복지시스템을 확충해야 하는 과제를 안게 되었다.
(대통령자문 정부혁신지방분권위원회, 2007)
이러한 환경에서 참여정부는 정부혁신지방분권위원회를 구성하고 혁신 로
드맵을 작성하였다. 이러한 로드맵에 따라 지방분권은 2004년 1월 16일 법
률 7060호 “지방분권특별법”에 따라 시작 되었고 이는 2009년 1월17일까지

한시법으로서 효력을 발휘하게 되었다.
지방분권의 핵심은 주민참여를 그 근간으로 하고 있다. 참여정부에서도 지
방분권에서의 지역사회복지 실현을 지역사회복지계획수립을 중심으로 추진
하도록 되어있으며, 이러한 지역사회복지계획 수립은 지역주민들의 욕구와
지역주민들의 대표라 할 수 있는 지역복지협의체를 통하여 실시하도록 되어
있다.
주민참여는 인간의 해방(liberation)과 소외자의 임파워먼트(empowerment
of the dispossessed)라는 사회복지의 기본적 가치를 구체화하는 것(Gamble
& Weil, 1995:483)으로 사회복지실천의 일선 현장인 지역사회에서 지역주
민의 복지실현을 추구하는 지역사회복지와 밀접한 관련을 가질 수 밖에 없
다. 즉, 주민참여가 지역사회복지의 활성화 및 발전을 위해서 없어서는 안
될 핵심적 요소라는데 대체로 합의가 이루어지고 있다.(이영철, 2007)
주민참여는 지역주민이 공식적 정부의 의사결정과정에 관하여 주민의 욕구
를 정책이나 계획에 반영하도록 하는 적극적 노력을 말한다(최일섭 외,
1996). 따라서 지역사회복지와 관련하여 본다면, 지역주민이 복지와 관련된
공식적 의사결정과정에 관하여 주민의 복지욕구가 정책이나 계획에 반영되
도록 하고 문제가 있는 조건을 개선하고자 하는 적극적 노력이라 할 수 있
다.
이러한 관점에서 본 연구는 참여정부의 지방분권화 시대에 주민참여 지역
사회복지에 대하여 논하고자 한다. 먼저, 참여정부의 지방분권화와 지역사회
복지를 정의하고 주민참여에 대한 정리와 주민참여형 지역사회복지 실제를
고찰함으로써 한국의 주민참여형 지역복지에 대한 현 주소를 알아보고자 한
다.

Ⅱ 지방분권화와 지역사회복지
1. 지방분권화
지방분권이란 중앙정부에서 자치단체로 권한이 이양되고 서울에서 지방으
로 자원이 분산되는 것을 말한다. 따라서 권한 이양의 핵심은 행정과 재정의
결정권이 중앙정부에서 자치단체로 옮겨지는 것을 말하며, 자원분산은 결국
돈과 사람이 서울에서 지방으로 분산되는 것이다. 현재 서울과 수도권은 과
잉과 과밀로 엄청난 낭비와 비효율이 발생하고 있고 지방은 부족과 과소로
침체의 수렁으로 빠져들고 있다. 그러므로 지방분권을 통해서 서울과 수도권

의 과잉과 과밀이 해소되면 국가전체의 경쟁력이 높아질 수 있으며 지방민
과 수도권 주민의 삶의 질을 다같이 높일 수 있다. 결국 지방분권운동은 새
로운 국가발전 패러다임을 만드는 대안적 발전 운동이다고 볼 수 있다.
지방분권의 기본방향은 첫째, 지방행정권의 강화로 ①행정적 권한을 지방
정부에 이양하는 중앙기능의 대폭적인 지방이양 ②행정서비스의 one-stop
서비스 체계구축을 들 수 있다. 둘째, 지방경제발전을 위한 국가기능 분산화
촉진으로 ① 지방기업의 자금지원을 원활하게 하기 위한 금융기관의 지역본
부에 여신관련 권한 대폭이양 ② SOC투자는 원칙적으로 광역지자체 책임하
에 집행을 들 수 있다. 셋째, 지방재정력의 강화로 ① 광역지자체별 지역특
성에 맞는 재원을 추가 확보할 수 있는 권한부여 ② 지방교부세의 일정부문,
특별교부금의 상당부문, 양여금 세입의 전부, 일반회계전입금 등의 특별회계
마련 및 특별계정 설치운영을 들 수 있다.
다음으로 지방분권의 구체적 과제로는 1) 지방분권 특별법 제정과 지방분
권 추진 기본계획 수립 2) 중앙부처의 지방이전 3)중앙정부정책과정에 지역
대표 참가 등 지역대표성 확보 4) 정당공천제 폐지등 지방정치 활성화를 위
한 정치개혁 5) 지방소득세, 지방소비세 도입 등 전면적인 세제개혁 6) 중
앙정부의 지방자치 단체로의 위임사무 폐지 7) 지방언론 발전을 위한 근본
적 대책 강구 8) 지역 기술혁신 촉진법제정 등이다.
결국 지방분권운동의 추진은 첫째 분권을 위한 제도인프라 확충, 둘째 분
권화운동의 네트워크 형성, 셋째 주민의 자치의식 함양, 다섯째 시민운동차
원에서 분권운동을 전개시키는 것이다.
2. 지역사회복지
지역사회복지(Community Welfare)는 지역과 사회복지와의 합성어로 지
역 차원에서의 사회복지라는 의미를 가진다. 이는 매우 포괄적인 개념으로
전문 혹은 비전문인력이 지역사회수준에 존재하는 각종 제도에 영향을 주고
지역사회의 문제를 예방하고 해결하고자 하는 일체의 사회적 노력를 의미한
다. 이러한 조직적․비조직적 노력은 동서고금의 모든 형태의 지역사회에 존
재하여 흔히“사회복지”라는 보다 일반적이고 광법한 개념과 동일한 것으로
혼동하고 있다.(이영철, 1998)
그러나, 지역사회복지라는 것은 개인복지나 가족복지보다 넓은 차원의 개
념이며, 아동복지, 장애인복지, 노인복지라는 대상층 중심의 복지활동보다는
지역성(Locality relevance)이 뚜렷하다는 점에서 그 차이를 발견할 수 있다.

지역사회복지는 지역주민의 복지를 도모하고 주민의 생활향상을 목적으로
사회복지를 통합시키고 이를 전개하는데 그 특징을 두고 있다. 또한 지역주
민의 생활을 위해 공적․사적 기관이 상호 협동하고 조직화하여 생활환경과
복지환경을 개선하는 사회적 시책 및 방법의 체계라고 정의할 수 있다. 이와
같은 지역사회복지의 틀을 구성하는 구체적 요건으로는 다음과 같다(이영
철,2003).
첫째, 욕구파악, 민감한 대응, 충족의 적정성, 서비스의 개혁을 내용으로
하는 지역복지계획,
둘째, 주민주체, 주민참가, 주민운동을 포함하는 지역조직화,
셋째, 제도․서비스의 체계화 - 필요불가결한 서비스설정과 그 연결망, 조
직화되어야할 서비스 종류로는 예방적 서비스(발생예방, 조기발견), 대중요
법적 서비스, 사후보호적 서비스 등, 방법으로서는 시설보호, 재택보호 및 치
료적 의미를 갖는 지역사회보호와 지역성과 행․재정 기반을 전제조건으로 한
계통화, 체계화, 조직화되는 것,
넷째, 서비스 배치, 기준의 체계화,
다섯째, 지역복지를 목표로 하는 방법론과 기술론의 조직화 이다.
이와 같이 지역사회복지는 새로운 사회복지의 전개를 의미하며 예방과 사
회적통합, 그리고 참가의 구체화를 도모함으로써 사회복지서비스 전체 안에
서 일정한 제도적 위치를 지니며 지역사회에 있어서 원조를 필요로 하는 사
람들을 포함 시키고 있다.
3. 거버넌스 개념의 확산
거버넌스(governance) 핵심은 ‘기존 통치양식의 변화로서 시민사회의 다
양한 주체들간의 네트워크라는 개념’이라 할 수 있다.(강혜규, 2006) 거버넌
스는 70년대 말부터 국가중심 관리체계의 위상 및 역할의 한계, 위계구조
또는 조정양식의 문제점과 한계가 노출되면서 새로운 통치양식을 필요하게
되었고, 국가실패를 극복할 수 있는 관리능력, 공공서비스 공급체계로서의
거버넌스, 지역경제의 활성화를 위한 민간과 정부간의 파트너쉽의 강조에 관
심을 두어졌다. 90년대 이후 거버넌스는 최소국가론의 논리를 반영하여, 정
부개입을 축소하고 민간부문을 공공부문에 도입하여 효율적인 정부를 구현
하고자 노력하였다. 이를 위해 정부만이 아니라 정책결정에 영향을 미치는
다양한 주체들을 포함시키고 상호의존하고 상호작용하는 형태로 발전시켜
이들 주체간의 네트워크를 강조하게 되었다. 이에 따라 거버넌스 개념은 시

민사회영역으로 그 적용범위가 확대되고 정부주도 혹은 시장주도의 틀을 뛰
어 넘는 대안적인 통치 및 관리체계로서 부각되었다. 여기에는 각 국가의 활
발한 NGO의 역할과 시민사회의 비중 증대가 큰 몫을 하였다. 2000년대 들
어서 거버넌스를 다양한 주체들간의 단순한 네트워크로서 뿐만 아니라 그
주체들간 정책을 조정하여 공공문제를 해결하는 통치시스템으로서 지역발전
을 가져오게하는 공공의사결정의 유동적인 패턴으로 이해하게 되었고 국가
운영의 틀을 전면적으로 재구축하기 위한 작업에 주요한 이론적 자원으로
활용되고 있다(안성호, 2004).
특히 로컬거버넌스라는 지역적 수준에서 형성되는 거버넌스는 지역사회차
원에서 지역주민들이 자신들의 삶에 관한, 또는 삶에 영향을 미치는 중요한
정책결정에 참여하는 것을 의미한다. 이러한 로컬거버넌스가 형성되기 위해
서는 지역에서의 시민사회의 활성화가 필수적이다(김종해, 2004).
로컬거버넌스는(전재문, 2003) 첫째, 지방정부, 비영리단체, 기업을 포함
하는 참여주체의 다양화를 중시하고, 둘째, 수직적․수평적 위계를 포함하는
확산구조를 강조하며, 셋째, 정치적 분권화, 재정적 분권화, 제도적 분권화
등의 분권화를 주요한 기초로 삼고, 넷째, 단순한 시민참여보다 적극적이고
급진적이라는 점을 강조하고 있다.
4. 지역사회복지계획
이상적인 지역사회는 일정한 지리적영역과 공통의 유대 그리고 사회적 상
호작용의 세가지요소를 필요로 하고 있다. 이러한 지역사회를 만들기 위해
지역사회복지가 필요한 것이다. 지역사회복지는 일정한 지역사회 내에서 주
민의 생활문제를 사회복지사와 주민이 함께 공식․비공식적 자원을 동원, 활
용, 조정 및 개발하여 문제를 해결하거나 예방하는 다양한 노력을 의미한다.
지역사회복지를 실천하는 방법 가운데서 이상적인 지역사회를 추구하기
위한 효과적인 실천방법이 지역사회복지계획이다. 지역사회복지계획은 지역
주민 각자가 인간다운 삶을 추구할 수 있는 지역사회를 형성하기 위하여 주
민과 행정이 상호협력하여 지역사회복지의 추진에 관한 사항을 전체적으로
정한 계획이다.
이 계획은 지역주민의 욕구를 파악하여 이를 바탕으로 다양한 복지문제를
지역사회에 제시하고 이에 대응하기 위하여 지역의 복지자원을 활용한 지역
수준에서의 복지과제 해결과 지역주민의 욕구를 충족하기 위한 것이다(오오
하시켄사쿠, 2002).

이 밖에도 변재관외(2000)에 의하면 지역사회복지계획은 지역사회복지서
비스를 종합적․계획적으로 추진하기 위한 방법으로서 주민의 복지욕구와 지
역특성등 지역의 복지문제를 파악하여 이것을 과제로 설정하고, 주민참여를
토대로 공공․민간의 협동을 통하여 그 해결을 도모하기 위한 중․장기적 계획
이라고 말하고 있다.
한편, 지역사회복지계획에는 다음과 같은 세가지의 목표가 있다(오오하시
켄사쿠, 1996).
첫째, 주민의 복지욕구를 충족하기위한 서비스목표량이나 서비스를 제공
하기 위한 체제구축과 같은 과업목표이다.
둘째, 계획의 책정과 실천에 있어서 주민의 사회복지에 대한 관심과 이해
를 높이고 실질적인 주민참가를 도모하는 과정목표이다.
셋째, 지방자치단체에 있어서 사회복지에 관한 사회적․정치적 역할의 변화
를 추구하는 관계적 목적이다.
그러므로 지역사회복지계획은 단순히 지역사회복지에 대한 계획만을 의미
하는 것이 아니라 주민이 직접 참여하여 자신의 욕구를 표출하고 이를 결집
한 후 해결해야 할 과제를 만들고, 이를 실현하기 위해 행정과 공동으로 노
력하면서 기존의 행정과의 관계를 변화시켜 나가는 일련의 과정전체를 의미
하는 것이다.
이러한 의미에서 지역사회복지계획은 지역주민의 욕구에 기초한 다양한
복지과업의 설정과 이를 실천하기 위한 지역사회의 복지자원의 동원과 주민
참여가 필수적이다.

Ⅲ 주민참여복지
1. 주민참여복지의 의의
주민참여는 지역주민의 의사에 따라 정책과 계획을 결정․집행함으로써 민
주성을 확보할 수 있는 수단이며 주민이 스스로의 복지에 영향을 미치는 의
사결정과정에 적극 참여함으로써 보다 높은 수준의 사회복지서비스를 정부
로부터 제공 받고자 하는 주민의 적극적 노력을 말한다. 따라서 주민의 선호
나 열망에 바탕을 두고 정책을 입안, 결정하여 주민의 지지기반을 공고히 함
으로써 행정의 능률성을 확보할 수 있다는 측면에서 그 필요성을 이해할 수
있다(최일섭 외, 1996). 그러므로 지역사회복지에 있어서 주민참여는 필수요
소이며, 핵심적인 수단이라고 볼 수 있다.

지역사회에서 주민참여란 지역, 지자체의 수준에서 정치․행정에 지역주민
이 직․간접적으로 참가하여 정책결정이나 제도의 실시에 대하여 시민의 뜻을
반영하는 것이며, 민주적 절차를 중시한다고 할 수 있다(전광현, 2004). 사
회복지에서의 주민참여의 의의는 사회복지정책, 사회복지계획, 사회복지 운
영 및 실시에 참가, 참여에 대한 계획수립에 대하여 민주화적인 절차와 현실
적인 사회복지를 구현하는 것이라 할 수 있다.
주민참여의 의의와 기능으로는 ①지역주민의 생활상 욕구에 즉각적 대응,
②주민의 참여기회 확보, ③민주화의 기능, ④행정ㆍ정책결정의 합리성 확보,
⑤주민의 공동체 의식강화, ⑥주민상호간 신뢰감 회복, ⑦인권보장의 기능발
휘, ⑧지역의 특성과 개성을 살리고, ⑨자조와 상호공조를 통하여 더불어 함
께 사는 사회를 구현할 수 있다는 것이다. 주민참여의 순기능으로는 지역사
회복지에 대한 정보교환 기능, 의견수렴기능, 합리적 의사결정 기능, 문제해
결기능, 지역사회복지정책의 비판ㆍ평가ㆍ감시 기능, 공동체의식 강화 등을
들 수 있다. 주민참여의 역기능으로는 집단이기주의화, 참여주민의 대표성
문제, 전문성결여, 비용의 증가, 관료제의 저해 등을 들 수 있다.
2. 주민참여의 배경
1) 정부의 사회복지정책의 변화
최근 사회복지의 발전과정을 보면 보충적 사회복지에서 제도적 사회복지
로, 자선적인 면에서 권리적인 면으로, 특수성에서 보편성으로, 최저조건에서
최적조건의 지급이나 서비스 제공이라는 것으로 설명하고 있다. 이는 적극
적․제도적․복합적․통합적 사회복지로 발전되고 확대되어 오고있을을 알수 있
다(신맹순, 1995).
그동안 우리나라는 급격한 산업화 등으로 인하여 과거에 예측하지 못했던
새로운 사회복지문제와 복지수요를 창출하고 있다. 이에 따라 공공재화와 사
회복지서비스는 정부의 주도방식이 아닌 다양한 주체들과 때로는 경쟁적으
로 또는 연계하여 공급하는 시대가 예상된다. 지역주민들 역시 소득향상에
따라 높은 비용을 치르고서라도 질과 만족도가 높은 서비스를 원하게 되고,
정부의 사회복지서비스가 민간부문에 비하여 떨어진다면, 지역주민들은 민간
시장을 통하여 충족하고자 할 것이다. 앞으로의 정부는 ‘정부’의 논리가치가
아니라 수요자인 ‘지역주민들’의 논리와 가치에 따라 모든 구조와 기능을 재
설정하고 주민들의 가치를 극대화할 수 있는 시스템으로 변화가 예상 된다.

2) 시민참여 주체의 다양화
시민운동은 처음에 노동운동과 같은 저항적이고 투쟁적인 성격을 띄기 시
작하여 점차 참여적 운동으로 발전하고 있다(박태영, 2007). 우리나라의 시
민운동은 1987년 6.10 민주화 운동을 계기로 주민들의 폭발적인 정치참여들
이 이루어졌으며, 점차 환경운동, 주거운동, 복지운동 등 주민들의 권리찾기
의식 확산과 함께 무수한 시민ㆍ사회단체가 설립되면서 운동의 영역도 다양
화되고 참여계층도 확대되는 등 외형적으로 급성장 하였다. 이는 국민의 정
부와 IMF의 등장과 함께 다양한 시민․사회 운동으로 사회복지서비스의 민․관
협력관계를 주도하고 있다.
시민ㆍ사회단체는 개별 주민의 열악한 상활과 여러 장애요인을 극복하고
주민생활의 개선의 요구를 매개로 정책결정과정에 개입하려는 시민참여의
새로운 주체로서 주민의 참여를 활성화하는데 있어서 큰 영향을 발휘하고
있다.
3) 복지수요욕구에 따른 의식변화
사회가 점차 발전․변화하여 새로운 사회문제들이 발생됨에 따라 사회복지
는 일반적으로 도움이 필요한 사람들을 보호하는 입장보다 ‘공동참여에 의한
공동의 복지’라는 입장으로 바라보게 되었다(김영호, 1995).
그동안 사회복지 수요자는 저소득 취약계층이 주류를 이루고 있었으나,
이는 우리 사회가 잠재된 복지서비스 욕구에 대응할 제도적 장치를 마련하
지 못하기 때문이기도 하다(강혜규, 2005). 최근 우리나라는 압축성장과 사
회의 발전을 통하여 소득수준과는 무관하게 개인, 가족 내에서 해결하지 못
하는 다양한 복지 욕구가 증가하고 있고 사회복지 수요가 양적, 질적으로 변
화하고 있으며 이에 따른 서비스 방식도 변화하고 있다. 저출산ㆍ고령화로
인한 핵가족화 등 인구 및 가족구조와의 변화, 사회경제적 환경변화에 따른
복지수요의 증대와 새로운 복지욕구의 출현은 사회적 서비스의 수요를 확대
하고 있다. 이에 따라 복지영역의 확대, 서비스 내용의 다양화, 서비스 방법
의 변화가 요청되고 있다.
4) 사회복지 현장의 활성화
한센필드는 서비스와 행정체계에 직접적으로 영향을 미칠 환경적 변화를
다음과 같이 보고 있다(Hasendfeld, 1996). 첫째, 복지국가의 쇠락과 불평등
의 증가, 둘째, 사회복지서비스의 민영화와 상업화, 셋째, 서비스기관이 담보
해야 할 욕구들의 성격과 유형의 변화, 넷째, 정보혁명 등을 주요 요인으로

지적하고 있다. 이는 새로운 조직형태의 출현, 재정관리 강화와 전문주의
(Professionalism)의 축소, 마케팅의 강조와 서비스기관의 대중화, 서비스 기
술의 혁신, 비관료적 조직에 의한

지도력의 변환 등의 변화를 예측케 하고

있는데 이는 우리의 실정과도 매우 흡사하다고 할 수 있다(강혜규, 2005).
우리의 사회는 지역주민들 개개인의 권리에 대한 인식이 신장되고 생활현
장에 참여하여 주권을 행사하는 참여문화가 보편화되고 있고, 사회복지제도
운영과정의 민주화 및 주민의 선택이 가능한 서비스 제공방식의 다변화 요
구가 증가함에 따라 사회복지 실천 현장이 다양화 되고 활성화되고 있다고
볼 수 있다.
5) 자원봉사활동 영역의 확대
자원봉사활동은 주민의 사회․심리적인 욕구를 효과적으로 충족시킬 수 있
으며, 보람 있는 여가활동, 주민의 잠재능력 개발을 통하여 자신을 성숙하게
만들고 나아가 공동체의 바람직한 구성원으로 변화시킬 수 있다(전재일 외,
2000). 자원봉사활동은 주민으로 하여금 자신의 욕구와 동기를 표현하고 실
현함으로써 자발적인 참여능력을 향상시키고 주민들이 지역사회의 문제해결
과 공동의 복지증진을 위하여 공동체 의식을 고양하는 기반이 되고 있다(박
태영, 2007).
3. 주민참여의 유형
1) 활동주체에 따른 유형
지역사회복지를 위한 활동 주체가 누구인가에 따라 관주도적 주민참여,
공동협력적 주민참여, 자발적 주민․민간단체 참여 형태로 분류 할 수 있다
(박태영, 2007).
2) 참여활동에 따른 유형
주민들의 참여의 내용에 따라 행정위촉활동형, 단체관리활동형, 전문기능
활동형, 계약에 의거한 계속활동형, 운동형, 지역관련 활동형, 일상활동형등
으로 나누어 볼 수 있다(전광현, 2004).

활동의 분류

활동의 내용

성 격
•
•
•
•
•

법, 조례에 의거
행정의 장에 의거 위촉
명예적 성격이 강함
활동의 제약성
위촉기간의 한정(1,2년-수년)

행동위촉 활동형

• 아동위원 활동
• 보호사 활동
• 양부모, 소년보도원 활동

단체관리 활동형

•
• 단체의 이사, 감사, 평의 •
원 등
•
•

전문기능 활동형

• 변호사, 의사, 간호사
• 강사
• 통역(수화)

•
•
•
•

기능 및 지식의 전문성
희소성
임시성
부분성(활동의 일부분을 담당)

• 어린이회, BBS, 스카우트
활동
• 단체소속, 상담활동
• 노인,장애인을 위한 서비
스
• 복지시설 등의 방문

•
•
•
•
•

시설, 단체와의 계약성
활동의 계속성
대상의 한정성(일시, 장소)
전문직과의 협동성
생활확충적

운동형

•
•
•
•
•
•

실험적․개척적 활동
조사활동
계몽활동
환경정비운동
조례재정운동
시설설치운동

•
•
•
•

문제의 해결(요구, 개척 등의 방법)
대상의 한정성(대정부, 대기업)
기간의 단기성(1-수년)
당사자와의 협동성

지역관련 활동형

•
•
•
•
•

녹화운동
공동모금운동
청소년불량방지운동
청소활동
연말 불우이웃돕기 활동

•
•
•
•

공통문제해결성
일시성(연1회나 2회)
지도자 의존성
반의무성

계약에 의거한
계속활동형

일상활동형

단체의
단체의
출석의
임기는

정관이나 규약에 의해 선출
관리운영상 책임을 짐
의무를 가짐
1-수년

• 일상성
• 이웃돕기
• 친절성 성격
• 작은 친절운동(안내, 자리
• 비프로그램성
양보, 휠체어 도움, 인사 잘
• 돌발성
하기)
• 단시간적

Ⅳ 주민참여형 지역복지 실제
1. 지역사회복지협의체
1) 지역복지협의체
지역복지협의체는 다양한 지역사회복지 관련조직 간의 연계와 협력을 통
해 지역사회중심의 복지기반을 마련하고 복지서비스 제공단위로서 갖고 있

는 지역사회의 잠재력을 현실화시킬 수 있는 조직체계라 할 수 있다. 지역복
지협의체는 관할지역 안의 사회복지사업에 관한 중요사항과 지역복지계획을
심의 또는 건의하고, 사회복지ㆍ보건ㆍ의료관련 기관ㆍ단체가 제공하는 사회
복지서비스 및 보건ㆍ의료서비스의 연계․협력을 강화하는 것으로 되어 있다
(법제7조의2).
지역복지협의체는 위원장 및 부위원장을 포함하여 10인 이상 20인 이하
의 위원으로 구성한다. 지역복지협의체의 위원장 및 부위원장은 위원 중에서
호선하되, 위원장의 경우 공무원 및 민간인 위원을 공동으로 선임할 수 있
다. 지역복지협의체는 각 분야의 의견이 반영될 수 있도록 각 분야를 대표하
는 자로 균형있게 구성하여야 한다. 협의체의 위원은 다음에 해당하는 자 중
에서 시장․군수․구청장이 임명 또는 위촉한다(법제7조의2, 규칙제1조의3). ①
사회복지 또는 보건ㆍ의료에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 ②사회복지사업
을 행하는 기관․단체의 대표자 ③ 보건ㆍ의료사업을 행하는 기관․단체의 대표
자 ④공익단체에서 추천한자 ⑤사회복지업무 또는 보건ㆍ의료업무를 담당하
는 공무원 등이다.
지역복지협의체는 다음의 내용을 심의․건의하거나 시장․군수․구청장의 자문
에 응한다(규칙제1조의4). ①지역복지계획 수립 ②지역복지계획의 시행과정
및 시행결과의 평가 ③사회복지서비스 및 보건ㆍ의료서비스의 연계․협력 ④
지역주민의 복지욕구 조사 ⑤지역 내 복지자원의 조사 및 개발 ⑥시장․군수․
구청장이 지역복지시책의 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 ⑦그 밖
에 위원장이 부의하는 사항
2) 실무협의체
지역복지협의체의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 실무협의체를 둘
수 있도록 되어있다(법제7조의2). 실무협의체는 실무위원장 및 실무부위원
장 각 1인을 포함하여 10인 이상 20인 이하의 위원으로 구성한다. 지역사회
복지에 관한 사항을 분야별로 조사․연구 또는 연계․협력하기 위하여 실무협의
체 내에 각 분야별로 실무분과를 구성하여 운영할 수 있다. 실무협의체를 구
성할 경우 위원은 다음에 해당하는 자 중에서 지역복지협의체 위원장이 임
명 또는 위촉한다(규칙제1조의5) ①사회복지사업을 행하는 기관․단체의 실무
자 ②보건ㆍ의료사업을 행하는 기관․단체의 실무자 ③공익단체(비영리 민간
단체지원법 제2조의 규정에 의한 비영리민간단체를 말한다)에서 추천한 자
④사회복지업무 또는 보건ㆍ의료업무를 담당하는 공무원 ⑤기타 지역사회복
지협의체에서 실무협의체에 참여가 필요하다고 인정하는 자

실무협의체는 지역복지협의체를 지원하기 위하여 다음의 업무를 행한다
(규칙제1조의6).
①지역 내 사회복지서비스 및 보건의료서비스의 연계․협력에 관한 실무협
의 ②지역사회복지협의체에서 심의․건의할 분야별 안건의 검토 ③사회복지
보호대상자별 보호계획, 보호결과의 평가에 대한 검토 ④지역사회 복지증진
을 위한 세부사업에 대한 실무협의 ⑤분야별 실무분과간 연계 및 조정 ⑥기
타 지역복지협의체로부터 지시받은 업무
3) 협의체운영 등
위원의 임기는 2년으로 하고 각 협의체의 회의내용은 일반인의 열람이 가
능하도록 기록․비치하여야 한다. 각 협의체의 위원장은 필요하다고 인정되는
경우 전문가 또는 관계인 등을 출석시켜 의견을 들을 수 있다(규칙제1조의
7, 9).

각 협의체의 사무를 처리하기 위하여 각 협의체에 간사 1인을 두며

각 협의체의 운영을 위하여 상근 유급직원을 둘 수 있다(규칙제1조의10).
시행규칙에서 정하는 것 이외에 각 협의체의 조직․운영에 관하여 필요한 사
항은 당해 시․군․구의 조례로 정하도록 되어 있다(규칙제1조의12).
2. 주민투표제
주민투표제는 헌법상의 기본권인 참정권(지방정치참여권)의 실질적인 보
장을 위한 것이다. 주민의 투표를 통해 지방자치단체의 행위나 결정에 민주
적 정당성을 부여하고 지방의회에 대한 견제기능을 발휘하며 소수자의 이익
보호와 불만해소의 기능을 갖는다는 점에서 직접민주주의 이익보호와 불만
해소의 기능을 갖는다는 점에서 직접민주주의의 지방자치 실현에 기여한다
고 볼 수 있다.(대통령자문 정부혁신지방분권위원회, 2007)
주민투표제는 1994년 문민정부에서 ‘지방자치법’개정시 주민투표에 대한
도입근거를 마련하였고, 국민의 정부에서 ‘국민의 정부 100대과제’중 예시과
제로 체택 하였으나 실시되지 못하고, 참여정부에서 2004년 1월29일 ‘주민
투표법’을 공포하고 그해 7월30일에 주민투표제를 시행하였다.
2005년에 시행된 ‘주민투표법’에서 주민투표의 대상은 읍․면․동의 명칭 변
경, 문화회관 설치 등 자치단체의 권한에 속하면서 주민에게 과도한 부담을
주거나 중대한 영향을 미치는 주요결정 사항이며 투표권은 20세이상 선거권
이 있는 주민과 일정 외국인에게 주어진다. 주민투표 청구는 ①주민의 경우
투표권자 총수의 20분의1이상, 5분의1이하의 범위 안에서 조례로 정하는 수

이상의 서명 ②지방의회는 재적의원 과반수 출석과 출석의원 3분의 2이상의
찬성으로 지자체장에게 청구 ③지방자치단체의 장은 직권에 의하여 주민투
표를 실시하고자 할때에는 그 지방의회 재적의원 과반수 출석과 출석의원
과반수의 동의 ④중앙행정기관의 장은 국가정책에 관하여 지방자치단체장에
게 그 지방의회의 의견을 들은 후 청구할 수 있다.
2005년 7월27일 ‘주민투표법’이 시행된 후 최초로 제주도 행정구조 개편
에 대한 주민투표가 실시되었다. 이후 청주․청원 통합과 중ㆍ저준위 방사성
폐기물 부지선정 주민투표가 실시되었다.
<표>2005년 주민투표사례
개요
명칭

내용

일시

형식

결과

투표율

찬성율

• 제주도
행정구조개편

2005.7.27

혁신/점진안중
선택

혁신안

36.7%

혁신안(57%)
점진안(43%)

• 청주․청원
통합

2005.9.29 통합찬성/반대

통합반대

36.7%

청주(91.3%)
청원(46.5%)

60.5%

경주(89.5%)
군산(84.4%)
포항(67.5%)
영덕(79.3%)

• 중․저준위
방사성 폐기물
부지선정

2005.11.2

4개시 군중
찬성율 높은
지역

경주선정

* 자료 : 대통령자문 정부지방혁신지방분권위원회, 2007. 2007년 참여정부의 혁신과 지
방분권. p146

3. 주민소환제
주민소환제는 지방자치제도의 폐단을 막기 위한 지역주민들에 의한 통제
제도로서 주민들이 지방자치체제의 행정처분이나 결정에 심각한 문제점이
있다고 판단할 경우 단체장을 통제할 수 있는 제도이다. 일정한 절차를 거쳐
해당 지역의 단체장을 불러 문제 사안에 대한 설명을 들은 뒤 투표를 통해
단체장을 제재할 수 있다.
주민소환에 관한 법률(2007.5.25시행)의 목적은 주민소환의 투표 청구권
자․청구요건․절차 및 효력 등에 관하여 규정함으로써 지방자치에 관한 주민의
직접참여를 확대하고 지방행정의 민주성과 책임성을 제고자 하는 것으로 되
어있다(제1조). 주민소환투표의 대상은 선출직 지방공직자인 해당 지방자치
단체의 장 및 지방의회의원을 대상으로 하되 비례대표 시․도의원 및 비례대
표자치구․시․군의원은 제외한다(제7조1항). 주민소환투표의 청구 서명인수는

선출직 지방공직자별로 차별화하여 시․도지사는 당해 지방자치단체의 주민소
환투표청구권자 총수의 100분의 10이상, 시장․군수․자치구의 구청장은 당해
지방자치단체의 주민소환투표청구권자 총수의 100분의 15이상, 지역구시․도
의원 및 지역구자치구․시․군의원은 당해 지방의회의원의 선거구 안의 주민소
환투표청구권자 총수의 100분의 20이상으로 한다(제7조제1항). 임시개시 및
잔여기간 1년미만 그리고, 주민소환청구투표 실시일 1년 미경과시에 한하여
청구가 제한된다. 서명절차는 ‘주민투표법’, 소환투표는 ‘공직선거법’을 준용
한다.

주민투표대상자는 주민소환 투표안을 공고한 때부터 주민소환 투표결

과를 공표할 때까지 그 권한 행사가 정지되며, 지방자치단체의장의 권한이
정지된 경우에 부단체장이 그 권한을 행사한다(제21조). 주민소환은 주민소
환투표권자 총수의 3분의1이상의 투표와 유효투표 총수 과반수의 찬성으로
확정되도록 한다(제22조).
즉, 주민소환제는 지역단체장(시장, 군수, 구청장 등등)들이 업무 수행을
잘하지 못하거나 부당한 일을 하는 경우 등등 지역단체장이나 지역의원으로
적합하지 못하고 판단될 경우, 해당 지역 주민들의 투표 등의 절차를 거쳐
해당 단체장이나 지역의원에게 어떤 제재를 가하거나 그 직무를 하지 못하
도록 하는 제도이다.
주민소환제는 역사적 유래가 깊은 직접민주제의 하나다. 서양은 기원전
(BC) 6세기경 잘못을 저지른 공직자 이름을 도자기 조각에 써 투표했던 고
대 아테네의 ‘도편(陶片)추방제’에서 그 출발점을 찾는다. 이후 BC 133년 로
마에서는 그라쿠스 형제의 개혁에 반대하는 호민관 옥타비우스가 시민투표
에 의해 해임되기도 했다. 동양은 ‘아무리 군주라 하더라도 민의를 배반한
통치자는 바꿀 수 있다’는 맹자의 역성(易姓) 혁명론이 출발이다. 우리나라
의 다산 정약용도 저서 ‘탕론’에서 유사한 주장을 펴고 있다. 현재 민주주의
를 잘 운영하는 선진국 대부분은 오랜 역사의 주민소환제를 갖고 있다. 직접
민주제가 발달한 스위스는 물론이고, 영국·미국·독일·일본 등 선진국들은 모
두 공직자에 대한 주민소환제를 채택하고 있으며, 이를 적절히 활용해 독재
와 부패에 대응하고 있다. 미국에서는 1903년 캘리포니아 주가 최초로 주민
소환제를 채택했다. 주민소환투표로 쫓겨난 주지사로는 2003년 10월 7일 해
직된 캘리포니아 주의 데이비스 지사가 유명하다. 그는 방대한 재정적자의
책임을 지고 물러났다. 이때, 주민투표와 동시에 실시된 보궐선거에서 영화
배우 아널드 슈워제네거가 주지사로 당선됐다. 일본도 주민에게 지방의회 해
산청구, 의원과 지방자치단체장 해직청구, 주요 공무원 해직청구 등의 권리
를 인정하고 있다. 1947년 이후 현재까지 약 200여 건의 해직청구가 이뤄졌

는데, 그중 80여 건이 해직으로 이어졌다.이처럼 오늘날 주민소환제가 시행
되는 각국 사례를 보더라도 주민소환제는 역사적으로 민주주의 발전에 기여
해 온 제도임을 알 수 있다. 주민소환제가 실시되면 상당한 정치적·행정적
혼란을 초래할 것이라는 우려가 제기되기도 하나, 실제로 큰 문제는 나타나
지 않았다. 반대로 ‘대의제 보완의 마지막 수단’이란 중요한 역할을 주민소환
제는 담당해 왔다. 이처럼 주민소환제는 인류 역사와 함께한 제도로서 민주
주의의 실현을 위한 최후의 제도적 장치라고 할 수 있다(최우용. 2007).
4. 주민소송제
주민소송제는 참여정부에서 도입이 되었으며, 주민의 직접참정권을 확대
하여 지방행정의 민주성 및 책임성을 강화하고 주민의 자발적 참여를 통해
성숙한 민주주의를 구현하는 것을 목적으로 한다. 주민소송제도는 지방자치
단체의 위법한 재무회계 행위에 대하여 지역주민이 자기의 권리이익에 관계
없이 주민의 자격으로 그 시정을 법원에 청구할 수 있게 하는 제도이다. 소
송의 대상은 위법한 공금의 지출, 재산의 취득․관리․처분, 계약의 체결이행,
각종 공금의 부과․징수․행태등으로 한정하였다. 소송의 유형은 행위의 중지,
취소 또는 무효 등 확인, 부작위위법확인, 손해배상 청구요구 등으로 나뉘어
진다. 주민소송제도의 실효성을 확보하기 위해 주민 승소시 변호사 비용 등
실비보상청구권 부여 및 지방자치단체에서의 지급 의무화 규정을 마련하고
있다. 2006년 1월부터 주민소송제도가 시행하게 되어 2007년 4월현재 6건
의 주민소송이 제기 되었다. 주민소송의 사례는 다음과 같다. ①경기도 성남
시, 친천변 도로공사 예산낭비(수워지법, 2006년 5월25일), ②경기도 광명
시, 음식물 쓰레기 처리시설 예산낭비(수원지법, 2006년 7월24일), ③충청
남도 서천군, 업무추진비등 예산낭비(대전지법, 2006년 8월 31일),

④인천

부평구, 업무추진비 등 예산낭비(2006년 9월5일), ⑤서울 성북구, 업무추진
비 등 예산낭비(2006년 9월13일), ⑥충청남도 청양군, 인공폭포 조성 등 예
산낭비(대전지법 2007년 4월 16일)
5. 주민참여예산제
주민참여예산제도는 지방자치단체가 독점적으로 행사해 왔던 예산편성권을
지역주민들이 함께 행사하는 것이다. 즉 예산편성 과정에 해당 지역주민들의 직
접참여를 보장하는 제도를 말한다. 주민참여예산제의 주요기능은 ①예산의

투명한 공개, ②주민참여를 통한 예산의 우선순위 결정, ③지방자치단체와 주
민대표의 협의를 통한 실현 가능한 예산안 편성이다. 이는 예산편성과정에 시
민참여를 확대함으로써 1차적으로 지방재정 운영의 투명성과 공정성 및 효율
성을 제고하고, 궁극적으로 재정민주주의의 이념을 구현하는 데 목적이 있다.
그동안 집행부 중심으로 예산이 편성되어온 현재의 지방정부의 재정운
용은 급속히 변화하는 시대적 변화에 부응하지 못할 뿐만 아니라 복잡하고 다양
한 주민욕구 및 행정수요를 반영하는데 한계를 노출시켜왔다. 이로 인해 예산
의 투명성은 확보되지 못한 채, 지방자치의 완성이라 할 수 있는 재정민주주의
실현은 요원한 과제로 남아 있을 수밖에 없었던 것이 현재의 예산편성 방식이
라 할 수 있다. 이에 급변하는 시대적 변화에 신속히 대처하고 다양한 주민 욕구
에 부응할 수 있는 새로운 예산편성 방식이 요구되는 바, 이를 반영한 새로운 예
산제도가 주민참여예산제도라 할 수 있다.
행정자치부는 「2004년도 지방자치단체 예산편성기본지침」을 통해 예산편성
이전에 인터넷설문조사, 주민공청회, 간담회 등을 거쳐 지역주민들이 예산편성
과정에 참여하는「주민참여형예산편성제도」의 도입을 권고한 바 있다. 이를 근거
로 광주광역시 북구는 2004년 3월, 우리나라에서 최초로 예산편성과정에 주민
참여를 제도화 하였으며 이어 울산광역시 동구에서도 같은 맥락의 주민참여
예산제도를 실시하고 있다.
주민참여 예산제도는 행정자치부가 2004년 정기국회에 제출하였으나 1년
넘게 상임위원회에서 계류중이었던 “지방재정법개정법률안”이 2005년 8월 4
일자로 공포되었다.
6. 사회복지공동모금회
우리나라 공동모금회의 시작은 1970년 외원기관 등의 철수 및 사업축소
에 따른 국내지원단체들의 운영책임이 정부에게로 이양되면서 본격적으로
실시되었다. 그러나 그동안 수차례의 사회사업법개정과 1975년 정부주도 불
우이웃돕기운동전개,

1980년에서

1998년까지

사회복지사업기금법

시행,

1994년 감사원 감사결과 사회복지사업기금관리의 허술함에 따른 공동모금법
의 민간사회복지조직에 모금원을 이양하고 입법화를 추진하여 1997년 국회
에서 사회복지공동모금법 통과, 1998년 7월 시행, 1999년 3월, 법개정을 통
해 사회복지공동모금회가 정부주도에서 순수민간주도로 이관되어 현재에 이
르게 됨을 알 수 있다.
이러한 사회복지공동모금회는 양적성장과 더불어 우리나라 공공부문의 사

회복지사업을 실질적으로 보완하고 복지의 사각지대를 발굴하여 지원하는
역할을 담당해 오고 있다.
공동모금의 주요목적은 다양한 복지기관 및 단체와 공동모금회 자체의 행
정적인 활동에 자원을 배분하기 위해 자선기부금을 모금하는 것이다. 따라서
모금방법을 “어떻게 하면 보다 많은 사람들로부터 보다 많은 기부금을 모집
할 수 있느냐”를 결정하는 수단으로서 공동모금의 존속여부가 달려있는 가장
기본적이면서도 중요한 부문이다. 일반적으로 모금은 크게 개인, 기업, 단체
로부터 기부금을 모집하는 것을 기본으로 특별한 사업내지 프로그램을 통해
모금할 수 있다. 모금방법은 주요 모금대상이 누구냐에 따라 크게 네 가지
유형으로 나눌 수 있다. 첫째는 “개별형”으로 개인이나 가정의 헌금을 통해
서 모금하는 형태이다. 둘째는 “기업중심형”으로 회사, 공장 및 사업체등과 그
근로자를 대상으로 모금하는 형태이다. 셋째는, “단체형”으로 재단, 협회등의
단체가 대상이 되는 경우이다. 넷째는, “특별사업형”으로 특별한 프로그램이
나 사업 등으로 백만인 걷기대회, 카니발, 오페라, 자선음악회, 자선골프대
회, 카드발매 등 다양하다.

Ⅴ 맺는말
우리사회는 현재 민선 제4기 지방자치제가 실시되어 풀뿌리 민주주의의
기초를 다지고 중앙정부중심의 행정에서 지방정부중심의 행정으로 중앙정부
권한과 책임이 지방정부로

이양되어 시행되고 있다.

따라서 사회복지영역에 있어서도 그 지역사회의 특성과 실정에 맞는 지역
사회중심의 지역사회복지사업이 절실히 요구되고 있는 실정이다. 즉 지방자
치제도의 실시와 주민참여의 증가, 국민기초생활보장제도의 정착 그리고 지
역사회내외 다양한 사회복지기관의 설치 및 운영 등 일련의 변화는 지역사
회복지실천의 중요성과 아울러 보다 폭넓은 지역복지실천방법의 개발을 요
구하고 있다. 이러한 요구에 적절하게 부응하는 한 방법이 지역주민들이 참
여하는 지역사회복지 실현에 있다
지방분권화시대의 지역사회복지는 주민참여가 그 핵심으로서 주민참여의
실천적인 지역사회복지사업에는 지역사회복지계획수립, 주민투표제, 주민소
환제, 주민소송제, 주민참여예산제, 사회복지공동모금회 등이 있다. 우리나라
는 지방분권화의 역사가 짧고 경험이 거의 없어 주민이 참여하거나 실천하
는데 많은 제약과 어려움이 있다.
이를 극복하기 위한 최선의 방법은 현재 지역사회복지계획이 수립되어 진

행되어 있는 지역사회복지협의체에 직간접적으로 지역주민들의 참여의 기회
를 확대하는 것이다. 여기에는 지역사회내 사회복지기관의 사회복지인력을
중심으로 하는 전문인력에 의한 역할이 매우 중요하다. 그러나 지방분권화
이후의 지역사회복지기관과 사회복지사의 처우의 근무환경은 매우 열악하여
그 역할이 매우 축소되어 있는 한계를 가지고 있다.

지역사회복지사업에 전

문인력의 유인은 매우 중요한 선결과제로서, 이들에 대한 근본적인 유인전략
이 필요하다. 이를 위하여는 첫째, 지역사회복지 인력에 대한 신분보장, 둘
째, 사회복지인력에 대한 처우에 관한 법률 제정, 셋째, 사회복지 인력에 대
한 전문성 향상을 위한 역량강화의 제도적 완비(보수교육 등), 넷째, 사회복
지인력 및 이용자들을 위한 인권보장 시스템 구축과 인력양성 및 교육, 다섯
째, 사회복지기관에 대한 재정적 지원 등이 선결적으로 완비 되어야 한다.
또한 지방분권화이후 재정자립도에 따라 지역간 격차와 사회복지사업에
대하여는 많은 차이가 있다. 지방 자치단체에 대한 사회복지부문에 대한 재
정확보를 위한 법률적 제도정비와 지역 특성에 맞는 지역사회복지 모델구축
을 위한 정부차원의 연구와 지원이 이루어져야 한다.

그리고 지방분권화 시

대의 지역사회복지가 정착되고 활성화 될 수 있도록 주민참여형 지역복지사
업에 대한 인센티브제 활성화 등이 뒷받침되어야 하겠다.
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地方分権化時代の
住民参加型地域福祉
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Ⅰ

序文

21 世紀は新地域社会福祉時代である。この時代においての地域福祉は単
純な政策目標や理念を意味するものではなく、福祉サービスの体系、機能、
方法を含む具体的な内容を帯びている。
言いかえると、地域福祉は地域住民福祉欲求の充属過程であり住民の福
祉運動と活動によって支えられているものである。このように地域福祉は
地域住民が抱えている生活上の混乱に対して住民主体の視覚において共感、
除去、予防を図り住民の生活権と福祉権の保障・拡充を目指した社会的政
策と手段の総体とも言えよう。過去において我が国では国家主導の経済成
長が、50 年間にわたり、主な目標を占めていた。しかし文民政府以降効率
性と衡平性、そして民主制に対する国民の欲求が強調され始め IMF 危機の
ため国家の経済状態が再び重要な関心の対象になり国民の政府としては効
率性と競争を強調するようになった。
参与政府はこのような歴史上の脈絡からいままで充足されなかった国民
の参加欲求を受容しなければならず同時に長い期間経済成長第一主義であ
った為構に構築できなかった社会安全網及び福祉システムを拡充させない
といけない課題が現れた。（大統領自文

政府革新地方分権委員会、2007）

このような環境において参与政府は政府革新地方分権委員を構成し革新ロ

ードマップを作成した。このようなロードマップを用い地方分権は 2004 年
1 月 16 日

法律 7060 号「地方分権特別法｣により始まりこれは 2009 年 1 月

17 日まで一時法として効果を発揮し始めた。
地方分権の核心は住民参加をその根幹としている。参与政府においても
地方分権での地域社会福祉実現を、地域社会福祉計画樹立を中心として推
進するようになっており、このような社会福祉計画の樹立は地域住民たち
の欲求と地域住民の代表といえる地域福祉協議体を通じ実施する事になっ
ている。
住 民 参 加 は 人 間 の 解 放 （ liberation ） と 疎 外 者 の エ ン パ ワ メ ン ト
（ennpowerment of the dispossessed）という社会福祉の基本的価値を具
体化する事（gamble & weil,1995:483）で社会福祉実践の一線の現場であ
る地域社会において地域住民の福祉実現を追及する地域社会福祉との密接
な関連を持つ以外はない。つまり、住民参加が地域社会福祉の活性化及び
発展のためには無くてはならない核心的な要素だというが大部分の合意と
なっている。（李英哲、2007）
住民参加は地域住民が公式的な政府の意思決定過程に関して住民の欲求
を政策や計画に反映させるよう積極的に努力する事をいう（チェ・イルソ
ップ

他、1996）。よって地域社会福祉と関連付けて見てみると、地域住民

が福祉と関連した公式的意思決定過程に関して住民の福祉欲求が政策や計
画に反映されるようし、問題のある条件を改善していこうとする積極的な
努力とも言えよう。
このような観点から見た研究は参与政府の地方分権化時代に住民参加地
域社会福祉に対して論じようとする。まず、参与政府は地方分権化と地域
社会福祉を定義して住民参加に対する整理と住民参加型地域社会福祉実態
を考察する事で韓国の住民参加型地域福祉に対する現在地を知ろうとして
いるのである。

Ⅱ

地方分権化と地域社会福祉

1.地方分権化
地方分権とは中央政府から自治団体に権限が委譲されソウルから地方に

資源が分散する事を意味する。したがって権限委譲の核心は行政と財政の
決定権が中央政府から自治団体に移る事を意味し、資源分散は結局お金と
人材がソウルから地方に分散される事を意味する。現在ソウルと首都圏は
過剰と過密でおびただしい浪費と非効率が発生しており地方は不足と過疎
で沈滞の泥沼に陥っている。よって途方分権を通してソウルと首都圏の過
員と過密が解消できれば国家全体の競争力が上がるかも知れず地方民と首
都圏住民の生活の質を両方高める事ができる。
地方分権の基本方向は第一に、地方行政権の強化として①行政的権限を
地方政府に委譲する中央機能の代表的な地方委譲②行政サービスの
one-stop サービス体系構築をあげる事ができる。第二に、地方経済発展の
ための国家機能分散化促進として①地方企業の資金支援を円滑に行う為の
金融機関の地域本部に興信関連権限大幅委譲②SOC 投資は原則的に広域地
自体の責任下に執行する事ができる。第三に、地方財政力の強化として①
広域地自体別地域特性に見合う財源を追加確できる権限付与②地方交付税
の一定部門、特別交付金の相当部門、譲与金税入の全部、一般会計前入金
等の特別会計準備及び特別改定設置設置運営をあげる事ができる。
次に地方分権の具体的課題として 1）地方分権特別法財政と地方分権推進
基本計画樹立 2）中央府部処の地方移転 3）中央政府政策過程に地域代表参
加等の地域代表性の確保 4）政党公制薦配置等地方政治活性化の為の政治改
革 5）地方所得税、地方消費税

導入等全面的な税制改革 6）中央政府の地

方自治団体としての議員事務の配置 7）地方言論発展の為の根本的対策の強
化 8）地域技術革新

促進法制定

等である。

結局のところ地方分権運動の促進は一に分権の為の制度インフラの拡充、
第二に分権化運動のネットワークの形成、第三に住民の自治意識の向上、
第五に市民運動次元において分権運動を展開させる事である。
2.地域社会福祉
地域社会福祉（Community Welfare）は地域と社会福祉との合成語として
地域次元においての社会福祉という意味をもつ。これはとても包括的な概
念であり専門

または非専門人材が地域社会水準に存在する各種制度に影

響を与え地域社会の問題を予防し解決しようとする一体の社会的努力を意
味する。このような組織的・非組織的努力は古今東西の全ての形態の地域

社会に存在しよく「社会福祉｣というより一般的で広法的な概念と同じもの
のように混同している。（李英哲、1998）
しかし、地域社会福祉というものは個人福祉や家族福祉より広い次元の概
念であり、児童福祉、障害者福祉という対象層中心の福祉活動よりは地域
性（Locality relevance）が顕著であるという点でその差を発見する事が
できる。
地域社会福祉は地域住民の福祉を図り住民の生活向上を目的として社会
福祉を統合しこれを展開するのにその特徴をおいている。また地域住民の
生活の為に公的・私的機関が相互に協力して組織化して生活環境と福祉環
境を改善する社会的施策及び方法の体系と定義する事ができる。このよう
な地域社会福祉の枠組みを構成する具体的用件としては次の通りである。
（李英哲、2003）
第一に、欲求把握、敏感な対応、充足の適正性、サービス改革を内容と
する地域福祉計画、第二に住民主体、住民参加、住民運動を含む地域組織
化、第三に、制度・サービスの体系化―必要不可欠なサービス設定とその
連結網、組織化されないといけないサービスの種類としては予防的なサー
ビス（発生予防、初期発見）、大衆用法的サービス、相互補助的サービス等、
方法としては施設保護及び治療的意味がある地域社会保護と地域性と行・
財政基盤を前提条件とした系統化、体系化、組織化される事、第四にサー
ビス配置、基準の体系化、第五に地域福祉を目標とする方法論と技術論の
組織化である。
このように地域社会福祉は新しい社会福祉の展開を意味し予防と社会的
統合、そして参加の具体化を図る事で社会福祉サービス全体の中で一定の
制度的位置をなし地域社会において援助を必要とする人たちを包括してい
る。
3.ガバナンス概念の拡散
ガバナンス（governance）核心は「既存の統治様式の変化であり市民社
会の多様な主体間のネットワークという概念｣といえる。（カン・ヘギュ、
2006）ガバナンスは 70 年代の終わりから国家中心の管理体系の向上及び役
割の限界、位階構造または調停様式の問題点と限界が露出し新しい統治様
式が必要とされ、国家の失敗を克服できる管理能力、公共サービス供給体

系としてのガバナンス、地域経済の活性化の為の民間と政府間のパートナ
ーシップの強調に関心がおかれた。90 年代以降ガバナンスは最小国家論の
原理を反映して、政府介入を縮小し民間部門を公共部門に導入し効率的な
政府を具現しようと努力した。そのため政府だけではなく政策決定に大き
な影響がある多様な主体を含ませて相互作業する形態に発展させこれを主
体間のネットワークを強調させるようにした。これによりガバナンス概念
は市民社会領域としてその作業範囲が拡大され政府主導もしくは市場主導
の枠を超えた代案的な統治及び管理体制として浮き彫りにされた。ここに
は各国家の活発な NGO の役割と市民社会の比重増大が大きな鍵となった。
2000 年代に入ってガバナンスを多様な主体間の単純なネットワークとし
てのみではなくその主体間の政策を調節し公共問題を解決する統治システ
ムとして地域の発展を実現する公共意思決定の流動的なパターンとして理
解するようになり国家運営の枠組みを全面的に再構築するための作業に重
要な異論的資源として活用されている。（アン・ソンホ、2004）
特にローカルガバナンスという地域的水準において形成されるガバナンス
は地域社会資源において地域住民が自分達の生活、または生活に影響を及
ぼす重要な政策決定に参加する事を意味する。このようなローカルガバナ
ンスが形成される為には地域においての市民社会の活性化が必須である。
（キム・ジョンエ、2004）
ローカルガバナンス（チョン・ジェムン、2003）第一に、地方政府、非
営利団体、企業を含む参加主体の多様化を重視し、第二に、垂直的・水平
的位階を含む拡散構造を強調し、第三に、政治的分権化、財政的分権化、
制度的分権化などの分権化を重要な基礎として、第四に、単純な市民参加
より積極的で急進的である点を強調している。
4.地域社会福祉計画
理想的な地域社会は一定の地理的部分と共通の紐帯そして社会的相互作
用の三つの要素を必要とする。このような地域社会を作るために地域社会
福祉が必要なのである。地域社会福祉は一定に地域社会内の中で住民の生
活問題を社会福祉士と住民が共に公式・非公式的資源を動員、活用、調停
及び開発し問題を解決したり予防する多様な努力を意味する。
地域社会福祉を実践する方法の中で理想的な地域社会を追求する為の効

果的な実践方法が地域社会福祉計画である。地域社会福祉計画は地域住民
各自が人間らしい生活を追及できる地域社会を形成するために住民と行政
が相互協力して地域社会福祉の推進に関する事項を全体的に定めた計画で
ある。
この計画は地域住民の欲求を把握しこのパターンで多様な福祉問題を地
域社会に提示しこれに対応するために地域の社会資源を活用した地域水準
においての福祉課題解決と地域住民の欲求を従属させるためのものである。
（大橋謙策、2002）。
これ以外にもビョン・ジェファン他（2000）によると地域社会福祉計画
は地域社会福祉サービスを総合的・計画的に推進するための方法として住
民の福祉欲求と地域特性等地域の福祉問題を把握しこれを課題とし、住民
参加を土台に公共・民間の協同を通じてその解決を実現するための中・長
期的計画といわれている。
一方、地域社会福祉計画には次のような三つ目標がある。（大橋謙策、
1996）
第一に、住民の福祉欲求を充足させるためのサービス目標量であったり
サービスを提供するための体系構築と同じ課業目標である。
第二に、計画の策定と実践において住民の社会福祉に対する関心と理解を
高め実質的な住民参加を実現する過程目標である。
第三に、地方自治団体において社会福祉に関する社会的・政治的役割の変
化を追及する関係的目的である。
よって地域社会福祉計画は単純に地域社会福祉に対する計画だけを意味
するのではなく住民が直接参加する自身の欲求を表出しこれを結集させた
後解決しないといけない課題をみつけ、これを実現させるため行政と協同
して努力しながら既存の行政との関係を変化させようとする一連の過程全
体を意味する。
このような意味において地域社会福祉計画は地域住民の欲求を基礎にお
いた多様な福祉課業の設定とこれを実践に移すための地域社会と地域資源
の動員と地域参加が必須である。

Ⅲ住民参加福祉
1.住民参加福祉の意義
住民参加は地域住民の意思に従い政策と計画を決定・進行することによ
り民主制を確保できる手段であり、住民の自らが福祉の影響を及ぼす意思
決定過程に積極的に参加する事により政府の提供するより高い水準の社会
福祉サービスを受けようとする住民の積極的努力をいう。従って住民の選
好や熱望にパターンを置いて政策を入案、決定し住民の支持基盤を強固に
する事で行政の能率性を確保できるという側面においてその必要性を理解
する事ができる。（チェ

イルソップ

他、1996）よって地域社会福祉にお

いて住民参加は必須であり、核心的な手段とみる事ができる。
地域社会において住民参加とは地域、自治体の水準で政治・行政に地域
住民が直・間接的に参加し政策決定や制度の実施に対して市民の意を反映
させるものであり、民主的手段を重視するといえよう。
（チョン

グアンヒ

ョン、2004）社会福祉においての住民参加の意義は社会福祉政策、社会福
祉計画、社会福祉運営及び実施に参加、参加に対する計画の樹立に対して
民主化的な手段と現実的な社会福祉を具現化することといえよう。
住民参加の意義と機能として①地域住民の生活上のニーズに即刻的に対
応、②住民の参加機会の確保、③民主化の機能、④行政・政策決定の合理
性の確保、⑤住民の共同体の意識強化、⑥住民相互間の信頼感の回復、⑦
人権保障の機能発揮、⑧地域の特性と改正を活かし、⑨自助は相互協造を
通しより共に生きる社会を具現できるということである。住民参加の純粋
な機能としては地域地域社会福祉に対する情報交換機能、意見受領機能、
合理的意思決定機能、問題解決機能、地域社会福祉政策の批判・評価・監
視、共同体意識の強化等を挙げることができる。住民参加の逆機能として
は集団利己主義化、参加住民の代表制問題、専門性欠如、費用の増加、官
僚制の阻害等を挙げることができる。
2.住民参加の背景
1)政府の社会福祉政策の変化

最近社会福祉の発展過程をみると補充的社会福祉において制度的社会福
祉へ、慈善的な面から権利的な面に、特殊性から普平性に、最低条件から
最適条件の支給やサービス提供というものと説明している。
（シン・メンス
ン、1995）
その間わが国は急激な産業化等により過去に予測できなかった新しい社
会福祉問題と福祉需要を創出している。これにより公共財化と社会福祉サ
ービスは政府の主導方式と異なる多様な主体たちと時には競争的に又は連
携し供給する時代が予想される。地域住民たちはまた所得の向上により高
い費用を支払っても質と満足度が高いサービスを願うようになり、政府の
社会福祉サービスの質が民間部門と比べ落ちれば、地域住民たちは民間の
市場を通じ満足しようといするであろう。今後の政府は「政府｣の論理価値
ではなく需要者である「地域住民達｣の論理と価値に従い全ての構造と機能
を改正し住民達の価値を極大化できるシステムへの変化が予想できる。
2)市民参加主体の多様化
市民運動は最初は労働運動と同じ抵抗的で闘争的な性格を帯び始め徐々
に参加的運動に発展している（パク

テヨン、2007）わが国の市民運動は

1987 年 6.10 民主化運動を契機に住民達の爆発的な政治参加が実現し、徐々
に環境運動、住居運動、福祉運動等住民達の権利探し

意識拡散と共に無

数の市民・社会団体が設立され運動の内容も多様化され参加階層も拡大さ
れる等外形的にも急成長した。これは国民の政府と IMF の登場と共に多様
な市民・社会運動として社会福祉サービスの民・官

協力関係を主導して

いる。
市民・社会団体は個別住民の劣悪な状況と色んな障害要因を克服し住民
生活の改善の要求を毎回、政策決定過程に介入しようとする市民参加の新
しい主体として住民参加を活性化するのに大きな影響を発揮している。
3)福祉需要欲求に従った意識変化
社会が徐々に発展・変化し新しい社会問題が現れるにつれ社会福祉は一
般的に助けを必要とする人々を保護する立場より「共同参加のための共同
の福祉｣という立場としてみられるようになった。（キム・ヨンホ、1995）
その間社会福祉の需要者は低所得

最弱階層が主流となっていたが、これ

は我が社会が潜在的な福祉サービス欲求に対応する制度的装置を準備でき

ていない事に起因する（カン・ヘギュ、2005）最近、わが国は圧縮成長と
社会の発展を通じ所得水準とは関係なく個人、家族内において解決できな
い多様な福祉ニーズが増加しており社会福祉需要が量的、質的に変化して
おりこれによったサービス方式も変化している。低出産・高齢化に伴う核
家族化等、人口及び家族構造の変化、社会経済的環境変化による福祉需要
の増大と新しい福祉ニーズの出現は社会的サービスの需要を拡大させてい
る。これにより福祉部門の拡大、サービス内容の多様化、サービス方法の
変化が求められている。
4)社会福祉現場の活性化
ハンセンフィールドはサービスと行政の体系に直接的な影響を及ぼす環
境的変化を次のようにみている。（Hasendfeld、1996）第一に、福祉国家の
衰落と不平等の増加、第二に社会福祉サービスの民営化と商業化、第三に
サービス機関が担保すべきニーズの性格と有形の変化、第四に情報革命な
どを重要要因として指摘している。この新しい組織形態の出現、財政管理
強化と専門主義（Professionalism）の縮小、マーケティングの強調とサー
ビス機関の大衆化、サービス技術革新、非官僚的組織による指導力の変化
等の変化を予測させようとしているがこれは我々の実践ともとても酷似し
ているといえよう（カン・ヘギュ、2004）
我々の社会が地域住民の個々人の権利に対する認識が伸張され生活現場
に参加し主権を行使する参加文化が普便化され、社会福祉制度実践現場が
多様化され活性化されているとみることができる。
5)ボランティア活動部門の拡大
ボランティア活動は住民の社会・心理的なニーズを効果的に充足させる
事ができ、生きがいのある余暇活動、住民の潜在能力開発を通じ自身を成
長させその上共同体の力強い構成員に発展させることができる。（チョン
ジエイル

外、2000）ボランティア活動は住民はもとより自身のニーズと

動機を表現し実現することで自発的な参加能力を向上させ住民達が地域社
会の問題解決と協同の福祉増進の為に共同体意識を高揚させる基盤となっ
ている。（パク・テヨン、2007）

3.住民参加の有形
1)活動主体に添った類型
地域社会福祉のための活動主体が誰にあるのかによって官主導的

住民

参加、協同協力的住民参加、自発的住民・民間団体参加形態に分類できる。
（パク・テヨン、2007）
区分

官主導的住民参加

協同協力的住民参加

自発的住民・民間団体参加

目的

・官の行政に対する

・協同の責任下において相

・住民・民間団体が地域社会

広報と政策決定時を

互協力して地域社会問題を

問題に直接介入・解決

反映して地域問題を

解決

解決
特徴

・行政広報

主

・理想的な意思交流、水平

・住民の高い参加

・住民が受恵者とし

型

・政策決定に住民の意見を制

て参加

・地域住民

・低い自率性

通じ住民視覚と能力培養

統合・参加を

・問題解決
主導
内容

割当に積極的に介入

中心

・政府・地方自治団

・政府・地方自治団体と住

体

民・民間団体

主導

・公欄、投票、委員

度化、地域社会の計画・資源

・住民・民間団体

主導

共同

・地域と地方環境、経済開

・利益集団、市民団体、近隣

会、公聴会、班常会、 発、医療、サービス補給、

組織、示威、協同募金、住民

行政手段制度、ソベ

社会庁の連帯―1 時的連盟

団体

・児童福祉委員会

・ソウル

・望ましい

・生活保障委員会

ゴミ処理場建設付地

・母子福祉委員会

定委員会

・地方青少年委員会

・ナットン川

・同定喚問委員会

合対策

・YMCA 美しい村作り

・住民宿願事業推進

・葬墓文化改善の為のソウ

・歩いてみたい町作り、ゴミ

委員会

ル市民討論会

処理場

・住民直接投票制

・駐車文化

・班常会

・垣根壊し、壁画

イ、高層処理センタ
ー
事例

チュンラン区の
選

の為の

地方自治

実現

大田市民集会、ドボ

ン愛市民集会、ブチョン市の
水管理

総

議定――団

市民対策委員会

模範地区
作成

・ゴミ分離収去、防犯巡察
効果

・制度的

安定性が

・民主制、協同協力、共同

・住民のニーズと意見受領

高く、専門性を最大

体意識

・住民の

限活用

・地域問題の積極的解決

・政策の公開

空間帯

形成

2)参加運動にしたがった類型
住民達の参加の内容によって行政委属活動形、団体管理活動形、専門機
能活動形、契約に従った継続活動形、運動形、日常生活形等に分ける事が
できる。（チョン・クァンヒョン、2004）
活動の分類
行動委属

活動の内容
活動形

性格

・児童委員
・保護士

活動

・法、条例の義挙

活動

・行政の障害義挙

・養父母、少年補導員

活動

委属

・名誉的性格が強い
・活動の制約性
・委属機関の限定（1.2 年―数年）

団体管理

活動形

・団体の意思、監査、評議員等

・団体の定款や規約により選出
・団体の管理運営上の責任の質
・出席の義務を持つ
・任期は 1－数年

専門機能

活動形

・弁護士、医師、看護師

・機能

・講師

・希少性

・通訳（手話）

・臨時制

及び知識の専門性

・部分性（活動の一部分を担当）
契約に従った継続

・子供会、BBS,スカウト活動

・施設、団体との契約制

活動形

・団体所属、相談活動

・活動の継続性

・高齢者、障害者の為のサービ

・対象の限定性（日時、場所）

ス

・専門職との協同性

・福祉施設等の訪問

・生活拡充的

運動形

・実験的・開拓的

活動

・問題の解決（要求、開拓

・調査活動

・対象の限定性（大政府、大企業）

・啓蒙活動

・期間の短期性（1－数年）

・環境整備運動

・当事者との共同性

・条例改定運動
・施設設置運動
地域関連

活動形

・緑化運動

・共通問題解決性

・協同募金運動

・一時性（年 1 回か 2 回）

・青少年不良防止運動

・指導者依存性

・清掃活動

・反義務制

・年末
日常活動形

等の方法）

不遇隣人助け活動

・目上を敬う

・日常性

・小さな親切運動（案内、優先

・親切性

性格

座席、車椅子介助、挨拶強化） ・ピプログラム性
・突発性
・短時間的

Ⅳ住民参加型

地域福祉

実際

1.地域社会福祉協議会
1)地域福祉協議体
地域福祉協議体は多様な地域社会福祉

関連組織間の連携と協力を通じ

地域社会中心の福祉基盤を実現し福祉サービス提供単位として持ち合わせ
ている地域社会の潜在力を現実化することができる組織体系といえる。地
域社会協議体は管轄地域の中の地域福祉事業に対する重要事項と地域福祉
計画を審議又は建議し、社会福祉・保健・医療関連機関・団体が提供する
社会福祉サービス及び保健・医療サービスの連携・協力を強化することに
なっている。（法第 7 条の 2）
地域福祉協議体は委員長及び副委員長を含め 10 人以上 20 人以下の委員
で構成される。地域福祉協議体ぼ委員長及び副委員長は委員の中から補選
されるも委員長の場合は公務員及び民間の委員を合同で選任する事ができ
る。地域福祉協議体は各分野の意見が反映されえるよう各分野を代表する
者で均等に構成されないといけない。協議体の委員は次に該当する者の中
から市長・郡首・区清長が任命または委属する。（法第 7 条の 2、規則第 1
条の 3）①社会福祉又は保健・医療に関する学識と経験の豊富な者②社会福
祉事業を行う機関・団体の代表者③保健・医療事業を行う機関・団体の代
表者④公益団体からの推薦者⑤社会福祉業務又は保健・医療業務を担当す
る公務員等である。
地域福祉協議体は次に内容を審議・建議したり市長・郡首・区清長の自
問に応える（規則第 1 条の 4）①地域福祉計画

樹立②地域福祉計画の試行

過程及び試行結果の評価③社会福祉サービス及び保健・医療サービスの連
携・協力④地域住民の福祉ニーズ調査⑤地域内福祉資源の調査及び開発⑥
市長・郡首・区清長が地域福祉施策の促進の為に必要とする事項⑦それ以
外委員長が付議する事項
2)実務協議体
地域福祉協議体の業務を効率的に遂行するために実務協議体を設置でき
るようになっている。（法第 7 条の 2）実務協議体は実務委員長及び実務副
委員長を各 1 人含み 10 人以上 20 人以下の委員で構成される。地域社会福

祉に対する事項を分野別に調査・研究または連携・協力するために実務協
議体内に各分野別に実務分科を構成し運営することができる。実務協議体
を構成する場合は委員を次に該当する者のなかで地域福祉協議体委員長が
任命又は委属する（規則第 1 条の 5）①社会福祉事業を行う機関・団体の実
務者②保健・医療事業を行う機関・団体の実務者③公益団体（非営利

民

第 2 条の規定による非営利民間団体をいう）から推薦する

間団体支援法

者④社会福祉業務または保健・医療業務を担当する公務員⑤その他地域社
会福祉協議体から実務協議体に参加が必要だと認定された者。
実務協議体は地域福祉協議体を支援するために次のような業務を行う
（規則第 1 条の 6）①地域内社会福祉サービス及び保健医療サービスの連
携・協力に関する実務協議②地域社会福祉協議体から審議・建議すべき案
件の検討③社会福祉保護対象者別保護計画、保護結果の評価に対する検討
④地域社会

福祉増進のための細部事業に対する実務協議⑤分野別実務分

科間連携及び朝廷⑥その他

地域福祉協議体から指示を受けた業務。

3)協議体運営等
委員の任期は 2 年とし各協議体の会議内容は一般人の閲覧が可能となる
よう記録・備蓄しないといけない。各協議体の委員長は必要と認定される
場合専門家又は関係人等を出席させ意見を聞くことができる。(規則第 1 条
の 7、9)各協議体の事務を処理する為に各協議体に監事１人を置き各協議体
の運営の為に常勤

有給職員を置くことができる(規則第一条の 10)試行規

則で定める以外の各協議体の組織・運営に関して必要な事項は当該

市・

郡・区の条例に定めるようになっている。(規則第 1 条の 12)
2.住民投票制
住民投票制は憲法上の基本権の参政権(地方政治参加権)の実質的な保障
のためのものである。
住民の投票を通じ地方自治団体の行為や決定に民主的正当性を付与し地
方議会に対する牽制機能を発揮し少数者の利益保護と不満解消の機能を帯
びるという点において直接民主主義地方自治
(大統領諮問

実現に寄与すると思われる。

政府革新地方分権委員会、2007)

住民投票税は 1994 年

文民政府から「地方自治法｣改正時

住民投票に

対する導入根拠を用意したし、国民の政府から「国民の政府 100 代課題｣中
予備課題として採択したが実施できなかったし、参加政府から２００４年
１月２９日「住民投票法｣を公布しその年の 7 月 30 日に住民投票制を試行
した。
2005 年に試行された「住民投票法｣において住民投票の対象は邑・面・
洞の名称変更、文化会館設置等自治団体の権限に属しながら住民に過度な
負担を与えたり重大な影響を及ぼす重要決定事項であり投票権は 20 歳以上
の選挙権のある住民と一定の外国人に与えられている。住民投票請求は①
住民の場合投票権者

総数の 20 分の 1 以上、5 分の 1 以下の範囲の中で条

例と定める数以上の署名②地方議会は開拓議員

過半数の出席と

出席議

員 3 分の 2 以上の賛成で自治体長に請求③地方自治団体の長は直権におい
て住民投票を実施する場合その地方議会

開拓議員過半数の出席と出席議

員過半数の同意④中央行政機関の長は国家政策に関して地方自治団体長に
意見を聞いた後請求を行う事ができる。
2005 年 7 月２７日「住民投票法｣が施行された後
構造

最初の済州島

改変に関する住民投票が実施された。その後清洲・清原

低順位

放射線廃棄物

<表 2005 年

敷地選定

行政

統合と中・

住民投票が実施された。

住民投票例>

概要

内容

名称

日時

形式

結果

投票率

参政率

・済州島

2005.7.27

革新/漸進案

革新案

36.7％

革

行政構造改革

新

中

(57％)

選択

漸

進

案
案

(43％)
・清洲・清原

2005.9.29

統合

統合賛成/反

統合反対

36.7％

清

洲

(91.3％)

対

清

原

(46.5％)
・中・低順位

2005.11.2

4 つの市・郡

慶州選定

60.5％

慶

放射線廃棄物

中賛成率の高

(89.5％)

敷地選定

い地域

群

州
山

(84.4％)
浦

項

(67.5％)
盈
(79.3％)

徳

*資料：大統領諮問

政府地方分権委員会、2007.2007 年

参加政府の

革

新と地方分権。P146
3.住民召喚制
住民召喚制は地方自治制度の弊害を阻止するための地域住民達による統
制制度として住民達が地方自治体制の行政処分や決定に深刻な問題点があ
ると判断される場合

団体長を統制するための制度である。一定の手続き

を経て該当地域の団体長を呼んで問題思案に対する説明を聞いた後投票を
通じ団体長を制裁することができる。
住民召喚に関する法律(2007.5.25 試行)の目的は住民召喚の投票請求権
者・請求要件・手続き及び効力などに対し規定することによって地方自治
に対する住民の直接参加を拡大し地方行政の民主制と責任制を図ろうとす
るものとなっている。(第 1 条)住民召喚投票の対象は選出職地方公職者であ
る該当

地方自治団体の長及び地方議会議員を対象としているが比例代表

市・道議員及び比例代表自治区・郡議員は除外する(第７条 1 項)住民召喚投
票の請求署名人数は選出職地方公職者別に差別化し市・都知事は当該地方
自治団体の住民召喚投票請求権者

総数の 100 分の 10 以上、市長・郡主・

自治区の区清長の当該地方自治団体の住民投票請求権者
の 15 以上、地域区市・道議員

総数の１００分

及び地域区自治区・市・郡議員は当該地方

委員会の選挙区内の住民召喚投票請求権者

総数の１００分の 20 以上とす

る(第７条第１項)臨時に開始及び残余期間１年未満そして、住民召喚請求投
票実施日１年未経過時に限定して請求が制限される。署名手続きは「住民
投票法｣、召喚投票は「公職選挙法｣を準用する。住民投票対象者は住民召
喚投票案を広告したときから住民召喚

投票結果を公布するまでその権限

行事が提示され、値日宇実団体議長の権限が提示された場合に副団体長が
その権限を行使する(第２１条)住民召喚は住民召喚投票権者総数の３分の 1
以上の投票と有効投票総数過半数の賛成を持ち確定するようにする。(第２
２条)
つまり、住民召喚制は地域団体長（市長・郡主、区清長等)たちが業務遂
行をできなかったり不当な事をする場合等地域団体長や地域議員として適
合不可と判断される場合、該当地域住民たちの投票などの手続きを経て該
当団体長や地域議員たちにどう制裁を課するか又はその職務をできなくす

るための制度である。
住民召喚制は歴史的由来が深い直接民主制の 1 つである。西洋は紀元前
(BC)６世紀頃不当を行った公職者の名前を陶器のかけらに書き投票した古
代アテネの「陶片追放制｣においてその出発点を探すことができる。その後
BC１３３年

ローマでクラックスっ兄弟の改革に反対する護民官

オクタ

ビアウスが市民投票において解任されたりもした。東洋は「いかに郡主で
あっても民意を無視した統治者は変えることができる｣という孟子の易姓
革命論が出発である。わが国の茶山

丁若鏞（人名）も著書「討論｣におい

ても類似する主張をみることができる。現在民主主義を効率よく運営する
先進国の大部分は長い歴史に住民召喚制を設置している。直接民主制が発
達したスイスはもちろんのこと、イギリス・アメリカ・ドイツ・日本など
先進国は全て公職者に対する住民召喚制を採択しており、これを適切に活
用し独裁と腐敗に対応している。アメリカでは 1903 年カリフォニア州が最
初に住民召喚制を採択した。住民召喚投票で落選した州知事として 2003 年
１０月７日に解職されたカリフォルニア州のデイビス知事が有名である。
彼は膨大な財政赤字の責任をとり解任された。この時、住民投票と同時に
実施された補欠選挙において映画俳優

アーノルドシュワネゼネッカーが

州知事に当選した。日本も住民達に地方議会
団体長

解散請求、議員と地方自治

解職請求、重要公務員解職請求などの権利を認定している。1947

年以降現在まで約 200 数件の解職請求が起こったが、その内 80 数件が解職
につながった。このように今日

住民召喚制が施行される各国事例を見て

も住民召喚制は歴史的に民主主義の発展に寄与してきた制度であることを
知ることができる。住民召喚制が実施されたら相当な政治的・行政的混乱
を招くであろうし心配されるが、実際に大きな問題は現れなかった。
反対に「大議題

法案が最後の手段｣という重要な役割を民主召喚制は担っ

てきた。このように住民召喚制は人類の歴史とともにした制度として民主
主義の実現のための最後の制度的装置といえよう。（チェ・ウヨン.2007）
4.住民訴訟制
住民訴訟制は参加政府から導入され、住民の直接参政権を拡大し地方行
政の民主制及び責任制を強化し住民の自発的参加を通じ成熟した民主主義
を具現することを目的としている。住民訴訟制度は地方自治団体の違法な

財務会計

行位に対して地域住民が自分の権利利益に関係なく住民の資格

としてその是正を法院に請求できるようにする制度である。訴訟の対象は
違法な公金の支出、財産の搾取・管理・処分、解約の締結移行、各種公金
の付加・徴収・形態などに限定される。訴訟の有形は行位の中止、取り消
し、又は無効等確認、不作為違法確認、損害補償請求要求などに分けるこ
とができる。住民訴訟制度の実効性を確保するために住民勝訴時の弁護士
費用など実費補償請求権の付与及び地方自治団体からの支給義務化規定を
実現している。2006 年 1 月から住民勝訴制度が施行され２００７年 4 月現
在 6 件の住民訴訟が提起された。住民訴訟の例は次の通りである。①京畿
道成南市、チン川邊道路工事

予算浪費（スオンジ法、２００６年５月２

５日）②京畿道光明市、飲食物ゴミ処理施設予算浪費（スオンジ法、2006
年７月２４日）③忠清南道

舒川郡、業務推進費等予算浪費（テジョンジ

法、2006 年８月３１日）④仁川
年９月１３日）⑥忠清南道

扶餘区業務推進費等予算浪費（２００６

青陽郡、人口滝助成等予算浪費（テジョンジ

法 2007 年４月１６日）
5.住民参加予算制
住民参加予算制度は地方自治団体が独占的に行使してきた予算編成権を
地域住民達がともに行使するものである。つまり予算編成過程に該当地域
住民たちの直接参加を保障する制度を意味する。住民参加予算制の重要機
能は①予算の透明性の公開②住民参加を通じた予算の優先順位決定③地方
自治団体と住民代表の合意を通じた実現可能な予算案の編成である。これ
は予算編成過程に市民参加を拡大することで一時的地方改定運営の透明性
と公正性及び効率性を再考し、肯定的に改定民主主義の理念を具現するこ
とにその目的がある。
その間進行部を中心として予算を編成してきた現在の地方政府の財政運
用は急速に変化する時代的変化に対応できないばかりか複雑で多様な住民
ニーズ及び行政需要を反映するのに限界を呈していた。これにより予算が
透明性を確保できないまま、地方自治の完成といえる財政民主主義実現は
要員な課題として残るしかなかったのが現在の予算編成方式といえよう。
これに急変する時代的変化に迅速に対処し多様なニーズに応えられる新し
い予算編成方式が要求され、これを反映した新しい予算制度が住民参加予

算制度といえよう。
行政自治体は「2004 年度地方自治団体予算編成基本指針」と通じ予算編
成以前にインターネット設問調査、住民公聴会、歓談会などを経て地域住
民たちが予算編成過程に参加する「住民参加型予算編成制度」の導入を勧
告したのである。これを根拠に光州広域市北区は 2004 年、わが国最初に予
算編成過程への住民参加を制度化し続いて嵒山広域市東区においても同じ
脈絡の住民参加予算制度を実施している。
住民参加予算制度は行政自治府が２００４年定期国会に提出したが１年
過ぎて上院議員で保留中であった「地方財政法改定法律案｣が２００５年８
月４日に公布された。
6.社会福祉合同募金会
わが国合同募金会の始まりは 1790 年外院機関などの撤収及び事業縮小
に従った国内支援団体の運営責任が政府に委譲されながら本格的に実施さ
れた。しかしその間数事例の社会事業法の改定と 1975 年政府主導

不遇隣

人助け運動展開、1980 代から 1998 年まで社会事業基金法施行、1994 年監
事員監事結果

社会福祉事業基金管理の手薄による合同募金法の民間社会

福祉組織に募金員を委譲し立法化を推進し 1997 年国会で社会福祉合同募
金法の通過、1997 年 7 月施行、１９９９年 3 月、法改定を通じ社会福祉合
同募金会が政府主導において遵守民間主導に移管され現在にいたっている
ことを知ることができる。
このような社会福祉合同募金会は大きな成長に伴いわが国の公共部門の
社会福祉事業を実質的に法案し福祉の死角地帯を発掘し支援する役割を担
当している。
合同募金の重要目的は多様な福祉期間及び団体と合同募金会自体の行政
的な活動に資源を配分するための慈善寄付金を募金する事である。したが
って募金方法を「どうすればより多くの寄付金を集めることができるのか｣
を決定する手段として合同募金の存続興否がかかっている一番基本的であ
りながら重要な部門である。一般的に募金は大きく個人、企業、団体から
寄付金を募集することを基本に特別な作業内地プログラムを通じ募金する
ことができる。募金方法は主要募金対象が誰であるかに従い大きく４種の
形に分けることができる。第一に「個別型｣に個人や家庭の献金を通じ募金

する形態である。第二に「企業中心型｣に会社、工場及び作業体などとその
勤労者を対象にして募金する募金形態である。第三に、「団体型｣に財団、
協議会などの団体が対象になる場合である。第四に、「特別作業型｣に特別
なプログラムや事業などに百万人歩き大会、カーニバル、オペラ、慈善音
楽会、慈善ゴルフ大会、カード販売など、多様である。

Ⅴ.終わりに
わが社会は現在民選第４期

地方自治体が実施され根本的な民主主義の

基礎を担い中央政府中心の行政から地方政府中心の行政に中央政府権限と
責任が地方政府に移譲され施行されている。
従い社会福祉領域においてもその地域社会の特性と実情に合う地域社会
中心の地域社会福祉事業が切実に要求されている実情である。つまり地方
自治制度の実施と住民参加の増加、国民基礎生活保障制度の政策そして地
域社会内外多様な社会福祉機関の設置及び運用など一連の変化は地域社会
福祉実践の重要性に従いより幅広い地域福祉実践方法の開発を要求してい
る。このような要求に直接こたえる一つの方法が地域住民達が参加する地
域社会福祉実現にある。
地方分権化時代の地域社会福祉は住民参加がその核心をなしており住民
参加の実践的な地域社会福祉事業には地域社会福祉計画樹立

住民投票制、

住民召喚制、住民訴訟制、住民参加予算制、社会福祉合同募金会などがる。
わが国では地方分権化の歴史が浅く経験がほとんど無いので住民が参加し
たり実践するのにより多くの制約と困難がある。
これを克服するための最善の方法は現在地域社会福祉計画が樹立され進
行している地域社会福祉協議体に直間接的に地域住民たちの参加の機会を
拡大させることである。ここには地域社会内社会福祉機関の社会福祉人材
を中心とした専門員による役割がとても重要である。しかし地方分権化以
降の地域社会福祉機関と社会福祉士の処遇の勤務環境はとても劣悪であり
その役割がとても縮小されている限界を持っている。地域社会福祉事業に
対する専門員の誘引はとても重要な先決課題として、これらに対する根本
的な誘引戦略が必要である。このためには第一に、社会福祉人材に対する
身分保障、第二に社会福祉人材に対する処遇に関する法律の改正、第三に
社会福祉人材に対する専門性の向上のための力量強化の制度的完備（福祉

教育など）、第四に社会福祉人材及び利用者達の為の人権保障

システムの

構築と人材養成及び教育、第五に社会福祉機関に対する財政的支援などが
先決的に完備されないといけない。
また、地方分権化以降財政自立度によって地域間格差と社会福祉事業に
対して大きな差がある。地方自治団体に対する社会福祉部門に関する財政
確保のための法律的制度整備と地域特性に合った地域社会福祉モデルの構
築のための政府次元の研究と支援がなくてはならない。
そして地方分権化時代ぼ地域社会福祉が定着し活性化するよう住民参加
型地域福祉事業に対するインセンティブ制活性化などが後ろ押ししないと
いけないであろう。
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I. 서론
요즈음 한국사회의 최대 관심사는 ‘다문화’ 이다. 세계화의 물결속에서 다
양한 문화간 접촉은 이제 당연한 일이 되고 있다. 세계 자본주의 시장체제에
편입되고 1991년 외국인근로자의 국내연수제도를 도입하면서, 단일민족, 단
일출신국문화를 고집하던 한국에도 외국인의 유입이 많아졌다. 또한 농촌을
중심으로 증가하고 있는 국제결혼 역시 한국으로 하여금 본격적으로 다문화
를 경험하도록 하고 있는 것이다. ‘다문화’나 ‘다문화사회’에 대한 정확한 개
념의 틀을 정의하지는 못하고 있지만 균형적인 사회발전과 국제협력을 위해
전 세계적으로 다문화를 수용하는 것은 대세가 되고 있다. 세계적으로 과학
의 발전과 기술전문인력 및 산업연수생의 수출입 등 경제적인 이유로 인구
의 이동이 손쉬워질 뿐 아니라 국가적 차원에서 권장되기도 하기 때문이다.
2007년 8월 법무부 통계에 따르면, 국내 체류 외국인이 100만명을 넘어
선 것으로 나타나고 있다. 이는 한국인구의 약 2%대에 이르는 수치이다. 또
한 2006년 통계청 자료에 따르면, 국제결혼은 30,208건으로 전체 결혼의 약
11.9%를 차지한 것으로 나타났다. 이는 이들의 자녀들 역시 한국사회에서
우리의 차세대를 이루는 중요 인구가 될 것임을 의미하는 것이다. 2006년 3
월 교육인적자원부 통계에 따르면, 외국인근로자와 국제결혼 가정의 자녀의
수가 7,998명으로 집계되어 계속적인 증가추세를 보이고 있다는 것이다. 명
백히 다문화사회로의 진입을 나타내는 수치들이다.

이렇게 한국사회가 자연스럽게 다문화사회로 나아가고 있음에 따라 다음
과 같은 질문이 생기게 된다. 과연 지역사회는 이들을 사회의 일원으로 받아
들일 준비가 되어 있는 것인가? 특히 이들을 받아들이기 위해 지역사회가
하고 있는 노력은 무엇인가? 그리하여 우리 사회로 진입해온 다양한 문화배
경을 가진 외국인들이 한국사회에서 통합되어 지역사회의 일원으로 살아가
고 있는 것인가?
본 연구는 세 번째 질문에 대한 연구이며, 이 질문을 결혼이민자 가족을
통해 풀어가고자 한다. 외국인근로자는 일정기간 머물다 돌아가지만, 결혼을
통해서 한국사회에 이주해온 경우에는 완전이민이 되어 한국사회에 오래 머
물 뿐 아니라 자녀생산을 통해 그 다음세대에까지 영향을 미치는 매우 유력
한 위치에 있기 때문에 이들을 중심으로 다문화를 논하는 것이 가장 유의미
하다고 여겨졌기 때문이다.
이에 본 연구에서는 (1) 문화적응유형 및 스트레스, (2) 남편과의 관계,
(3) 사회복지서비스 이용실태와 욕구, 그리고 (4) 지역복지를 위한 정책 및
실천적 제언을 중심으로 논하고자 한다.

II. 이론적 배경
1. 문화다원주의와 다문화주의
문화다원주의(Cultural Pluralism)는 주류문화가 존재하고 그 외의 소수인
종의 문화는 주류문화와 함께 공평성을 갖고 동등하게 사회에서 기능할 수
있음을 의미한다. 대표적으로 미국이 표방하는 이민정책이라 할 수 있다. 이
민의 역사 초기에는 용광로(Menting Pot) 모델을 주창하여 이민자의 주류문
화에 소수문화가 동화할 것을 강조하였으나, 이에 소수인종들의 반발이 생기
자, 샐러드그릇(Salad Bowl) 모델을 제시하면서 새로운 형태의 문화다원주
의를 표방하고 있다. 이 샐러드그릇모델은 미국사회에 존재하는 모든 소수인
종들의 다양한 문화적 정체성을 보장하는 것을 말한다. 다문화주의에 버금가
는 정책이다.
다문화주의(Multi-Culturalism)는 공식문화라는 한가지 종류의 문화만이
존재하는 것이 아니며, 주류문화와 소수인종문화가 차별적이지 않고, 모든
출신국과 종족집단의 문화가 평등함을 의미한다. 캐나다가 표방하는 정책이
라 할 수 있다. 1982년 헌법을 수정하면서 다문화주의를 명시화하여 법적으

로 인종과 출신국에 의한 편견과 차별을 금지하도록 명시한 것에서 시작한
다. 원주민의 박해를 비롯해 이민자에 대한 배제정책을 펼쳤던 캐나다가 경
기변화에 따른 노동력 수요의 변화를 비롯한 시대적 변화와 사회적 요구에
의해 다문화주의를 선언한 것이다.
2. 동화정책 vs. 다문화·공생사회 추구
일본의 경우 한국과 비슷하게 동화정책을 강력히 피력해왔다. 동질적인 사
회문화적 구성에 농촌의 신부난과 지방정부의 개입 등(한국여성개발원,
2006)에서 한국과 유사한 형태를 보여 왔는데, 이민자들이 일본사회에 조화
롭게 동화되는 것을 목적으로 하고 있다(설동훈, 2006). 그럼에도 불구하고,
현재의 결혼이민자에 대한 정책은 ‘다문화·공생사회 추구’라는 목표를 국가적
차원에서 두고 있음을 또한 동시에 발견하게 된다.
3. 한국사회의 과제
한국사회는 정부와 민간 그리고 시민단체에 이르기까지 다문화에 관심을
갖고 접근해오고 있지만, 아직 다문화에 대한 개념규정을 하지 못하고 있는
상태이다. 문화다원주의를 표방할 것인지, 다문화주의에 입각한 정책을 펼
것인지 아직 정하지 못하고 있다. ‘다문화’라는 단어를 포착하고 다문화주의
를 고려하여 각종 정책을 개발하고 있다고 하고 있지만, 엄격한 의미의 다문
화주의는 아닌 것이다.
대통령직속위원회인 빈부격차차별시정위원회(2005)는 “여성결혼이민자의
사회통합과 열린 다문화사회 실현”이라는 비전을 갖고 “차별과 복지 사각지
대 해소”라는 기본 정책방향아래 7대 정책과제를 제시하고 있다. 7대 정책과
제는 (1) 탈법적인 결혼중개방지 및 당사자 보호: 국제결혼중개업체 관리를
위한 법률제정; 국제결혼에 대한 정보·교육으로 결혼당사자 보호; 결혼비자
발급서류·절차 표준화, 국가간 협력체계 구축; (2) 안정적인 체류지원: 배우
자의 신원보증 해지신청 관리강화; 혼인파탄 입증책임 및 간이귀화 입증요건
완화; 전용 핫라인 설치 등을 통한 가정폭력피해자 보호; (3) 조기적응 및
정착지원: 정보제공 시스템 구축 및 다문화교육 실시; 찾아가는 서비스제공
및 온라인 정보활용 지원; (4) 아동의 학교생활적응지원: 다문화교육 추진체
계 구축, 학교의 여성결혼이민자 자녀 지원기능 강화, 자녀지원을 위한 교사
역량 강화; 집단따돌림 예방, 복지·상담서비스 제공; (5) 안정적인 생활환경

조성: 산전 후 지원 등 자녀출산 및 양육지원; 기초생활보장, 직업상담 및
공공서비스 부문 취업지원; 무료건강검진 실시, 방문보건서비스, 무료진료지
원; (6) 사회적 인식개선 및 업무책임자 교육: 일반 국민의 의식제고를 위한
홍보 추진; 지역사회의 다문화 친화적인 체계구축 및 분위기 조성; 공무원
등 업무책임자 교육; (7) 추진체계 구축: 시·군·구 단위로 결혼이민자가족지
원센터 운영; 자원봉사 인프라 구축, 상담, 강사, 통역 인력 양성; 업무추진
체계 및 전달체계 구축, 추진기반 마련 등이다.

III. 연구방법
국제결혼여성의 거주지를 살펴보면, 서울과 경기도에 가장 많아 각각
24.6%와 24.9%를 차지하고 있으며, 그 다음으로는 대도시인 인천에 6.1%
와 부산에 5.6%가 차지하고 있다. 그 외에는 전국에 2%-5% 사이로 고루
퍼져있다. 이에 본 연구자는 서울을 조사대상으로 하였다. 연구의 대상은 한
국남성과 결혼하여 6개월 이상 결혼생활을 유지하고 있으며, 서울에 거주하
고 있는 자였다. 조사기간은 2006년 9월 - 2007년 1월이었으며, 출입국사
무소를 비롯하여, 구청, 사회복지관, 시민단체를 활용하여 의도적 표집방법
(purposive sampling)과 눈덩이표집방법(snowball sampling)을 사용하였다.
총 400부의 설문지를 배포하였으며, 분석에 사용된 것은 총 304부였다.

IV. 연구결과
1. 일반적 사항
연구대상자인 국제결혼여성은 베트남인, 20대, 1년-3년사이의 결혼기간이
가장 많았으며, 직업은 없는 경우가 74.7%로 많았다.

<표 1> 연구대상자의 일반적 특성
항목
국

적

연 령 대

결혼기간
직업유무

세부항목
빈도
비율(%) 세부항목
빈도
비율(%)
중국(동포)
45
14.8
베트남
85
28.0
중 국
67
22.0
몽 골
19
6.3
일 본
43
14.1
태 국
14
4.6
필리핀
22
7.2
기 타
9
3.0
20세 이하
19
6.3
41세-50세이하 39
12.8
21세-30세 이하 134
44.1
51세 이상
4
1.3
31세-40세 이하 103
33.9
무응답
5
1.6
평균연령: 31.45세(표준편차: 8.40세), 최소값: 18세, 최대값: 62세
1년 미만
74
24.3
5년-10년 미만 36
11.8
1년 - 3년 미만 117
38.5
10년 이상
14
4.6
3년 - 5년 미만 56
18.4
무응답
7
2.3
평균: 35.71개월(표준편차: 39.81개월), 최소: 2개월, 최대: 255개월
있 음
71
23.4
없 음
227
74.7

2. 문화적응유형과 문화적응스트레스
문화적응유형은 5점 척도인 ‘문화적응유형척도’(Barry, 2001)를 사용하여
측정하였으며, 통합유형 점수가 3.27점으로 가장 높아 우세한 것으로 나타났
다. 결혼이주여성의 모국문화에 대한 정체감을 유지하면서 한국사회와 문화
에 대한 정체감도 함께 지니고 있는 것으로 가장 지향해야할 유형을 보이고
있었다.
<표 2> 문화적응유형
문화적응유형
동화
통합
분리
주변화

평균
2.61
3.27
2.98
2.28

표준편차
.6452
.7081
.6722
.5771

문화적응스트레스 역시 5점 척도인 ‘문화적응스트레스척도’(Sandhu &
Asraba야, 1994)로 측정하였으며, 향수병을 제외하고는 전 영역에서 평균보
다 낮은 스트레스를 보여, 이들이 경험하는 문화적응스트레스가 심각하지는
않은 것으로 나타났다.

<표 3> 문화적응스트레스
문화적응스트레스
지각된 차별감
향수병
지각된 증오감
두려움
문화충격
죄책감
기타
전체

평균
2.24
2.86
2.02
2.10
2.41
2.00
2.44
2.30

표준편차
.7765
.8504
.7539
.7393
.8619
.8516
.6866
.6073

문화적응유형은 문화적응스트레스의 영향을 받는 것으로 타나났는데, 스트
레스가 낮을수록 통합이 높아지는 반면, 스트레스가 높을수록 분리와 주변화
를 보이는 것으로 나타났다.
<표 4> 문화적응유형과 문화적응스트레스 간 상관관계
문화적응스트레스

동화
-.035

통합
-.231***

분리
.362***

주변화
.490***

***p<.0000

3. 남편과의 관계
결혼이주여성이 멀리 타국에서 믿고 생활할 사람은 남편이다. 이들과의 관
계를 몇가지 차원에서 물었다. 5점 척도의 남편의 지지는 3.37로 평균보다
높았고 10점 척도의 결혼생활만족도는 7.33으로 높은 편이었다. 남편과 함
께 여가를 보내는 경우는 89.1%로 꽤 높았다.
<표 5> 남편과의 관계
남편과의 관계
이주여성의 모국문화 이해
남편의 지지
결혼생활만족도
남편과 여가생활 공유
남편의 친척이나 친구방문

평균/명
2.93
3.37
7.33
271명
104명

표준편차/%
1.0045
.9572
2.3179
89.1%
38.4%

4. 사회적 지지
결혼이주여성이 한국사회에서 생활에 적응하기 위해 이들에게 도움을 주

는 사람이나 단체가 누구인지 물었으며 ‘지각된 사회적 지지척도’(Zimet et
al., 1988)로 이들의 사회적 지지 정도는 얼마인지 물었다. 다중응답을 하였
으므로 %는 의미가 없다.
<표 6> 한국생활적응에 도움 주는 사람 또는 단체
항목

빈도

남편

272

세부항목
이주여성상담센터/사회복지기

빈도

29
관
이웃주민
24
직장동료
13
자조집단
8
동사무소
1
기타
20
평균 3.72(표준편차 1.0586)

모국인친구
121
시동생·시누이 등
81
시부모
64
종교단체
61
한국인친구
46
지각된 사회적 지지

5. 사회복지서비스 이용실태와 욕구
(1) 이용실태
현재 지역사회에서 제공되고 있는 각종 사회복지서비스의 이용실태를 물
었다. 가장 많은 이용을 보이는 서비스는 역시 한글교육이었으며, 그 다음으
로 건강보험과 의료급여, 한국문화교육의 순으로 나타났다.
<표 7> 국제결혼이주여성의 사회복지제도 및 서비스 이용도
항목
국민기초생활보장
긴급복지 지원제도
건강보험
의료급여
고용보험
산재보험
신체적 보호 및 거주지제공
보육서비스
직업훈련 및 알선

빈도(%)
20(6.6)
5(1.6)
113(37.2)
75(24.7)
7(2.3)
7(2.3)
9(3.0)
14(4.6)
12(3.9)

항목
정신건강 상담
가정폭력 상담
가족상담 및 프로그램
한국어교육
한국문화교육(언어/풍습/음식 등)
국적취득관련 정보 제공 및 원조
기타 필요한 정보제공 및 원조
기타
어떤 서비스도 이용한 적 없음

빈도(%)
8(2.6)
6(2.0)
12(3.9)
162(53.3)
76(25.0)
27(8.9)
17(5.6)
9(3.0)
34(11.2)

이 서비스를 이용하는데 있어 어려움은 없는지 물었다. 가장 큰 어려움은
역시 언어의 문제였으며, 맞는 서비스를 찾기 어려워서라는 답도 43명이나
나왔다.

<표 8> 국제결혼이주여성의 사회복지서비스 이용 시 어려움

항목

명(%)

항목
서비스 이용절차가 복잡하고

직원과 한국어로 의사소통이 안 되서 85(28.0)
서비스 기관을 찾아가기 어려워서
나에게 맞는 적합한 서비스를
찾기 어려워서
기관 직원이 결혼이민자에 대한
서비스 내용과 절차를 잘 알지

62(20.4)

명(%)
25(8.2)

어려워서
기관 직원이 결혼이민자를 한국
사람과 다르게 차별적으로 대우해서

11(3.6)

43(14.1) 가족이 복지시설 이용을 반대하여서 10(3.3)

26(8.6)

못해서

서비스를 받는다는 것 자체가
심리적으로 불편하게 느껴져서

6(2.0)

(2) 이용욕구
서비스 이용의 실태가 다소 낮음에 따라 이들의 서비스 이용의 욕구를 살
펴보았다. 욕구의 수준을 5점 척도로 물었으며, 가장 높은 욕구는 역시 한국
어문화 관련이었다. 한국음식만들기가 가장 높은 점수를 나타냈으며, 그 다
음으로 한국어교육이었고, 한국전통문화교육도 5위를 위치하였다. 그 외 자
신의 모국문화를 가족에게 알리기를 강력히 원하고 있음 또한 알 수 있었다.
<표 9> 국제결혼이주여성의 복지 및 사회적 서비스 이용 욕구
순
위
1

한국음식 만들기 교육

2

한국어교육

3

건강보험혜택 및 의료비
지원
자녀교육지원(학습지도서비
스)
한국 전통문화 및 예절교육
자녀양육지원(보육서비스)
직업훈련 및 알선
지역사회 내 편의시설 이용
지원(은행/시장/도서관 등)
법률관련 정보서비스
여성결혼이민자 자조모임
지원
결혼이민자에 대한
지역사회 내 인식개선
캠페인
국적취득지원서비스
주택지원(영구임대주택 등)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

항목

순
평균 표준편
차
위
4.14 .9833 13

항목

3.89 1.1905 17

문화체육시설 이용 지원

평균 표준편
차
3.56 1.2492

부모역할교육
(영화,음악 3.55 1.0912
4.12 1.1004 15 여가활동참여기회제공
회 등)
한국인 멘토(mentor) 연결
3.95 .9971 16
3.54 1.1368
프로그램
3.42 1.1204

3.86 1.0411 18
개인 및 가족상담 서비스
3.39 1.1568
3.81 1.2303 19 노부모부양 및 수발지원 서비스 3.32 1.3352
3.74 1.1572 20
가족관계 향상 프로그램
3.31 1.2469
3.67 1.1219 21

부부관계 향상 프로그램

3.30 1.2750

3.65 1.1570 21

경제적 지원(생계비 등)

3.30 1.3093

3.63 1.0762 23

모국문화 가족에게 알리기

3.23 1.1252

3.60 1.0879 24

모국문화 한국 지역사회에
알리기

3.18 1.0989

3.58 1.3078 25 가정폭력 관련 상담 및 서비스 2.77 1.3975
3.56 1.3011 전 체
3.58 0.7409

V. 결언 및 제언
이상의 연구내용을 바탕으로 다문화사회를 위한 이주자를 위한 지역복지
측면의 정책 및 실천적 제언을 하고자 한다.
1. 한국사회의 다문화에 대한 개방성 및 긍정적 인식 증진
한국사회가 다문화를 받아들일 수 있도록 다문화에 대한 긍정적 인식을
형성하고 사회적 편견을 해소할 수 있는 다양한 사회운동과 캠페인 등을 실
시해야 한다. 이를 위해서는 이주민이 자신의 모국문화를 한국의 지역사회에
알릴 수 있는 문화적 교류의 장을 마련하는 것이 좋은 방법이 될 것이다. 특
히 국제결혼이주여성이 있는 다문화가족을 우리사회의 다문화가족을 우리사
회의 다양한 가족유형의 하나로 받아들일 수 있도록 하는 것이 중요하다. 이
는 전체사회보다 작은 단위의 지역사회를 중심으로 꾸준히 지속적으로 그리
고 다양한 형태로 하는 것이 중요하다.
2. 한국어 교육 및 한국문화에 대한 교육지원
한국사회를 다문화사회로 역량강화하기 위해서는 우선은 이주자들이 한국
사회에서 의사소통하는데 불편함이 없도록 체계적인 한국어 교육과 한국문
화 교육을 실시할 필요가 있다. 한국문화에 대한 이해를 증진하는 방안으로
한국음식, 전통문화, 역사 등의 교육 프로그램을 개발·실시하여 일회성 행사
가 아니라 체계화된 교육프로그램으로 자리 잡을 수 있도록 해야 한다.
3. 다국어 지원 서비스
한국사회를 다문화사회로 역량강화하기 위해서는 이주자들과 한국사회가
의사소통하는데 불편함이 없도록 이들의 언어를 지원할 필요가 있다. 수시로
필요로 하는 통역서비스가 가장 중요해보이며, 이주민들이 지역사회 내의 다
양한 복지 및 사회적 시설을 활용할 수 있도록 복지시설에 대한 다국어판
안내 자료와 홍보물의 출간과 보급이 필요하다. 특히 서울시내 버스/지하철
노선, 지역사회 내의 다양한 기관에 대한 이용법 등을 다국어로 번안하여 국
제결혼이주여성이 그들의 모국어로 된 안내책자들을 통해 지역사회 내의 기
관이나 시설 등을 이용할 수 있도록 정보를 제공하는 방안이 검토될 수 있
을 것이다.

4. 지역사회를 중심으로 출신국별 이주민들의 문화공유의 장 마련
지역사회를 중심으로 다양한 국가들의 문화를 공유할 수 있는 장을 마련
하는 것이 중요하다. 이는 다문화사회로 나아가는 첫걸음이 될 것이다. 서로
의 문화를 이해하는데 있어 언어의 교류와 음식의 교류, 노래와 춤의 교류
등은 매우 바람직한 것이다. 또한 한국에서 생활하는데 부딪히는 어려움들을
함께 나누고 서로를 지지해줄 수 있는 출신국별 자조집단을 운영하도록 지
원하는 것을 고려해볼 수 있다. 서울시내 각 복지관이나 이주여성 관련 서비
스를 제공하는 시민단체, 그리고 결혼이민자지원센터 등을 활용하여 지역별
로 구성·운영될 수 있도록 지원하는 방안이 강구된다면 바람직할 것이다.
5. 문화적 민감성을 바탕으로 한 다문화가족 지원
국제결혼이주여성의 가족과 지역사회를 대상으로 이주여성의 모국문화에
대한 관심과 이해를 증진시킬 수 있는 사회적 지원방안의 마련이 필요하다.
특히 국제결혼이주여성을 대상으로 복지

및 사회적 서비스를 제공하는 다

양한 기관에서 일하는 실무자나 활동가들이 국제결혼이주여성의 개인적, 가
족적 및 문화적 특성에 대해 잘 이해하고 문화적 민감성에 바탕을 둔 서비
스를 제공할 수 있도록 교육하고 지원하는 사회적 방안이 마련되어야 한다.
구체적으로 실무자들이 이주여성들의 문화적 다양성을 인식하고 수용하며,
다문화 가족 내 문화적 차이로 인해 생겨나는 가치관의 상충과 갈등, 생활습
관과 방식의 차이, 자녀양육의 문제 등에 개입할 수 있는 전문적 지식과 기
술을 교육하는 장이 마련되어야 한다.
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Ⅰ.序論
最近韓国社会における最大の関心事（issue）は｢多文化｣である。世界化
の波の中で多様な文化間の接触は当然な事となっている。世界資本主義市
場体制に編入され、1991 年外国人勤労者の国内研修制度を導入するなかで、
単一民族、単一出身国文化を固着した韓国にも外国人の輸入が増えてきた。
また、農村を中心に増加している国際結婚も韓国にとって本格的に多文化
を経験させているのである。｢多文化｣や｢多文化社会｣に対する正確な概念
の枠組みは定義できないが、バンラスのとれた社会発展と国際協力のため
全世界的に多文化を受容することが主流になっている。世界的に科学の発
展と技術専門人材及び産業研究生の輸出入等経済的な理由により人口の移
動が活発になり、国家的立場からも奨励しているためである。
2007 年 8 月法務部の統計によると、国内在留外国人は 100 万名を上回る
という結果であった。これは、韓国人口の約 2％に当たる数値である。また、
2006 年統計庁の資料によると、国際結婚は 30,208 件で、全体の結婚のうち
約 11.9％を占めていた。これは、彼らの子供も韓国社会において我々の次
世代を成す重要人口であることを意味するのである。2006 年 3 月教育人的
資源部の統計によると、外国人勤労者と国際結婚家庭の子供の数は 7,998

名であると集計されており、継続的な増加傾向を見せているのである。明
らかに多文化社会への進入を表す数値である。
このように、韓国社会が自然に多文化社会へ進んでいるところで次のよ
うな疑問が生じてくる。地域社会は彼らを社会の一員として受け入れる準
備ができているのか？とりわけ、彼らを受け入れるために地域社会はどの
ように努めているのか？そして、我が社会に進入してきた多様な文化背景
をもつ外国人が韓国社会で統合され地域社会の一員として生きているのだ
ろうか＞
本研究は三つ目の疑問に対する研究であり、この質問を結婚移民者家族
を通して考えていきたい。外国人勤労者は一定期間滞在して帰国するが、
結婚を通して韓国社会へ移住してくる場合、完全移民となり、韓国社会に
長期間滞在し、子供の出産と通して次の世代まで影響を与えるという大変
有力な立場におかれているため、彼らを中心に多文化を論ずることが最も
有意義であると考えたからである。

Ⅱ.

理論的背景

1.文化多元主義と多文化主義
文化多元主義（Cultural Pluralism）は主流文化が存在し、その他の少
数人種の文化は主流文化とともに公平性をもって対等に社会で機能できる
ことを意味する。代表的なものはアメリカが標榜する移民政策である。移
民の歴史初期には溶炉（Menting Pot）モデルを主張し、移民者の主流文化
に少数文化が同化するよう強調したが、これに対して少数人種達の反発が
生じ、サラダボール（Salad

Bowl）モデルを提示し、新たな形態の文化多

元主義を標榜している。このサラダボールモデルはアメリカ社会に存在す
るすべての少数人種達の多様な文化的アイデンティティを保障することを
意味する。多文化主義ほど優れた政策である。
多文化主義（Muiti-Culturalism）というのは、公式文化として一種類の
文化だけが存在することではなく、主流文化と少数人種文化が差別的でな

い、すべての出身国と従属集団の文化が平等であることを意味する。カナ
ダが標榜する政策とも言える。1982 年憲法を修正し、多文化主義を明示化
し、法的に人種と出身国による偏見と差別を禁じるよう明示した内容から
始まる。原住民の迫害や移民者に対する排除政策を展開したカナダの景気
変化による労働力の需要の変化等時代的変化と社会的要求によって多文化
主義を宣言したのである。
2.同化政策

VS

多文化・共生社会追及

日本の場合、韓国と類似した同化政策を強く展開してきた。同質的な社
会文化的構成に農村の嫁不足と地方政府の介入等（韓国女性開発院、2006）、
韓国と類似した形態が見られ、移民者達が日本社会に調和して同化される
ことを目的にしている。（ソル・ドンフン、2006）にもかかわらず、現在の
結婚移民者に対する政策は、国の立場から｢多文化・共生社会追求｣という
目標においているところで同時に気づくのである。
3.韓国社会の課題
韓国社会は政府と民間そして民間団体に至るまで多文化に興味をもって
アプローチしているが、まだ多文化に対する概念を規定することが出来な
いままである。文化多元主義を標榜するか、多文化主義を考慮し、各種政
策を開発しているとはいえ、厳密な意味で多文化主義ではないのである。
大統領直属委員会である貧富格差差別是正委員会（2005）は“女性結婚
移民者の社会統合と開かれた多文化社会の実現”というビジョンをもち、
“差別と福祉死角地域の解消”という基本政策方向の下 7 大政策課題を提
示している。7 大政策課題は（1）脱法的な結婚仲介防止及び当事者保護：
国際結婚仲介業者管理のための法律制定；国際結婚に対する情報・教育に
よる結婚当事者保護；結婚ビザー発給書類・手続き標準化、国家間協力体
系構築；（2）安定的な滞在支援：配偶者の身元保証解約申請管理強化；婚
姻破綻立証責任及び簡易帰化立証要件緩和；専用ホットライン設置等によ
る家庭暴力被害者保護；（3）早期適応及び定着資源：情報提供システム構
築及び多文化教育実施；訪ねられるサービス提供及びオンライン情報活用

支援；（4）児童の学校生活適応支援：多文化教育推進体系構築、学校女性
結婚移民者の子供支援機能強化、子供支援のため教師力量強化；集団いじ
め予防、福祉・相談サービス提供；（5）安定的な生活環境助成：産前後支
援等、子供出産及び養育支援；基礎生活保障、職業相談及び公共サービス
部門就業支援；無料健康診断検査実施、訪問保健サービス、無料診療支援；
（6）社会的認識の改善及び業務責任者教育：一般国民の意識向上をめざし
た広告推進；地域社会の多文化親和的な体系構築及び雰囲気助成；公務員
等業務責任者教育；（7）推進体系構築：市・郡・区単位で結婚移民者が家
族支援センター運営；ボランティアインフラ構築、相談、講師、通訳、人
材養成；業務推進体系及び伝達体系の構築、推進基盤を整えることである。

Ⅲ.研究方法
国際結婚女性の居住地をみると、ソウルと京畿道に最も多くそれぞれ
24.6％と 24.9％を占めており、次が大都市である仁川が 6.1％、釜山が 5.6％
であった。その他、全国に 2％～5％の程度で分散している。この結果から、
筆者はソウルを対象に調査を行った。研究対象は韓国男性と結婚して 6 ヶ
月以上結婚生活を維持しており、ソウルに居住する者であった。調査期間
は 2006 年 9 月～2007 年 1 月であり、出入国事務所をはじめ、区庁、社会福
祉館、市民団体を活用し、purposive sampling と snowball sampling を使
用した。総 400 部の質問票を配布し、分析に使用されたのは総 304 部であ
った。

Ⅳ.研究結果
1.一般的事項
研究対象者である国際結婚女性はベトナム人 20 代、1 年～3 年未満の結
婚期間が最もおおく、職業がないのが 74.7％で多かった。
<表 1>研究対象者の一般的特性
項目

国籍

年齢代

結婚期間

職業の有無

細部項目

頻
比率
細部項目
度
（％）
中国（同胞）
45
14.8
ベトナム
中国
67
22.0
モンゴル
日本
43
14.1
タイ
フィリピン
22
7.2
その他
20 歳以下
19
6.3
41 歳～50 歳以下
21 歳～30 歳以下 134
44.1
51 歳以上
31 歳～40 歳以下 103
33.9
無返答
平均年齢：31.45 歳（標準偏差：8.40 歳）、
最小値：18 歳、最大値：62 歳
1 年未満
74
24.3
5 年～10 年未満
1 年～3 年未満
117
38.5
10 年以上
3 年～5 年未満
56
18.4
無返答
平均：35.71 ヶ月（標準偏差：39.81 ヶ月）、
最小：2 ヶ月、最大：255 ヶ月
あり
71
23.4
なし

頻
度
85
19
14
9
39
4
5

比率（％）
28.0
6.3
4.6
3.0
12.8
1.3
1.6

36
14
7

11.8
4.6
2.3

227

74.7

2.文化適応類型と文化適応ストレス
文化適応類型は 5 点尺度で｢文化適応類型尺度｣（Barry、2001）を使用
し測定し、統合類型点数が 3.27 点で最も高く優勢である結果であった。結
婚移住女性の母国文化に対するアイデンティティを維持しながらも、韓国
社会と文化に対するアイデンティティも有していることが最も志向しなけ
ればならない類型を見せていた。
<表 2>文化適応類型
文化適応類型
同化
統合
分離
周辺化

平均
2.61
3.27
2.98
2.28

標準偏差
.6452
.7081
.6722
.5771

文化適応ストレスも同じく 5 点尺度で｢文化適応ストレス尺度｣（Sandhu
＆

Asraba、1994）で測定し、ホームシックを除くすべての領域において

平均より低いストレスを示し、彼らが経験する文化適応ストレスが深刻で
はないという結果であった。
<表 3>文化適応ストレス
文化適応ストレス
自覚された差別感
ホームシック
自覚された憎悪感
恐れ
カルチャショック
罪責感
その他
全体

平均
2.24
2.86
2.02
2.10
2.41
2.00
2.44
2.30

標準偏差
.7765
.8504
.7539
.7393
.8619
.8516
.6866
.6073

文化適応類型は文化適応ストレスに影響されており、ストレスが低ければ
統合が高まる一方、ストレスが高いと分離と周辺化が見られるという結果
であった。
<表 4>文化的適応類型と文化適応ストレスの相関関係
文化適応ストレス

同化
-.035

統合
-.231***

分離
.362***

周辺化
.490***

***p＜.000

3.夫との関係
結婚移住女性が遠く他国から頼って生活できる存在は夫である。彼らとの
関係をいくつかの側面から伺った。5 点尺度による夫の支持は 3.37 で平均
より高く、10 点尺度の結婚生活の満足度は 7.33 で高い方であった。夫と一
緒に余暇を過ごす場合は 89.1％で非常に高い値を示した。
<表 5>夫との関係
夫との関係
移住女性の母国文化への理解
夫の支持
結婚生活の満足度
夫と余暇生活の共有
夫の親戚や友人の訪問

平均 / 名
2.93
3.37
7.33
271 名
104 名

標準偏差 / ％
1.0045
.9572
2.3179
89.1%
38.4%

4.社会的支持
結婚移住女性が韓国社会で生活に適応するために彼らに助けてくれる人
や団体は誰なのか尋ね、｢知覚された社会的支持尺度｣（Zimet et., 1988）
で彼らの社会的支持レベルどれほどなのか尋ねた。複数回答が可能である
ため％は意味をもたない。
<表 6>韓国生活適応に助けてくれる人または団体
項目
頻度
夫
272
母国人友達
121
義理の兄弟
81
舅姑
64
宗教団体
61
韓国人友達
46
知覚された社会的支持

細部項目
頻度
移住女性相談センター/社会福祉機関
29
近隣住民
24
職場の仲間
13
自助集団
8
洞事務所
1
その他
20
平均 3.72（標準偏差 1.0586）

5.社会福祉サービス利用実態とニーズ
（1）利用実態
現在地域社会で提供されている各種社会福祉サービスの利用実態を尋ね
た。最も多く利用しているサービスはやはりハングル教育であり、続いて
健康保険と医療給付、韓国文化教育の順であった。
<表 7>国際結婚移住女性の社会福祉制度及びサービス利用度
項目
国民基礎生活保障
緊急福祉支援制度
健康保険
医療保険
雇用保険
産業災害保険
身 体的保 護及 び居住 地提
供
保育サービス
職業訓練及び斡旋

頻度（％）
20(6.6)
5(1.6)
113(37.2)
75(24.7)
7(2.3)
7(2.3)
9(3.0)

項目
精神健康相談
家庭暴力相談
家族相談及びプログラム
韓国語教育
韓国文化教育（言語/風習/料理等）
国籍取得関連情報提供及び援助
その他、必要な情報提供及び援助

頻度（％）
8(2.6)
6(2.0)
12(3.9)
162(53.3)
76(25.0)
27(8.9)
17(5.6)

14(4.6)
12(3.9)

その他
どのようなサービスも利用なし

9(3.0)
34(11.2)

このサービスを利用にあたって困っていることはないのかを尋ねた。最も
困っているのはやはり言語の問題であり、見合うサービスを見つけるのが
難しいという回答も 43 名であった。

<表 8>国際結婚移住女性の社会福祉サービス利用時困った事
項目
職員と韓国語で意思疎通ができ
ないため
サービス機関を探すのか難しい
ため
自分に見合ったサービスを見つ
けるのが難しいため
機関職員が結婚移民者に対する
サービス内容と手続きを分から
ないため

名（％）
85(28.0)
62(20.4)
43(14.1)
26(8.6)

項目
サービスの利用手続きが複雑で
難しいため
機関職員が結婚移民者を韓国人
と異なった差別的に接するため
家族が福祉利用を反対するため
サービス受けること自体が心理
的に抵抗を感じるため

名（％）
25(8.2)
11(3.6)
10(3.3)
6(2.0)

（2）利用ニーズ
サービス利用の実態が多少低いため、彼らのサービスニーズを考察して
みた。ニーズのレベルを 5 点尺度で尋ね、最も高いニーズはやはり韓国語
文化関連であった。韓国料理の調理が最も高い点数を示しており、次は韓
国語教育で、韓国伝統文化教育も 5 位であった。その他、自分の母国文化
を家族に伝えたいという気持ちが強いことがあった。
<表 9>国際結婚移住女性の福祉及び社会的サービス利用ニーズ
順位
1
2

項目
韓国料理の調理教育
韓国語教育

平均
4.14
4.12

標準偏差
.9833
1.1004

順位
13
15

3

健康保険及び医療費
支援

3.95

.9971

16

4

子供教育支援（学習
指導サービス）
韓国伝統文化及び礼
儀教育
子供養育支援（保育
サービス）

3.89

1.1905

17

3.86

1.0411

18

3.81

1.2303

19

5
6
7

職業訓練斡旋

3.74

1.1572

20

8

地域社会の便宜施設
利用支援（銀行/市場/
図書館等）
法律関連情報サービ
ス
女性結移民者自助グ
ループ支援
結婚移民者に対する
地域社会の認識改善

3.67

1.1219

21

3.65

1.570

21

3.63

1.0762

23

3.60

10879

24

国籍取得支援サービ
ス
住宅支援（永久賃貸
住宅等）

3.58

1.3078

25

3.56

1.3011

-

9
10
11
12
13

項目
親の役割教育
余暇活動参加機
会提供（映画、
音楽会等）
韓国人メント
（mentor）結び
プログラム
文化体育施設利
用支援
個人及び家族相
談サービス
老父母扶養及び
スバル支援サー
ビス
家族関係向上プ
ログラム
夫婦関係向上プ
ログラム

平均
3.56
3.55

標準偏差
1.2492
1.0912

3.54

1.1368

3.42

1.1204

3.39

1.1568

3.32

1.3352

3.31

1.2469

3.30

1.2750

経済的支援（生
計費等）
母国文化を家族
に伝える
母国文化を韓国
地域社会に伝え
る
家庭暴力関連相
談及びサービス
全体

3.30

1.3093

3.23

1.1252

3.18

1.0989

2.77

1.3975

3.58

0.7409

Ⅴ.結びと提言
以上の研究内容に基づいて多文化社会のための移住者のため地域福祉の
側面の政策及び実践的提言を述べておく。
1.韓国社会の多文化に対する開放性及び肯定的認識増進
韓国社会が多文化を受け入れるよう多文化に対する肯定的認識を形成し、
社会的偏見を解消できる多様な社会運動とキャンペーン等を実施しなけれ
ばならない。そのためには移住民が自分の母国文化を韓国の地域社会に伝
えられるよう文化的交流の場を設けることはよい方法であると思われる。
とりわけ、国際結婚移住女性がいる多文化家族を我が社会の多文化家族を、
我が社会の多様な家族の類型の一つとして受け入れることができるよう取
り組むことが重要である。これは、全体社会より小単位の地域社会を中心
に根強く持続的に、そして多様な形態であることが大切である。
2.韓国語教育及び韓国文化に対する教育支援
韓国社会を多文化社会として力量を強化するためには、まず移住者が韓
国社会で意思疎通できるよう体系的な韓国語教育と韓国文化教育を実施す
る必要がある。韓国文化に対する理解を増進する方案として韓国料理、伝
統文化、歴史等の教育プログラムを開発・実施し、1 回限りの行事ではなく、
体系化された教育プログラムとして位置づけなければならない。
3.多国語支援サービス
韓国社会を多文化社会として力量を強化するためには、移住者と韓国社
会が意思疎通するのに不便がないよう彼らの言語を支援する必要がある。
随時、必要とする通訳サービスが最も重要であると思われ、移住民達が地
域社会の多様な福祉及び社会的施設を活用できるよう福祉施設に対する多
国語版案内資料と広告物の出刊が必要である。とりわけ、ソウル市内バス/
地下鉄路線、地域社会の多様な機関に対する利用法等を多国語に翻訳して、
国際結婚移住女性が彼らの母国語で作成された案内冊子をとおして地域社

会の機関や施設等を利用できるよう情報を提供する法案を検討することも
考えられる。
4.地域社会を中心に出身国別移住民の文化が共有できる場を設けること
が大切である。
これは、多文化社会への第一歩になる。お互いの文化を理解するため、
言語の交流と料理の交流、歌と踊りの交流は非常に望ましいことである。
また、韓国で生活する中で直面する困難を分かち合い、互いを支え合う出
身国別自助集団を運営できるよう支援することが考えられる。ソウル市内
の各福祉館や移住女性関連サービスを提供する市民団体、そして結婚移民
者支援センター等を活用し、地域別で構成・運営できるよう支援方案を講
じることが望ましいと考える。
5.文化的敏感性に基づいた多文化家族支援
国際結婚移住女性の家族と地域社会を対象に移住女性の母国文化に対す
る興味と理解を増進させる社会的支援方案が必要である。とりわけ、国際
結婚移住女性を対象に福祉及び社会的サービスを提供する多様な機関に携
わる実務者と活動家達が国際結婚移住女性の個人的、家族的及び文化的特
性に対して十分理解し、文化的敏感性に基づいたサービス提供ができるよ
う教育、支援する社会的方案が講じなければならない。具体的に実務者が
移住女性の文化的多様性を認識し、受け入れ、多文化家族、我が文化的差
異によって生じる価値観の相反と葛藤、生活習慣と方式の違い、子供養育
に問題に介入できる専門的知識と技術を教育できる場を設けなければなら
ない。
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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.

覗稽琶
沿

慎切(冪
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析沙 獣坪庭俳据企俳 紫噺差走俳採 紫噺差走俳引 嘘呪
俳径 貢 井径
神紫朝獣験企俳 持醗引俳採 紫噺差走俳引 噌穣
神紫朝獣験企俳企俳据 持醗引俳尻姥引 酵紫引舛穿奄 呪戟
獣坪庭俳据企俳 庚俳採 紫噺差走俳引 穿績悪紫

煽辞 貢 轄庚
廃厩税 紫噺差走(畷蝕), 重娃紫, 2002
仙析須厩昔拭 淫廃 持醗左硲税 護亜走 庚薦繊, 採喰背号 575硲, 2007.1
疑匂壱敬切人 鯵硲左蝿, 疑匂税 昔映引 持醗 Vol.9,2000.1
廃湿佐(蟹佐)推丞社拭 赤嬢辞税 仙析繕識昔税 壱穿, 雌繕噺(陥原穿持据)税 醗
疑聖 掻宿生稽,
獣坪庭俳据企俳轄増 薦 111?112 硲,2004.12

走蝕差走人 陥庚鉢
仙析坪軒照 壱敬切税
紫噺差走辞搾什研 紫景稽 背辞

沿

慎切

獣坪庭俳据企俳 嘘呪

1.厩肯差走税 域紗
雁紫厩税 厩旋聖 亜遭紫寓引 雁紫厩税 走壕旋昔 庚鉢研 壕井生稽 亜
遭紫寓級聖 企雌生稽廃 紫噺差走研 厩肯差走虞壱 舛税馬檎 析沙税 薄雌
精 厩肯差走旋雌伐聖 込嬢劾呪 蒸陥壱 源拝呪 赤聖依戚陥.
析沙拭 赤嬢辞 ‘繕識’縦肯走 走壕奄, 「鎧識析端」税 戚硯馬拭 伐肯鉢舛
奪戚 蓄遭吉依精 焼獣澗 郊戚走幻 紫噺紫穣亀 劾鯵研 騒嬢走惟 鞠醸陥.
析沙税 鳶穿板 析沙厩鎧拭 赤嬢辞 縦肯走 走壕税 舛至亀 災中歳廃辰 舘
析肯膳税縦引 疑鉢爽税亜 紳糎鞠嬢 希酔奄 厩旋拭 税廃 託紺亀 希梅陥.
球巨嬢 貝肯繕鉦拭税 亜脊拭 税背 1982 鰍拭 紫噺左舌淫域狛税 析沙厩旋
聖 亜遭依拭 廃域虞澗 「厩旋繕牌」精 奄沙旋生稽澗 蒸嬢走壱 税尻旋生
稽 仙析坪軒照壱敬切人 舌蕉昔掻拭澗 鰍榎聖 呪厭拝呪蒸澗 薦亀旋 鰍榎
切亜 陥呪糎仙馬壱 赤壱 食奄拭 淫廃 仙毒亀 馬壱 赤澗 掻戚陥. 暁 持
醗左硲狛税 狛庚拭澗 「厩旋繕牌」戚 蒸澗汽亀 析沙舛採澗 持醗左硲税 企
雌精 析沙厩肯戚壱 須厩昔拭 淫背辞澗 映軒亜 焼艦壱 析沙昔生稽 馬食
左硲研 馬壱 赤陥澗 背汐聖 薄仙亀 域紗馬壱 赤陥. 厩薦昔映鋭鉦引 貝
肯繕鉦税 鎧須昔 汝去戚虞澗 戚割拭辞 疑恭嬢遭 錘慎戚 吉辰稽 鞠嬢 赤
陥. 沙掘 奄沙旋 昔映精 厩旋拭 淫域蒸戚 乞窮紫寓戚 汝去馬惟 左舌吃
依戚壱 幻鉦 杯軒旋昔 戚政亜 赤醸陥壱 馬希虞壱 重掻馬惟 薦廃鞠嬢醤

地域福祉と多文化
在日コリアン高齢者の
社会福祉サービスを例にして

金

永子

四国学院大学 教授

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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備稽獣

析沙 嘘塘獣葛昔差走獣竺漠税噺 噺舌

Ⅰ. 鯵硲左蝿薦亀 但竺(2000 鰍 4 杉)税 税税人 鯵推
1.鯵硲左蝿薦亀税 税税
○ 壱敬鉢税 遭穿拭 魚献 推鯵硲 壱敬切税 装亜, 鯵硲奄娃税 舌奄鉢去,
鯵硲税 艦球亜 繊繊 装亜
○廃畷, 肺亜膳鉢税 遭楳, 鯵硲 亜膳税 壱敬鉢去, 推鯵硲壱敬切研 採丞
馬澗 亜膳聖 却君術 雌伐税 痕鉢
↓
壱敬切税 鯵硲研 紫噺穿端亜 辞稽 走走馬澗 獣什奴 (鯵硲左蝿)聖 但竺
○切験走据 … 壱敬切税 接糎管径聖 置企廃 醗遂馬食, 切験聖 紫噺旋生
稽 走据
○戚遂切 爽映 … 戚遂切税 税紫研 糎掻馬壱, 陥丞廃 爽端税 税戟辞搾
什, 差走辞搾什研 映軒稽潤 識澱 … 戚遂
○辞搾什税 曽杯鉢・苫徹走鉢 … 旋箭廃 嬢室什伍闘拭 税背 琶推廃 辞搾
什研 析端旋・尻紗旋生稽 薦因
○走号歳映・獣肯凧亜 … 奄段切帖薦昔 獣舛談戚 左蝿切

2.薦亀税 鯵推
(1)左蝿切

獣舛談

(2)杷左蝿切

1 硲 杷左蝿切(65 室～), 2 硲 杷左蝿切(40～65 室)

(3)左蝿戟 臓呪

1 硲 杷左蝿切 = 据帳旋生稽 尻榎因薦
2 硲 杷左蝿切 = 税戟左蝿切亜 税戟左蝿引 敗臆 臓呪

(4)鯵硲昔舛宿紫噺 獣舛談拭辞 推走据, 推鯵硲昔舛聖 宿紫
(5)左蝿厭採
・昔舛
・推鯵硲亀 1～5 拭 企廃 左蝿厭採
・推走据昔舛切税 森号厭採
(6)鯵硲走据穿庚据, 紫穣切, 獣竺
・鯵硲走据穿庚据

推鯵硲去 昔舛重短税 企楳, 昔舛繕紫, 追嬢追艦
走伍闘

・走舛暗澱辞搾什紫穣切
・鯵硲左蝿獣竺

陥丞廃 井慎爽端税 凧亜

走舛鯵硲葛昔差走獣竺, 葛昔左闇獣竺, 走舛鯵硲推丞
莫税戟獣竺

Ⅱ.鯵硲左蝿薦亀 獣楳板 6 鰍 井引板拭 左食遭 失引人 引薦
失 引
1)刊姥虞亀 戚遂拝呪赤澗 差走辞搾什(左畷鉢)
2)仙澱辞搾什 奄鋼税 中叔
在宅サービス基盤の充実
幡拍遁(曽紫切) 蓄戚
ホームヘルパー（従事者）の推移
ホームヘルパー（従事者）の推移
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（単位：人）
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（注） 1998年までの人数は各年度末の従事者数であり、2003年は2003年10月1日時点のものである。
（出典：社会福祉行政業務報告、介護サービス施設・事業所調査）

爽娃辞搾什紫穣社
蓄戚
デイサービス事業所の推移
デイサービス事業所の推移
19,453か所
1,080か所
（1989年）

7,133か所
（2000年4月末時点）

（2006年１月末時点）

（出典：ＷＡＭＮＥＴ他）

3．鯵硲左蝿辞搾什拭税 汝亜

薦亀拭 企廃 汝亜
制度に対する評価
制度に対する評価②
但竺獣税
唇形
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井姶聖 汝亜馬澗 社軒

→ 亜膳税 呪降採眼井姶戚
→家族の介護負担軽減につなが
鞠走 省澗亜
らないのではないか。

軽減を評価する声

介護保険制度による変化（市町村の評価）
呪降左蝿薦亀拭魚献
痕鉢(獣舛談税 汝亜)
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出典）読売新聞全国自治体アンケート調査
そ
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どちらとも言えな
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嬢汗楕亀 焼還

そうは思わ
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調査対象 全国3,204市町村
（有効回収数2,898市町村）
調査期間 平成１５年９月

答え ない 蒸製
企岩戚

引 薦
1．壱敬切税 装企拭 魚献 仙据税 切尻装亜税 井域姶 → 仙舛常薦

搾遂税
介呪降
護費
用 の蓄戚
推移
○ 介護保険の総費用は、急速な
急速な伸び
伸び。
。
介護保険の総費用は、
○鯵硲左蝿税
恥搾遂精 厭紗馬惟
装亜
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実績

6.2 兆円

7.1 兆円

7.4 兆円

4.6 兆円

5.7 兆円

6.8 兆円

5.2 兆円

2001年度
実績

2002年度
実績

2003年度
実績

2004年度
実績

2005年度
予算

2006年度
予算

2007年度
予算案

○ １号保険料〔全国平均（月額・加重平均)〕
第１期（2000～2002年度）

２，９１１円

第２期（2003～2005年度）

３，２９３円
（＋１３％）

第３期（2006～2008年度）

４，０９０円
（＋２４％）

2．井亀昔舛切税 装亜

鯵硲亀紺税 昔舛呪
介護度別の認定数
○推鯵硲昔舛聖
閤精 紫寓精 5 鰍 5 鯵杉稽 鉦 207 幻誤 装亜(95%装亜)
○
要介護認定を受けた人は５年５ヶ月で約２０７万人増加（９５％増）
○働備,
推走据・推鯵硲 1 税 昔舛聖 閤精 紫寓戚 企賑 装亜(148%装亜)
○
特に、要支援・要介護１の認定を受けた者が大幅に増加（１４８％増）

（要介護度別認定者数の推移）

（単位：千人）

４２４８
３８７４
３４８４

455

３０２９

414

479

２５８２

381

424

２１８２

341

394

431

290

365

394

339

358

317

551

709

291

320

514
543

492
630

398

計

９５％

５

６３％

４

５２％

３

７１％

２

６０％

１

１５２％

支

１４２％

641

571

891

473

595

490

394

２０００年４月末からの増加率

1070

505

1386

1252

703

601

２０００年４月末 ２００１年４月末 ２００２年４月末 ２００３年４月末 ２００４年４月末 ２００５年９月末

要支援

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

（出典：介護保険事業状況報告）

3．昔走装 壱敬切亜 企雌切税 企採歳聖 繊敬馬壱 赤陥澗 依戚 毒誤
(1)推鯵硲去 昔舛切税 暗税 鋼呪亜 昔走装税 慎狽聖 閤紹陥澗 依戚 誤
溌背 然陥
(2)昔走装 追嬢研 鯵硲税 妊層戚虞壱 馬澗 辞搾什拭税 穿発生稽 走狽

Ⅲ.鯵硲左蝿薦亀 仙伊塘税 鎧遂(2006 鰍 4 杉)
1．薦亀鯵舶税 爽吉 鎧遂

鯵硲左蝿薦亀鯵舶税 爽吉鎧遂
森号掻獣莫 獣什奴拭税 穿発

重森号厭採税 但竺, 走蝕走据紫穣(亜暢)税 但竺

獣竺厭採税 仙伊塘

暗爽搾遂・縦搾税 仙伊塘, 煽社究切去拭 企廃 繕帖
走蝕腔鐸莫辞搾什税 但竺, 走蝕匂胤走据湿斗税 但
竺,暗爽域辞搾什税 中叔(政戟葛昔幡税 仙伊塘去),
税戟人 鯵硲税 尻域税 悪鉢, 走蝕鯵硲・差走因娃舛
搾去嘘採榎(亜暢)税 但竺

歯稽錘辞搾什端域税 溌験

辞搾什税 霜税 溌左・狽雌

舛左鯵獣税 妊層鉢, 紫穣切鋭薦税 仙伊塘,
追嬢五艦走伍闘税 仙伊塘

採眼税 雌殿・薦亀錘慎税 仙伊

薦 1 硲左軍戟税 仙伊塘, 獣舛談税 左蝿切奄管税 悪
鉢 推鯵硲昔舛税 仙伊塘, 辞搾什税 旋舛鉢・反晴鉢
紫噺左舌薦亀税 析端旋 仙伊塘人 敗臆伊塘, 益衣引
拭税背 2009 鰍亀 鯉妊稽 馬食 社推税 繕帖研 廃陥
伊塘澗, ・瑾 18 鰍亀源猿走稽 衣引研 条聖呪赤亀系
歯稽錘 舌社研 禍廃陥

杷左蝿切・呪厭切税 骨是

※獣楳:2006 鰍 4 杉(舘走 獣竺脊社搾遂税 仙伊塘拭 淫背辞澗 2005 鰍 10 杉 獣楳)

2．走蝕腔鐸莫 辞搾什税 但竺
歯稽錘 辞搾什端域税 溌験
(走蝕腔鐸莫辞搾什但竺)
仙澱
韻蝕戚遂

持醗映蝕戚

号庚域辞搾什
号庚鯵硲,号庚娃硲,号庚脊水,
号 庚 軒 買 柵 軒 砺 戚 芝 ,暗 澱 推 丞 淫 軒 走
亀

昔走装穿遂莫 汽戚辞搾
社
鋭
乞
・
陥
奄
管
莫
辞
搾
什

搭社域辞搾什
搭 社 鯵 硲 ,搭 社軒 買 柵 軒 砺 戚
芝

醤娃企誓莫号庚鯵硲

昔走装壱敬切益血幡
社鋭乞・鯵硲穿遂莫税
働舛獣竺
社鋭乞働紺丞硲葛昔
幡

舘奄端薦域辞搾什
暗爽域辞搾什
政 戟葛 昔幡 ,追嬢 馬 酔

獣竺
走蝕腔鐸莫税 辞搾什
(紫穣切走舛・
走亀姶偽去

獣舛談舌

脊社域辞搾什
働紺丞硲葛昔幡, 葛昔左闇獣竺
鯵硲推丞莫税戟獣竺

析鋼旋辞搾什
亀亀採薄走紫

Ⅳ.紫噺差走狛昔拭辞 沙 鯵硲左蝿獣楳板税 引薦
1．鯵硲左蝿薦亀人 井慎
(1)陥丞廃井慎爽端税 凧亜 ・ 紫板鋭薦人 狛敬糎呪
(2)戚遂域鉦 ・ 拭搾政煽, 督趨政煽
・ 域鉦引 敗臆馬澗 失鰍板胃薦亀, 走蝕差走映軒針硲紫穣
(3)紫噺差走狛昔拭税 酔伸薦亀税 板盗 ・ 慎軒狛昔去引税 昔紬畔鴇益
(4)薦亀税 号狽失税 痕鉢 ・ 井亀戚遂切税 姶社, 鯵硲推丞莫税戟獣竺税
二走去
(5)左呪鯵舛(3 鰍原陥)拭税廃 呪脊端姶 ・ 舌掘税 呪脊拭 穿諺戚 蒸陥
(6)昔仙溌左 ・ 昔仙整失拭税 薦亀走据税 朔鉦敗引 昔仙溌左税 逸空拭
送檎
2.紫噺差走狛昔 井慎拭 赤嬢辞税 引薦
(1)紫噺左舌辞搾什拭 析鋼慎軒狛昔戚 凧亜馬澗 析税 因阻
→曽紺, 鰍敬聖 角精 走蝕拭辞税 持醗聖 奄鋼生稽馬食 辞搾什研 徹酔
澗 紫誤
→追嬢税 霜聖 走蝕穿端拭辞 幻級嬢浬陥
→穿発奄拭 背醤馬澗 紫噺差走狛昔税 蝕醗
(2)乞端獣竺戚 政走馬澗 差走暗繊聖, 走蝕拭 但窒馬澗 獣骨
(3)穿庚送税 紫噺旋整失戚 紫噺差走・鯵硲拭 赤嬢辞, 蒋生稽税 置企税
匂昔闘
(4)繕送五艦走伍闘人 昔旋切据淫軒人, 穿庚送得聖 整失馬澗 戚割戚 井
慎切拭惟 琶推
(5)繕帖端霜拭辞税 纏暗, 析号, 醗壱廃 匂走芝昔益, 鳶什皐益銅崎研
→推姥鞠澗 溌壱廃 井慎戚割引 穿繰
3.紫噺差走狛昔生稽辞税 蝕醗
(1)紫噺差走狛昔税 耕掘 → 走蝕切据引 爽肯掛闘趨滴去 歯稽錘 走蝕幻
級奄拭 淫食馬澗去 走蝕切沙税 但繕拭税 奄食, 紫噺拭税 嬢琶
(2)走蝕拭 燈切拝呪赤澗 仙据 ～ 古艦走固闘税 掻推失
(3)室覗銅掛闘稽辞税 蝕醗
・丞硲葛昔幡薦亀鯵舶引 鯵硲左蝿

・働丞拭 赤嬢辞 暗爽搾,縦搾税 左中旋 厭採人 狛昔姶檎

Ⅴ.持醗映蝕税 竺舛引 走蝕匂胤追嬢
1)走蝕匂胤走据湿斗税 但竺
→紫噺差走紫亜 琶呪戚壱, 走蝕差走拭 赤嬢辞 紫噺差走紫税 蝕醗税 掻
推失聖 溌験馬奄 獣拙梅陥
2)走蝕腔鐸莫辞搾什拭 錘慎蓄遭噺税亜 税巷鉢鞠壱, 走蝕爽肯引 敗臆 壱
敬切鯵硲・差走研 徹酔澗 奄鋼戚 幻級嬢霜 亜管失
→鯵硲辞搾什研 「搾走革什乞季」拭辞, 走蝕生稽 郊荷澗 奄噺亜 幻級嬢
然陥
3)「持醗映蝕舘是」税 税税
→壱敬切鯵硲研, 亜管廃廃, 走蝕照拭辞 持唖馬壱, 走蝕照拭辞 背衣
→陥献歳醤拭税 穿督(俳疑左整, 切橿走据, 舌蕉切走据, 床傾奄・姥歳,
因据淫軒, 号骨, 仙背企誓), 益軒壱 歯稽錘 朕溝艦銅幻級奄研
4)壱敬切俳企拭 疑鋼廃 延厭脊社 辞匂闘獣什奴去税 獣骨

【凧壱】

平成１８年４月改定後の各種サービスの単位数の比較
2008
鰍 4 杉 鯵舛板税 唖曽辞搾什税 舘是呪 搾嘘

月当たり
（単位）
40000

35000

30000

25000

特養多床室
20000

特養ユニット
特定
ＧＨ UNIT

15000

小規模多機能
在宅基準限度額

10000
要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

在宅サービス等の状況
仙澱辞搾什去税 雌伐
介護サービス受給者推移
人
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000

訪問介護
通所介護

800,000

福祉用具貸与

700,000

５月

４月

３月

２月

19年１月

12月

11月

10月

９月

８月

７月

６月

５月

18年４月

600,000

覗稽琶
醤原陥 備稽獣 (滷錚

笨鬚)

析沙 紫噺差走狛昔 闇韻据(健光園) 雌巷戚紫
壱敬切差走曽杯獣竺 乞乞醤原 据舌
井径
1981鰍 ~ 薄仙 紫噺差走狛昔 闇悪据
1990鰍
“闇韻据”据舌
2000鰍
“乞乞醤原”据舌拭 昼績
NPO鯵硲昔仙蝶軒嬢 鯵降奄姥 戚紫舌
NPO 嘘塘獣 葛昔差走獣竺漠税噺 紫穣湿斗 戚紫舌
亀獣時 (同志社)企俳, 軒苧五戚牒 (立命館)企俳, 災嘘 (仏教)企俳 搾雌悦 悪紫

紫噺醗疑
嘘塘獣 葛昔差走獣竺漠税噺 噺舌
轍徹 (近畿) 葛昔差走獣竺漠税噺 採噺舌尻呪是据舌
穿厩 葛昔差走獣竺漠税噺 企税据
嘘塘獣 紫噺差走宿税噺 是据
析沙 板持葛疑失 “鯵硲辞搾什曽紫切税 尻呪端域税 薄仙拭 淫廃 尻姥噺”是据
(~2006)
析沙 穿厩紫噺差走漠税噺“鯵硲送据税 蝶軒嬢鯵降走据 獣什奴 左厭 男遭乞季紫
穣, 紫穣蓄遭?汝亜是据噺”是据
穿厩井慎漠 鯵硲左蝿紫穣 井慎是据噺 穿庚是据 去

煽辞 貢 轄庚
鯵硲左蝿獣竺税 井慎穿繰
戚遂切税 持醗聖 走妬馬澗 政間闘 追嬢, 掻肖狛鋭(因煽)

須 陥呪

地域福祉と介護保険

山田

尋志

京都市老人福祉施設協議会 会長

Ⅰ．介護保険制度創設（2000 年 4 月）の意義と概要
１．介護保険制度の意義
○

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズ
はますます増大。

○

一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた
家族をめぐる状況も変化。

↓
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み（介護保険）を創設

○

自立支援・・・高齢者の残存能力を最大限に生かし、その自立を社会的に支援。

○

利用者主権・・・利用者の意思を尊重し、多様な主体から保健

医療サービス、

福祉サービスを権利として選択・利用
○

サービスの総合化・パッケージ化・・・適切なアセスメントの下に必要なサービ
スを一体的･継続的に提供

○

地方分権・市民参加・・・基礎自治体である市町村が保険者

２．制度の概要
（１）保険者

市町村

（２）被保険者

1 号被保険者（65 歳～）、2 号被保険者（40~64 歳）

（３）保険料徴収

1 号被保険者＝原則として年金天引
2 号被保険者＝医療保険者が医療保険と合わせて徴収

（４）介護認定審査会

市町村において要支援、要介護認定を審査

（５）保険給付
①認定
②要介護度１～５に応じた保険給付
③要支援認定者への予防給付
（６）介護支援専門員、事業者、施設
①介護支援専門員

要介護等認定申請の代行、認定調査、ケアマネジ
メント

②指定居宅サービス事業者

多様な経営主体の参入

③介護保険施設・指定介護老人福祉施設・老人保健施設
・指定介護療養型医療施設

Ⅱ．介護保険制度施行後 6 年経過で見えてきた成果と課題
成

果

１．誰でもが受けられる福祉サービス（普遍化）
２．在宅サービス基盤の充実
在宅サービス基盤の充実
ホームヘルパー（従事者）の推移
ホームヘルパー（従事者）の推移
400,000
328,659

（単位：人）

300,000

200,000

144,758
100,000

0

673

4,746

8,549

9,709

14,973

1965年

1970年

1975年

1980年

1985年

29,888
1990年

58,917

1993年

1998年

2003年

（注） 1998年までの人数は各年度末の従事者数であり、2003年は2003年10月1日時点のものである。
（出典：社会福祉行政業務報告、介護サービス施設・事業所調査）

デイサービス事業所の推移
デイサービス事業所の推移

19,453か所
1,080か所
（1989年）

7,133か所
（2000年4月末時点）

（2006年１月末時点）

（出典：ＷＡＭＮＥＴ他）

３．介護保険サービスへの評価

制度に対する評価
制度に対する評価②
創設時の懸念
家族の介護負担

介護保険による家族の負担
軽減を評価する声

→家族の介護負担軽減につなが
らないのではないか。

介護保険制度による変化（市町村の評価）
0%

76

家族の負 担が軽くなった

18

51

サービスの 質が良くなった

在宅生活を維持できるようになった
在 宅生活を維持で きるようにな った

23

31

43

22

「社会的 入院」が減 った

9

1

13

1

25

44

9

6 1

39
63

サ ービスや事業者 を選び やすくな った

「地方 分権」意識が 進んだ

100
%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70 % 8 0% 90%

1

33

46

1

43

1
出典）読売新聞全国自治体アンケート調査

そ う思う

課

どちらとも言えない

そうは思わ ない

調査対象 全国3,204市町村
（有効回収数2,898市町村）
調査期間 平成１５年９月

答え ない

題

１．高齢者の増大に伴う財源の自然増への警戒感

→

財政抑制

介護費用の推移
○ 介護保険の総費用は、急速な
伸び。
。
介護保険の総費用は、急速な伸び
○ １号保険料も第
～2005年度
）から第３
３期（2006
～2008年度
）で２４
２４％増
％増。
。
１号保険料も第２期（2003
期（2003～
2005年度）から第
期（2006～
2008年度）で
○ 総費用

3.6 兆円

2000年度
実績

6.2 兆円

7.1 兆円

7.4 兆円

4.6 兆円

5.7 兆円

6.8 兆円

5.2 兆円

2001年度
実績

2002年度
実績

2003年度
実績

2004年度
実績

2005年度
予算

2006年度
予算

2007年度
予算案

○ １号保険料〔全国平均（月額・加重平均)〕
第１期（2000～2002年度）

２，９１１円

第２期（2003～2005年度）

３，２９３円
（＋１３％）

第３期（2006～2008年度）

４，０９０円
（＋２４％）

２．軽度認定者の増加

介護度別の認定数
○ 要介護認定を受けた人は５年５ヶ月で約２０７万人増加（９５％増）
○ 特に、要支援・要介護１の認定を受けた者が大幅に増加（１４８％増）
（要介護度別認定者数の推移）

（単位：千人）

４２４８
３８７４
３４８４

455

３０２９

414

479

２５８２

381

424

２１８２

341

394

431

290

365

394

339

358

317

551

709

291

320

514
543

492
630

398

計

９５％

５

６３％

４

５２％

３

７１％

２

６０％

１

１５２％

支

１４２％

641

571

891

473

595

490

394

２０００年４月末からの増加率

1070

505

1386

1252

703

601

２０００年４月末 ２００１年４月末 ２００２年４月末 ２００３年４月末 ２００４年４月末 ２００５年９月末

要支援

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

（出典：介護保険事業状況報告）

３．認知症高齢者が対象者の多くを占めていることが判明
（１）要介護等認定者のほぼ半数が認知症の影響を受けて暮らしているこ
とが明確になってきた
（２）認知症ケアを介護の標準とするサービスへの転換を志向

Ⅲ．介護保険制度見直しの内容（2006 年 4 月）
１．制度改革の主な内容

介護保険制度改革の主な内容
具体的内容

予防重視型システムへの転換

新予防給付の創設、地域支援事業（仮称）の創設

施設給付の見直し

居住費用・食費の見直し、低所得者等に対する措置

新たなサービス体系の確立

地域密着型サービスの創設、地域包括支援センター
の創設、居住系サービスの充実（有料老人ホームの
見直し等）、医療と介護の連携の強化、地域介護・
福祉空間整備等交付金（仮称）の創設

サービスの質の確保・向上

情報開示の標準化、事業者規制の見直し、
ケアマネジメントの見直し

負担の在り方・制度運営の見直し

第１号保険料の見直し、市町村の保険者機能の強化、
要介護認定の見直し、サービスの適正化・効率化

被保険者・受給者の範囲

社会保障制度の一体的見直しと併せて検討、その
結果に基づいて、２００９年度を目途として所要の措
置を講ずる
検討は、平成１８年度末までに結果が得られるよう
新たな場を設ける

※施行：２００６年４月（ただし施設入所費用の見直しについては２００５年１０月施行）

２．地域密着型サービスの創設

新たなサービス体系の確立
（地域密着型サービスの創設）
在 宅
広域利用

生活圏域利用

小
規
模
・
多
機
能
型
サ
ビ
ス

訪問系サービス
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

認知症専用型デイサービス

通所系サービス
通所介護、通所リハビリテーション

夜間対応型訪問介護

短期滞在系サービス
認知症高齢者グループホーム
小規模・介護専用型の特定施設
小規模特別養護老人ホーム

居住系サービス
有料老人ホーム、ケアハウス
入所系サービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設
介護療養型医療施設
施 設

（事業者指定
・指導監督等）

地域密着型のサービス

一般的なサービス

市町村長

都道府県知事

Ⅳ．社会福祉法人から見た介護保険施行後の課題
１．介護保険制度と経営
（１）多様な経営主体の参入
（２）利用契約

⇔

事後規制と法令遵守

⇔

ヘビーユーザー、パワーユーザー

⇔

契約に伴う成年後見制度、地域福祉権利擁護事業

（３）社会福祉法人への優遇制度の後退

⇔

営利法人等とのイコールフ
ッティング

（４）制度の方向性の変化

⇔

軽度利用者の減少、介護療養型医療施設
の廃止など

（５）報酬改定(3 年おき)による収入の逓減
（６）人材確保

⇔

⇔

将来の収入が見通せない

人材育成への制度支援の脆弱さと人材確保の困難に
直面

２．社会福祉法人経営にとっての課題
（１）社会保障サービスに一般営利法人が参入することの功罪
→

種別、年齢をこえた地域での暮らしを基盤としたサービスに育てる
使命

→

ケアの質を地域全体で作り上げる

→

転換期に果たすべき社会福祉法人の役割

（２）母体施設の支える福祉拠点を、地域に創出する試み
（３）専門職の社会的育成が社会福祉・介護にとって、これからの最大の
ポイント
（４）組織マネジメントや人的資源管理と、専門職チームを育成する理念
が経営者に必要
（５）措置体質からの脱却、一方、確固としたポジショニング、パースペ
クティブを

→

求められる確固とした経営理念と戦略

３．社会福祉法人としての役割
（１）社会福祉法人のこれから

→

地域資源や住民ネットワークなど新

たな地域づくりに関わるなど地域資本の創造への寄与、社会へのア
ピール
（２）地域に投資できる財源～マネジメントの重要性

（３）セーフティネットとしての役割
①養護老人ホーム制度改革と介護保険
②特養における居住費、食費の補足的給付や法人減免

Ⅴ．生活圏域の設定と地域包括ケア
1．地域包括支援センターの創設
→

社会福祉士が必置であり、地域福祉における社会福祉士の果たす役
割の重要性を確立することが始まった

２．地域密着型サービスに運営推進会議が義務付けられ、地域住民と共に
高齢者介護・福祉を育む土壌が作られる可能性
→

介護サービスを「ビジネスモデル」から、地域に取り戻す機会が作
られた

３．「生活圏域単位」の意義
→

高齢者介護を、できる限り、地域の中で考えて、地域の中で解決
する。

→

他の分野への広がり（学童保育、子育て支援、障害者支援、ゴミだ
し・分別、公園管理、防犯、災害対応）、そして新しいコミュニテ
ィ作りを

４．高齢者虐待に伴う緊急入所サポートシステムなどの試み

【参考】

平成１８年４月改定後の各種サービスの単位数の比較

月当たり
（単位）
40000

35000

30000

25000

特養多床室
20000

特養ユニット
特定
ＧＨ

15000

小規模多機能
在宅基準限度額

10000
要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

在宅サービス等の状況
介護サービス受給者推移
人
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000

訪問介護
通所介護

800,000

福祉用具貸与

700,000

５月

４月

３月

２月

19年１月

12月

11月

10月

９月

８月

７月

６月

５月

18年４月

600,000

プロフィール
山田

尋志（やまだ・ひろし）

社会福祉法人健光園常務理事
高齢者福祉総合施設ももやま園長
経歴
1981 ･
1990 ･
2000 ･

～ 現在 社会福祉法人健光園
「健光園」園長
「ももやま」園長に就任

NPO 介護人材キャリア開発機構理事長
NPO 京都市老人福祉施設協議会事業センター理事長
同志社大学,立命館大学,仏教大学非常勤講師

社会活動
京都市老人福祉施設協議会会長
近畿老人福祉施設協議会副会長研修委員長
全国老人福祉施設協議会代議員
京都市社会福祉審議会委員
厚生省 「介護サービス従事者の研修体系のあり方に関する研究会」委員
(～平成 18 年)
全社協「介護職人のキャリア開発支援システム普及促進モデル事業、事業推進・
評価委員会」委員
全国経営協介護保険事業経営委員会専門等

著書及び論文
｢介護保険施設の経営戦略｣
｢利用者の生活を支えるユニットケア｣（中央法規、共著）他多数

《鳶 確 巨 什 朕 芝》
《パネルディスカッション》

走蝕差走人 葛昔舌奄推丞左蝿
地域福祉と老人長期療養保険

照 狽顕
安 香林
俳厩 追嬢差走漠噺 噺舌
韓国 ケア福祉協会 会長

緑色

中扉

지역복지와 노인장기요양보험

안 향 림
한국 케어복지협회 회장
수원여자대학 교수

Ⅰ. 연구의의
2000년 고령화 사회를 맞이하여 정부는 지역사회주민의 피부에 와닿는 장
기요양보장제도도입을 발표하여 6년만에 2007년 4월 2일 노인장기요양보험
법이 국회를 통과하였고, 2008년 7월 1일부터 시행예정이다. 노인장기요양
보험법의 도입에 대비하여 문제점을 살펴보고 이를 위한 정책적 준비를 하
기 위하여 이 연구를 한다.

Ⅱ. 노인장기요양보험법
노인장기요양보험법은 총 12장 70조 부칙 3조로 이루어져 있다. 노인장기
요양보험법의 내용을 총칙 및 노인장기요양보험, 관리운영의 주체, 장기요양
급여 이용의 절차, 장기요양급여의 종류, 장기요양보험의 재원조달을 중심으
로 살펴보려한다.
1. 노인장기요양보험법의 총칙
1) 목적
이 법은 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기

어려운 노인등에게 제공하는 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급
여에 관한 사항을 규정하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가
족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하도록 함을 목적으로 한
다(법 제1조).
2008년 7월 노인 장기요양보험법이 시행되면 고령이나 치매, 중풍 등으로
혼자서는 일상생활이 어려운 노인들을 위한 방문요양, 방문목욕, 방문 간호
등이 장기요양 보험에 적용받게 된다.
장기요양보험제도는 장기요양 상태로 인한 사회경제적 부담, 수발자의 부양
부담과 경제활동 위축, 부양부담으로 인한 가족체계의 붕괴, 노인의료비 급
증에 따른 국민부담 등 다양한 분야에서 제기되는 사회문제를 사회연대 논
리로 해결하려는 획기적인 제도이다.
지금까지 노인복지서비스를 통해 저소득층 중심으로 일부 제한적으로 선별
적용받아 왔던 장기요양서비스가 65세 이상 노인을 대상으로 보편화되고,
장기요양보호를 필요로 하는 노인에 대한 장기요양서비스를 가족과 개인책
임에서 사회적 책임으로 제도화함으로써 장기요양에 따를 사회문제를 해결
하려는 데 법제정의 의미가 있다 하겠다. 사회적 책임의 가치관은 사회복지
철학이고 민주주의 철학이다.
2) 법명칭
법 명칭은 노인장기요양보험법으로 명명되었다. 법 명칭을 통해 본 제도의
주 대상자가 노인이라는 것과 급여의 내용이 목욕, 간병 등의 일상생활 지원
에 집중되어 있음을 강조하고 있다. 또한 보험법으로 명명함으로써 본 제도
가 사회보험의 원리를 근간으로 하고 있음을 명확히 하고 있다.
3) 적용 대상 및 급여 대상
노인장기요양보험의 가입자는 국민건강보험법의 가입자와 동일하며, 장기요
양보험료를 부담한다. 단 의료급여수급권자의 장기요양보험료는 국가가 부담
하도록 규정하고 있다. 장기요양인정 신청대상자는 65세 이상의 노인이나
노인성 질병을 가진 64세 이하의 자이다.
4) 장기요양급여의 기본원칙
노인장기요양보험법의 장기요양급여의 원칙을, 첫째 장기요양을 요하는 상태
와 정도에 맞는 적정 급여, 둘째 노인이 생활하는 곳에서 서비스를 제공받는

재가 장기요양급여의 우선, 셋째 의료서비스와의 연계로 정하고 있다.
5) 국가,지방자지단체의 의무
노인장기요양보험법은 국가와 지방자치단체의 의무를 다섯 가지로 규정하고
있다. 첫째, 노인이 독립적인 생활을 영위하도록 지원하는 장기요양예방사업
의 실시이다. 둘째, 국가는 장기요양예방사업에 소요되는 비용을 지원해야한
다. 셋째, 지방자치단체는 장기요양기관을 확충하고 장기요양기관의 설립을
지원하는 의무를 갖는다. 넷째, 국가와 지방자치단체는 제도 시행을 위한 행
정적, 재정적 지원을 해야 한다. 다섯째, 노인장기요양 기본계획과 세부시행
계획의 수립 및 의무를 갖는다.
2. 노인장기요양 사업의 관리운영
1) 주체: 사업의 관장은 보건복지부가 관할하나 실제 관리운영주체는 국민
건강보험공단이 한다.

심의과정에서 지자체에서 해야 한다는 의견이 복지계

를 중심으로 주장되어 논쟁이 되었다. (공단의 경우는 보험사무의 경험자로
기존 조직과 보험관리능력을 활용할 수 있다는 장점이 있고, 지자체는 현재
보건소와 노인복지시설 및 서비스연계체계를 관할하고 있어, 이것과 연계하
여 지역밀착형 서비스를 실시할 수 있는 장점이 있음이 주장되었다. )
(1)국민건강보험공단
노인장기요양보험법은 국민건강보험공단을 노인장기요양사업의 관리운영기
관으로 정하고 있다. 국민건강보험공단은 가입자, 피부양자, 의료급여수급권
자의 자격관리, 보험료의 부과, 징수, 신청인에 대한 조사와 장기요양등급판
정등의 업무를 관장한다.
(2)등급판정위원회
노인장기 요양보험법은 노인장기요양등급판정위원회를 운영한다.
장기요양등급판정위원회는 시, 군, 구 단위로 설치하며, 장기요양인정 신청인
의 장기요양인정과 장기요양등급 판정을 담당한다.
1차 등급이 결정되면 등급해당자에 대해 의사소견서를 받게 되고,

이를 기초로

‘등급판정위원회’가 열려, 1차 판정 내용과 의사소견서 등을 기초로 ‘2차 판정’을
하게 된다. 위원회에서는 특히 1차판정과 의사소견이 불일치한 경우 등급판정위원
회의 전문가들의 의견을 들어 최종결정을 하게 된다. 등급판정위원회는 보건, 복

지, 의료에 관한 학식과 경험이 있는 자로 구성되게 되어있는데, 현재 의사회, 간
호사회, 사회복지사회, 물리치료사회, 지방자치단체로부터 추천을 받아 26-36인
이하로 국민건강보험공단 이사장이 위촉하며, 매회 판정위원회는 각 단체에서 1인
씩 참가하여 5-7인으로 구성하여 실시되고 있다. 이들은 비상근형태로 심의사항
발생 시 소집되며 최종적인 장기요양인정여부 및 등급을 확정한다.
3. 장기요양급여 이용절차
1) 장기요양인정 신청과 조사
장기요양인정을 받고자 하는 자는 장기요양인정 신청서를 국민건강보험공단
에 제출해야 한다. 국민건강보험공단은 해당 직원이 장기요양인정 신청인의
심신상태, 필요한 장기요양급여의 종류와 내용 등을 조사하게 한다.
● 지자체 또는 해당 시범지사 노인장기요양보험지원센터
y 신청대상(3차시범사업)
※ 07.5.1이전부터 시범지역에 거주하는 65세 이상 노인 중 장기요양보호
가 필요 한 자
※ 07.5.1 이후 시범지역 전입자는 전입일로부터 6개월 이후 장기요양인
정신청 가능
-신청방법
y 본인, 가족, 대리인(지자체 및 노인장기요양보험지원센터)이 신청서 등
구비서류를 갖춰 해당 건보공단 지원센터 및 시․구․동에 신청
y 단, 요양(전문)시설 입소자 또는 재가시설 이용자의 경우 해당 시설장
이 일괄 신청 가능
장기요양신청이 들어오면, 건보공단에 소속한 조사원은 신청자가 있는 곳을 방문
하여 장기요양인정에 필요한 조사를 실시한다. <표1> 에서처럼 신체기능, 인지기
능, 문제행동, 간호처치욕구, 재활욕구 등에 대해(52개항목) 조사하고 이 결과는
원점수에 가중치가 부여되어 컴퓨터에서 점수로 환산되고 이를 <표2> 과 같은 8
개 서비스 군별 수형분석도에 적용하여 요양필요도를 시간개념으로 산출한
양인정시간’(요양인정점수)을 근거로

‘요

1차적으로 등급이 결정된다(1차 컴퓨터 판

정). 즉, 장기요양서비스는 노인의 요양필요도의 수준에 따라 차등하여 실시되는
데, 요양필요도는 위에서 계산된 ‘요양인정점수’를 기준으로 하여 <그림1>와 같
이 등급이 결정된다.

<표1> 요양심의 항목
신체기능역역(12)

인지기능(7),
행동변화영역(14)

옷벗고입기/세수하기/양치질하기/목욕하기/식사하기/
체위변경하기/일어나앉기/옮겨앉기/보행/화장실사용하기/대
변조절하기/소변조절하기
인지기능(7항목)
단기기억장애/시간불인지/장소불인지/지시불인지/
상황판단력 감퇴/나이,생년월일 불인지/의사소통,전달장애
행동변화 영역(12항목)
망상/길을 잃음/환청/폭언,위협행동/우울상태 울기도함
/밖으로나가려함/돈,물건감추기/불규칙수면,주야혼돈
/부적절한옷입기/서성거림,안절부절못함/도움에저항/물건망
가뜨리기/의미없거나 부적절한 행동/대소변불결행위

간호처치욕구(9)

기관지절개관간호/경관영양/흡인/도뇨관리/산소요법/
장루간호/욕창간호/투석간호/암성통증간호

재활욕구(10)

마비(4항목) 좌우측상지,좌우측하지
구축(6항목)어깨, 팔꿈치, 손목 및 수지
고관절, 무릎, 발목관절

2) 장기요양인정 여부 및 등급의 판정
장기요양등급판정위원회는 6개월이상 타인의 도움 없이 일상생활을 수행하
기 어렵다고 인정되는 경우, 심신 상태와 장기요양이 필요한 정도에 따라 장
기요양등급을 판정한다.
<표2> 8개 서비스 군

개인위생

신
체
수
발

배설
식사
기능보조
간접지원

세면도움, 구강관리, 몸 청결, 머리감기, 몸 단장 옷
갈아 입히기, 배설(화장실 사용), 기타 청결관련 서
비스
이동보조, 배뇨보조, 배변도움, 기저귀 교환,
기타 배설관련 서비스
상차리기, 식사보조, 음료수 준비,
기타 식사관련 서비스
일어나 앉기 서있기 연습운동, 기구사용 운동보조,
이동도움, 체위변경, 신체기능 유지 등
청소 세탁, 설거지, 요리 및 식사준비, 의사소통, 침
구 린넨교환, 환경관리, 주변정돈, 물품, 장보기, 산
책, 외출시 동행, 기타 가사지원서비스

행동변화대응

배회, 불결행위, 폭언, 폭행 등 행동변화에 대한 대
처, 그 밖의 행동변화에 대응

간호처치

관찰 및 측정, 투약 및 주사, 호흡기간호, 피부간호,
영양간호, 온냉요법, 배설간호, 의사진료 보조, 기타
간호처치

재활훈련

신체기능훈련, 기본동작훈련, 일상생활동작훈련, 물리
치료, 언어치료, 작업치료, 기타 기능훈련

<그림1> 등급결정과정

3) 표준장기요양이용계획서의 작성과 장기요양급여 제공
등급판정위원회에서 최종적인 장기요양인정과 등급이 결정되면,
지사장은

‘장기요양인정서’를 대상자 및 시군구에 통지하며,

건보공단 관할

장기요양인정서 통

지와 함께 ‘표준장기요양이용계획서’를 함께 수급자에게 송부하여 서비스를 받게
하고 있다. 서비스 실시구조는 <그림2>와 같다.
<그림2> 서비스 실시구조
<재가급여>
방문요양/주야간보호
단기보호/방문목욕
/방문간호
선택
및 계약

장기요양
통 지

인정자

<시설급여>
노인요양시설
노인전문요양시설
소규모시설,
노인요양공동생활가정

< 특 별 현 금 급 여 >
특례요양비 / 가족요양비 / 요
양병원간병비

국민건강보험공단은 장기요양 수급자가 장기요양급여를 원활히 이용할 수
있도록 표준장기요양이용계획서를 작성, 제공한다. 장기요양급여는 장기요양
등급, 장기요양급여의 종류를 고려하여 산정된 월 한도액의 범위 내에서 제
공된다.
4. 노인장기요양급여의 종류
1) 재가급여
재가급여는 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주.야간보호, 단기보호 및 대통령
령이 정한 기타재가급여로 이루어져 있다
①방문요양 - 요양보호사가 가정을 방문하여 목욕, 배설, 가사 등 일상생
활지원
②방문목욕 - 목욕 장비를 갖추어 가정을 방문하여 목욕서비스 제공
③방문간호 - 의사의 지시를 받은 간호사나 간호조무사가 노인을 방문하
여 간호

서비스 제공

④주야간보호 - 하루 중 일정시간동안 주야간보호시설에서 노인을 일시
보호
⑤단기보호 - 단기간동안 노인을 입소시켜 보호
⑥복지용구 - 휠체어, 지팡이 등 일상생활 신체활동지원에 필요한 용구
를 제공.
<표3> 재가급여
방문목욕

50,110

회 방문간호

31,000

당 방문요양

9,650(30분) 14,430(60분) 19,120(90분) 23,900(120분)

1

<표4> 재가서비스 : 방문간호
시간

2차

30분 미만
30~60분
60분 이상

3차
25,430

31,000

32,900
40,500

→ 방문간호기관 소속간호사 혹은 간호조무사가 의사의 간호수발 지시서에
따라 서비스 제공. 시행령에 의하면 간호조무사는 700시간 교육을 받은 후

방문간호서비스를 할 수 있다.
※ 2차 수가는 방문당 정액제였으나 3차는 시간당 수가로 세분화 되었다.
<표5> 간호수발지시서 발급비용
구분
대상자가 기관을
방문하는 경우
의사가 가정을
방문하는 경우

의료기관

보건소(지소)

15,000 원

4,000 원

35,000 원

9,000 원

※간호수발지시서 발급권을 간호사에게도 준것에 대하여 의사협회의 반발이
크다.
<표6> 재가서비스 : 방문목욕
시간

2차

3차

차량 이용

50,110

52,780

차량 미이용

39,590

※차량 미이용은 이동목욕차량이 아닌 이동식 욕조 등의 장비만을 활용하여
목욕 서비스를 제공하는 경우를 의미
재가서비스 : 복지용구
․

시범사업중에는 각 품목별 신고가격을 기준으로 수가를 산정
⇒ 본사업시 에는 적정수가 고시 예정

<표7> 복지용구품목
구분

품목

구입 전용 품목

구입 및 대여 품목

이동형 좌변기

휠체어[수동형]

목욕의자

전동형 침대

보행보조기

수동형 침대

안전손잡이

욕창방지 매트리스

미끄럼 방지용품[매트, 양말등] 욕창방지 방석
휴대용 배변기[대․소변기]

이동 욕조

지팡이

목욕 리프트

2) 시설급여
시설급여는 노인의료복지시설에 수급자를 입소시켜 신체활동 지원과 기능회
복훈련 등을 제공하는 급여이다.

-1일, 1회당 기준(단위:원)
<표8> 시설급여
구분

1등급

2등급

3등급

요양시설

33,450

27,880

25,280

전문요양시설

40,850

37,610

31,890

일 노인요양공동생활가정

34,050

31,830

27,910

당 단기보호

34,980

31,410

26,490

주간보호

32,610

26,280

23,830

1

3) 특별현금급여
특별현금급여에는 가족장기요양비, 특례장기요양비, 요양병원장기요양비 등
이 있다.
(1) 현금급여(보완적 안정)
①가족요양비 - 도서벽지 지역, 신체 정신상 특별한 사유등으로 인해
수급자가 가족등으로부터 방문요양에 상당한 요양급여를 받은 때 지급
②특례요양비 - 장기요양기관이 아닌 노인요양시설 등의 기관 또는 시설
에서 장기요양급여를 받은 경우 비용의 일부를 지급
※ 요양병원간병비는 대통령령이 정하는 바에 의해 금년 하반기 장기요
양위원회 심의를 거쳐 결정
<표9> 시설급여 -월간 기준(단위:원)
구분

월
기

1등급

2등급

3등급

요양시설

1,003,500

836,400

758,400

전문요양시설

1,225,500

1,128,300

956,700

975,120

796,260

707,480

가족요양비

150,000

120,000

110,000

요양병원간병비

200,000 부산북구, 안동, 부여 시범실시

재가서비스한도액

준 특별현급급여

복지용구 구입 및 대여

900,000 (연간)수원시, 부산북구, 광주남구 시범실시

- 이용자 실제 부담액(법정급여액의 20% + 비급여액)
․ 요양시설 이용 : 현재 월평균 100~170만원 ⟹ 30~70만원
․ 재가서비스: 월12~16만원
5. 노인장기요양보험의 재원조달
1) 노인장기요양보험료

노인장기요양보험료는 건강보험료액에 4.7%를 곱하여 노인장기요양보험료를
곱하여 산정한다. 노인장기요양보험료와 건강보험료는 통합하여 징수하나 각
각 독립회계로 관리된다.
2) 국가 및 지방자치단체의 부담
국가는 예산의 범위 안에서 당해 연도 장기요양보험료 예상 수입의 20%를
부담토록 규정하고 있다. 또 한 국가와 지방자치단체는 의료수급권자의 장기
요양급여비용 중 일부와 관리운영비 전액을 분담하도록 되어 있다.
3)본인 일부부담금
노인장기요양보험법은 재가급여비용의 15%, 시설급여비용의 20%를 이용자
가 부담하도록 규정하고 있다.
6.요양인력
요양보호사의 법적 근거(노인복지법)제 39조의 2(요양 보호사의 직무․자격증
교부 등)
① 노인 등의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 업무를 전문적으로 수행하
는 요양보호사를 두어야 한다.
② 요양보호사가 되려는 자는 제 39조의 3에 따른 요양보호사 교육기관에서
교육과정을 마쳐야 한다.
③ 시․ 도지사는 제 2항에 따라 요양보호사 교육과정을 마친 자에게 요양보
호사의 자격을 검정하고 자격증을 교부하여야 한다.
④ 요양보호사의 등급, 등급별 교육과정, 자격증 교부 등에 관하여 필요한
사항은 보건복지부령으로 정한다.
* 현행 가정봉사원, 생활지도원은 ‘09.8.2까지만 유예조치
[전문개정 2007.8.3]
1) <표10> 요양보호사 등급별 직무
종류

1급
-

방문요양

장기요양급여수급자(1-3등급

의 중증)노인에게 신체활동, 일상
생활 지원 등 모든 요양서비스
제공

방문목욕
주․ 야간 보호

보험수급자(중증)대상
보험수급자(중증)대상

2급
1. 장기요양급여수급권자가 아닌
(경증) 노인에게 신체활동, 일상
생활 지원서비스 제공
2. 중증환자(보험 수급자)에게 가
사지원 서비스 제공
비보험자(경증) 대상
비보험자(경증) 대상

2) <표11> 요양보호사 수요추계
구분

2007

2008

2009

2010

2011

시설 서비스

23,980

26,386

28,686

30,563

37,731

재가 서비스

21,035

22,045

22,971

23,767

18,455

계

45,015

48,431

51,657

54,330

56,186

- 산출근거 : ‘08 시설수요 61,784명, 재가수요 98,952명
시설2.8명/1인, 재가 5.6명/1인
- 주,야간(휴일)교대근무를 고려하여 30% 추가소요인력 추정
- ‘08 신규양성인력 34,000명 예상(기존 14,000명)

Ⅲ.시범사업 추진과정 및 현황
1. 시범사업실시
<표12> 시범지역

대상지역

1차 시범사업

2차 시범사업

3차 시범사업

(05.7~06.3)

(06.4~07.4)

광주남구, 수원, 강릉,

1차 지역+

(07.5~08.6)
2차 지역+인천부평,

안동, 부여, 북제주

부산북구, 완도

(6개 지역)
기초생활보장

서비스

수급권자

대상

(1~5등급)

(8개 지역)

청주, 하동
(13개 지역)

기초생활수급권자+

기초생활수급권자+

일반노인(1~3등급)

일반노인(1~3등급)

-본사업과 유사한 형
태로 실시
y등급판정도구.수가보완,

주안점

익산, 대구남구,

-08.7월 시행에 대비,
최종 점검기회로 활용

판정도구 개발, 수가 범(안)상 모든 급여 종 *대상자 수 재추정,
재정추계 정교화,
의 적정성 등 기술적 류 확대실시
측면

*이용절차, 급여에 대한
만족도, 서비스 전달체
계 등 전반적 사항 점
검

○2차 시범사업 현황

서비스의 질 확보방안
강구 등 모든 절차에서
이용노인들의 불편사항
을 최소화

○시범지역 선정 … 수원시(대도시 類型) 등 8개 지역
<표13> 이용신청현황
지역

총인구(A)

계

07.04.30(단위 : 명, %)
대상자(65세 이상)(B)
일반
(B/A)%
노인(B)

요양 신청자(C)
기초

계

(C/B)%

계
2,243,377
수원시 1,070,715
부산북구 331,646

203,905
61,913
23,135

9.1
5.8
6.9

186,965
58,683
19,933

수급자
16,940
3,230
3,202

광주남구

213,225

19,159

9.0

17,842

1,317

3,424

17.87

강릉

222,863

26,270

11.8

24,396

1,874

4,491

17.10

안동

170,677

27,030

15.8

24,772

2,258

4,777

17.67

부여

80,526

17,483

21.7

15,965

1,518

3,551

20.31

완도

57,851

12,993

22.5

10,714

2,279

1,894

14.58

제주

95,874

15,922

16.6

14,660

1,262

3,361

21.11

35,305
9,555
4,252

17.30
15.43
18.38

※신청대상 확대 : 당초 (일반인)
→ 추가(기초수급자, 06.9.15일부터 신청)
○3차 시범사업 실시
-기간 : 07.5.1~08.6.30 (14개월)
-지역 : 대구시 남구, 인천시 부평구, 청주시, 익산시, 하동군 등
13개 지역
-대상자 : 65세 이상 노인 중 중증 이상
2. 등급인정 및 서비스 이용현황
- ‘07. 6월말 현재, 3등급 이내 요양인정률은 전체 시범지역 65세 이상 노
인의 3.3% (청 202,592명 중 6,912명)
※ 보사연 연구

推定値인 3.1% 수준을 다소 상회

○ 장기요양인정자 중 66%(4,547명)가 서비스 이용 중
- 유형별로는 시설급여 2,081명(45.8%), 재가급여 1,759명(38.7%), 가족
요양비 등 현금급여 707명(15.5%)
․ 기타 요양병원에 입원한 경우 간병비용 일부(월20만원) 지원 및 재가급여
이용자에 대해 복지용구(휄체어, 전동침대 등 14종) 대여 및 구입비 지원

사업 등 실시 중
* 요양병원 간병비(부산, 안동, 부여), 복지용구(부산, 광주, 수원)는 일부
지역에서 실시 중

Ⅳ. 노인 장기요양보험법의 주요쟁점
법안 주요 쟁점사항을 살펴보면 첫째, 법안명칭, 둘째 재원부담 중 국가부담
과 본인부담, 셋째 관리운영주체, 넷째 장기요양급여대상자, 다섯째 서비스전
달체계, 여섯째 장기요양서비스 인력, 일곱째 이용사각지대에 대한 대책, 여
덟째 제도 환경 등이다.
1. 명칭
첫째, 법 명칭으로 장기요양보호를 받아야 하는 대상이라면 연령, 질병, 장
애, 부담능력 등과 관계없이 누구나 국가제도로부터 보편적 보호를 받아야
하고 장기요양보호가 필요한 국민이 인간다운 삶을 유지한 국가가 의무를
다하는 이념적 의미를 담아서 장기요양보험법으로 결정하였다. 그러나 노인
은 의료적인 요양이 아니라 생활에서 수발을 받아야 하므로 2005년 9.15 프
레스센터에서 발표한대로 노인수발보장법이어야 보다 복지적이고 적극적인
법의 기틀이 마련될 수 있었다.
각 당이 제출한 법안에서는 모든 장애인을 포함하여 전 국민을 적용대상
으로 하고 있음에도 불구하고 정부안은 65세 이상 노인과 64세 이하 노인성
질환자 만으로 장기요양 대상을 제한하고 장애인은 불투명한 장애인종합대
책으로 해결하겠다는 정부입장만을 관철시킴으로써 노인 장기요양보험법은
보편적 가치를 실현하는 사회보장제도로서는 실패한 것이라고 볼 수 있다.
또한 정부안은 보험이라는 용어를 사용함으로써 주요 재원조달을 보험료로
한정하여 국민들에게 전가할 가능성이 농후하고 장기요양에 대한 국가의 책
임을 가급적 회피하거나 축소하려는 의도를 가지고 있었다고 보아야 한다.
결과적으로 노인 장기요양보험제도이지 보장제도가 아니다.
보장이라는 명칭을 사용하여 주재원을 국가부담으로 하며 국가의 의무를
분명히 할 필요가 있었으며 사회보험 방식으로 도입하더라도 장기요양보호
상태는 사회적 위험이 아닌 나이가 들면 자연스럽게 발생하는 보편적 위험
으로 보험료 부담능력에 관계없이 서비스를 받아야 하며 수급대상 역시 기
초생활수급권자 뿐만 아니라 저소득층과 차상위 계층, 차차 상위까지 포괄하
여야 함으로써 법의 제정목적, 제도의 실시와 보장범위 등 제반여건을 고려

해 볼 때 보장이라는 표현을 사용했어야 했다.
2. 재원
둘째, 정부가 장기요양보험료 예상수입액의 100분의 20에 상당하는 금액
(제 58조)으로 관철함으로써 전체 재원의 약 16% 정도만 국가가 부담하게
되었고 보험료를 포함한 본인부담 20%와 함께 84%정도를 국민이 부담하게
된다. 과도한 인구고령화로 인한 장기요양 비용이 증가할 것으로 예상되어
부담계층의 부담비율이 더 더욱 높아지는 반면에 저급한 장기요양서비스로
인한 제도불신은 높아질 가능성이 많아지고 더 나아가 사회보험제도 전체에
대한 신뢰가 낮아져 사회보장 안전망이 국민으로부터 외면당할 수 있는 악
순환의 위험성을 내포하고 있다 하겠다.
본인일부부담금(제40조 1항)을 시설 100분의 20, 재가는 100분의 15로
하되 국민기초생활보장 수급권자는 무료로 본인일부부담 경감(제40조 3항),
의료급여수급권자(기초수급자 제외), 소득 재산 등이 일정 금액(장관고시)
이하인 자, 천재지변 등으로 생계곤란자 등은 경감률을 100분의 50 정도로
정하였다. 실제 시범지역에서 높은 본인부담으로 장기요양서비스 등급판정을
받고도 경제적인 이유를 들어 서비스를 이용하지 못하는 비율이 늘어나고
있다. 시범사업에서 등급판정을 받고 서비스를 이용하는 사람이 48%이며 이
중 42%는 재가서비스를 받고 있었다.
3. 관리운영주체
셋째, 관리운영주체 결정에 있어서 지자체의 경우 시설 및 인원 등 인프라
구축이 용이하고 지역건강증진 사업과 연계가 용이하며 지방분권화 및 지역
복지체계의 지자체 역할을 강화할 수 있는 장점은 있으나 사회보험 사업수
행에 따른 별도 인력충원과 일본 개호보험에서 나타난 문제처럼 지자체 간
의 재정력 격차에 따른 서비스의 형평성 문제가 있었다. 또한 지방재정과 단
체장의 의지에 따라 인프라구축과 서비스 질 불평등이 심화되어 서비스 질
에 따라 지역 간 이동을 조장하고, 계층 간 사회연대감을 훼손할 가능성을
우려할 수 있다.
국민건강보험공단과 지자체의 장단점이 상존하는바 내부에서도 수없이 많
은 논의를 하였으며 시설운영자나 사회복지단체나 시민연대는 국민건강보험
공단이 관리운영을 맡는 것에 대해 여러 가지 이유로 극구 반대하였다.
공단은 기존 인력의 활용, 보험료 부과 징수, 방문조사 등 행정관리 운영을
중심으로 하고 지방자치단체는 장기요양급여서비스 전달에 있어서 지역사회

중심의 제공체계를 구축하는 것이 필요하므로 시군구에 장기요양센터를 설
립. 운영하여 케어플랜 작성, 사례관리, 서비스 안내 및 상담 등 보건 사회복
지 통합 서비스를 담당하게 함으로써 공단과 지자체의 고유 역할을 부여하
여 제도운영의 균형을 맞추는 것으로 하였다.
2006년 10월 전국시군구청장협의회 명의로 장기요양 관리운영과 관련하
여 시군구에서는 인력 부족으로 노인요양보험제도의 관리운영을 맡기가 어
렵다는 의견서를 발표하고 국회에 입장을 전달함으로써 관리운영주체에 대
한 논란이 실질적으로 일단락되었다.
그러나 과도한 관리운영 비용 집중을 피하고자 국민건강보험공단에 새로
운 업무를 부여하여 노동 강도를 강화시키고 시군구에 장기요양센터 설치를
제도화하지 못하게 함으로써 지자체는 장기요양기관 지정취소권한과 등급판
정위원회 추천권한만 갖게 되어 실제 서비스는 장기요양기관에 일임하는 정
도의 역할부여로 실제 이용자 중심의 케어매니지먼트 부재로 균형 잃은 장
기요양서비스전달체계를 갖게 되었다.
4. 요양급여대상자
넷째, 노인장기요양보험의 적용 대상자에 대한 쟁점은 장애인 배제와 수발
인정 범위의 제한성 문제로 수렴된다. 노인장기요양보험법은 요양에 대한 높
은 욕구를 보여 온 장애인을 장기요양궤도의 대상에서 제외하고 있다. 장기
요양보험에서의 장애인 배제는 제도의 형평성 등 적지 않은 논란을 지속시
킬 것으로 보인다. 또한 노인장기요양보험에 대한 정부 계획에 의하면 수발
인정등급은 1등급부터 3등급까지의 등급으로 제한된다. 이 경우 65세 이상
노인인구의 3.3%만이 제도의 적용을 받아, 실질적으로 제도의 혜택을 받는
노인은 극히 일부로 제한된다. 이와 같은 대상자 제한성 문제로 인해 제도
무용화 등의 비난을 피하기 어려울 것으로 보인다. 장기요양급여 대상자로
2008년 7월 실시 초에 최소 3등급(노인인구의 3.1%) 16만 5천 명 정도로
확대해야 하며 2010면에는 5등급까지의 확대계획을 법안에 명시하자는 주장
이 있었으나 법안에 담기 어렵다는 보건복지부 입장으로 무산되었다. 이로써
장기요양 필요인구인 전체 노인인구의 12.1%(보건사회연구원 연구결과)까
지 확대하는 것은 물론 4~5등급에 대한 장기요양 서비스 확충계획도 담보
할 수 없게 되었다.
장애인 포함문제는 부대의견으로 법적 효력은 없지만 장애인 특성에 적합
하도록 활동보조인 지원 등 각종 서비스를 제공하도록 하고 2010년 6월 30
일까지 장애인복지정책 시행결과를 검토한 후에 포함 여부를 결정하는 내용

을 국회에 보고하도록 하며 2009년 7월부터 1년간 장애인을 대상으로 시범
사업을 실시하도록 법안에 담게 되었다.
5. 서비스전달체계
다섯째, 공적 서비스전달체계로 건강보험에서 공공의료가 거의 전무하고
민간의존형 의료공급체계로 인하여 비급여 양산과 비용 상승, 비용 통제기능
을 상실하여 사회안전망 기능을 하기 어려운 것처럼 장기요양보장제도에서
도 마찬가지로 민간에 과도하게 허용할 경우 사회복지서비스 전달체계의 혼
란과 공적, 사적의 과도한 장기요양 비용부담을 초래할 가능성이 많아지고
현재처럼 지자체가 전혀 운영하지 않고 전부 위탁운영을 하는 체계에서는
부작용이 많다고 판단하여 장기요양센터를 시군구마다 구축하여 장기요양보
장제도의 공공성을 확보하기 위한 노력을 하였지만 무산되었다.
6. 요양인력
여섯째, 요양서비스의 질은 대상자를 직접 요양하는 요양인력에 의해 좌우
된다. 요양보험의 대상은 병원치료를 필요로 하는 환자가 아니라 치매 , 중
풍 등 만성적 질병이나 장애를 안고 가정이나 시설에서 도움을 받으며 계속
살아가는 생활인이다. 따라서 환자를 다루는 의료적 접근이 아닌 일상생활의
장애를 가진 생활인에 대한 신체, 심리, 사회적인 복지접근이 필요하다. 그러
므로 요양인력을 1급은 240시간교육, 2급은 120시간 교육으로 교육시간만
차이나는 대등소이한 질이 아니라 전문적 교육을 받은 요양인력에 관하여
시행령 속에 담아져야 한다. 기성국가자격증인 사회복지사, 간호사, 간호조무
사를 50시간, 40시간, 50시간 추가교육으로 요양보호사자격증을 주는 단순
한 체계가 아니라 요양전문 교육을 충분한 교육시간과 질이 전제되는 체계
로 시작을 하지 못함이 노인요양보험제도의 가장 큰 오점이라고 할 수 있다.
1) 케어전공사회복지사를 사장시키지 말아야 한다.
이미 충분히 교육(200시간~700시간 이상)된 민간자격증(케어복지사)이
있음에도 민간자격증이라고 인정하지 않으므로 인력과 교육비용, 시간 낭비
를 가져온 보건복지부의 비전문적인 행정도 짚지 않고 넘어갈 수가 없다. 특
히 교육인적자원부가 허가한 교과과정으로 2년제 및 4년제 정규대학 사회복
지과에서 양성된 케어전공사회복지사도 요양인력이 되려면 대학보다 수준이
낮은 교육기관에서 추가의 교육을 받아야 한다는 일괄적 시행규칙은 행정편
의 주의이다. 케어를 전공한 사회복지사를 인정하면 간호사도 인정해야한다

는 논리인데 모든 사회복지사를 인정하라는 것이 아니고 대학에서 케어를
700시간 이상 공부한 사람에게 240시간을 인정하라는 것이 타당한 주장이
아니겠는가? 그리고 케어를 대학의 평생교육원, 여성인력센터, 복지관등에서
200시간(이론20, 실습 40)을 공부할 때 민간협회이지만 철저히 관리하는 한
국케어복지협회에서 감독하여 교육시키고 철저한 시험 관리 하에 배출한 케
어복지사를 법인이 아니라 민간협회라는 이유로 인정하지 못한다면 이사회
는 민관 협조없이 국가만이 다하는 전제국가란 말인가? 대학이나 여성인력
센타, 사회복지시설 및 대학평생교육기관에서 이미 잘 훈련된 인력을 무용지
물로 만든다면 이 나라의 모든 교육은 국가가 맡지 또 다른 교육기관을 허
가해서 무엇하겠는가?
요양인력을 단순히 요양보호사 1급, 2급으로 나누어 무학력의 요양보호사
2급도 120시간만 더 교육받으면 요양보호사 1급이 될 수 있고 요양시설은
무학력의 사회복지 마인드가 되어있지 않은 요양보호사로도 충분히 운영할
수 있도록 법이 규정하고 있으니 노인 장기요양보험법의 서비스 질을 보장
할 수 없는 것이다. 특히 사회복지 노인 시설에 관리책임자는 간호사여도 되
며 별도로 사회복지사를 두지 않아도 되므로 사회복지사 한명도 없는 요양
시설이 생길 수 있는 서비스인력체제이다.
2) 재가 장기요양기관의 인력기준에 문제가 있다.
2007년 보건복지부 노인장기요양보험법의 시행령 입법예고 내용에 의하면
사회복지사를 필요수로 명시하였다.
<표14> 재가장기요양기관 - 방문요양(안)
관리책임자(겸직)
1인

사회복지사
필요수

요양보호사 1급
3인 이상

사무원
필요수

보조원
필요수

<표15> 재가장기요양기관 - 방문목욕(안)
관리책임자(겸직)
1인

사회복지사
필요수

요양보호사 1급
2인 이상

사무원
필요수

보조원
필요수

방문요양사업에 관리책임자(사회복지사, 의료인등)가 1인 배치되므로 추가
적으로 사회복지사 1인을 두도록 하는 것은 인력운영의 탄력성을 제고하기
어렵고 관리책임자의 역할과 중복되는 사회복지사를 필수인력으로 규정할
수 없다고 보건복지부는 주장하지만 이용자의 욕구와 환경에 대한 이해와
이를 바탕으로 이용자와 가족의 욕구를 정확하게 파악하고 이에 적합한 서
비스를 이용할 수 있도록 지원하기 위해서는 인간 행동과 사회 환경에 대한

전문지식과 기술을 갖추고 있을 뿐 아니라 상담 및 지역사회 자원과의 연계
조정 등을 통하여 이용자의 욕구변화에 적절히 대응할 수 있는 사회복지사
가 반드시 배치되어야 하는데 이번 시행령 시행규칙에서 사회복지사를 필요
수로 언급하고 있다. 추후라도 이를 시정하여 이용자의 입장에서 질 높은 서
비스가 주어지도록 제도가 수정되어야 한다.
왜냐하면
{ 관리책임자가 ‘사회복지사’로만 규정된 것이 아닌 상태에서 사회복지사
역할이 중복된다는 논리는 타당하지 않으며, 민간시설 등에서 이윤을 창
출하기 위해 인력을 하향 조정함으로써 서비스의질을 저하시킬 우려가
있을 수 있다.
{ 기존 재가노인시설에서 사회복지사들이 사례관리자의역할을 수행한 것을
모두 무시하고

노인 장기요양 보험제도에서는 사례관리를 통한 통합적

인 서비스를 제공하지 않겠다는 것으로, 이는 서비스 이용자들이 권리를
무시하는 정책이다.
{ 또한, 사회복지시설의 자율성 침해에 있어서 제도 초기에는 각 직종별로
적정 인력에 대해 정수로 규정하고 제도가 정착된 이후에 시설의 재량을
인정하는 것이 타당하며 서비스 조직의 특성상 양질의 인력과 적정인력
배치는 필수적임에도 불구하고, 경영효율성만을 따지는 것은 근시안적인
태도이다.
그러므로 사회복지계는 방문요양 ․ 방문목욕의 인력배치기준에 “이용자 40인
당 사회복지사 1인”으로 규정해야 한다. 라고 요구하고 있다.
3) 관리책임자에 ‘요양보호사 1급’을 규정한 부분은 잘못됐다. 모든 사람에
게 동등한 기회를 준다고 한다면 전문가가 왜 필요하겠는가?
입법예고 내용에 의하면 방문요양과 방문목욕사업, 주 ․ 야간, 단기보호시
설의 관리책임자는 사회복지사, 요양보호사 1급 또는 의료인 중에서 상근(1
일 8시간, 월 20일 이상 근무, 이하 같다)하는 자로 한다.
{ 요양보호사 1급
- 중증노인의 신체수발 등 모든 요양서비스를 제공한다.
- 신규과정(안) : 요양보호사 1급(240시간) / 요양보호사 2급(120시간)
- 보수과정 : 기존 근무자, 유사업무 국가자격증 소지자(간호조무사, 사

회복지사)는 보수 교육 50시간을 통해 요양보호사 자격을 인정 한다.
간호사는 40시간의 보수교육을 통해 요양보호사 자격을 갖는다.
{ 관리책임자는 서비스에 대해 전문적인 지식과 기술을 갖고, 직원들에게
전문 수퍼비전(지도 ․ 감독)의 역할을 수행해야 하며, 무엇보다 윤리적
가치와 기준을 가지고 있어야 하는 전문직이어야 한다.
{ 요양보호사의 자격기준 범위는 기존 근무자, 간호사, 간호조무사, 사회복
지사 등 매우 다양하며, 240시간의 교육은 최소한의 기준으로 볼 수 있
으며 따라서 관리책임자의 기준에 ‘요양보호사 1급’을 명시한 것은 인력
별 역할에 대한 인식 없이 최소의 인력만을 배치하고자 하는 의도이다.
{ 또한, 사회복지사를 필요수라고 명시한 상황에서 결국 기관에서는 사회복
지사가 없이 반쪽 서비스를 제공 할 수도 있다는 것이다.
{ 방문간호사업의 경우 관리책임자를 간호사, 간호조무사로만 규정한 것은
관리책임자의 전문성을 고려한 논리라면, 방문요양 ․ 방문목욕 ․ 주 ․ 야간
․ 단기사업의 경우 사회복지사를 관리책임자로 명시해야 했음에도 사회복
지계의 끈질긴 노력에도 현 노인 장기요양 보험법은 의료간호계의 요구
에 편승 되었다.
그러므로 사회복지계는 관리책임자의 기준에 “240시간의 단기교육으로 자
격을 취득할 수 있는 요양보호사 1급을 삭제” 하고, “대학 이상의 정규교육
과정을 이수하여야만 자격을 취득할 수 있는 사회복지사로만 규정” 해야 한
다.고 요구하고 있다.
7. 이용사각지대에 대한 대책
그다음으로 제도 사각지대 해소문제로 국민건강보험료에 따라 장기요양보
험료(정부안 2008년 건강보험료의 4.7% 정도)가 결정됨으로써 건강보험체
납 세대가 장기요양보험료도 체납할 가능성이 높다. 체납으로 인한 장기요양
서비스를 제한받을 가능성은 근본적으로 해소 할 수 없다. 그뿐만 아니라 높
은 본인일부부담과 더불어 식대, 위생대 같은 비급여 항목에 대한 부담으로
등급 결정이 나도 이용을 꺼리게 될 일종의 이용 사각지대에 대한 대책 또
한 강구되어야 할 것이다.
시범지역에서 나타나듯이 등급에 따라 서비스이용이 많아지는 것이 아니
라 장기요양서비스 비용에 대한 본인부담 능력에 따라 서비스가 많아지는
것은 이를 입증하고 있다 하겠다.
시범사업운영평가(2007. 노인수발보험제도 도입을 위한 운영평가대회)에

의하면 미이용 사유중 가족에 의한 직접 수발이 40%로 아직도 가족이 수발
부담을 안고 있다. 또한 일반인이 기초수급자에 비하여 가족수발의 비중이
높으며 다음으로 경제적 부담으로 서비스를 이용하지 못하는 경우가 8.1%이
다. 건강상태가 좋은 3등급이 1,2등급에 비해 이용률이 높은 것으로 나타났
다. 일본의 경우도 미이용자의 55.6%는 가족에 의존하며 26.6%는 본인이
감당하고 있다고 한다(미야다케다카시 일본개호보험의 재출발)
8. 제도 환경
2007.6말 시도별 시설인프라 충족률은 아래와 같다.
1)<표16>노인요양시설 : 전국 평균 74%
시도
충족률
시도
충족률

서울
42%
강원
92%

부산
60%
충북
80%

대구
60%
충남
66%

인천
84%
전북
100%

광주
61%
전남
56%

대전
73%
경북
73%

울산
123%
경남
80%

경기
86%
제주
99%

대전
64%
경북
53%

울산
137%
경남
60%

경기
54%
제주
131%

2)<표17>재가노인복지시설 : 전국 평균 67%
시도
충족률
시도
충족률

서울
19%
강원
92%

부산
87%
충북
44%

대구
88%
충남
52%

인천
54%
전북
145%

광주
211%
전남
95%

노인장기요양보험의 제도 환경에 관한 쟁점은 시설 인프라 부족의 문제에
집중된다. 노인장기요양보험의 적용 대상을 중증노인으로 한정 할 경우,
2008년 입소시설은 1만 5,000명, 재가시설은 40,00명 정도 공급량 부족이
예측된다.(보건복지부,2006). 정부는 노인장기요양 시설의 70%,재가시설은
30%만을 공적 인프라를 통해 공급할 것으로 계획하고 있어 절대적인 시설
인프라의 부족과 함께 공적 인프라 부족의 문제를 해결하기 쉽지 않을 것으
로 보인다.
특히 재정자립도가 낮은 지방자치단체를 중심으로 재정부족으로 인한 공
적 인프라 확충의 어려움이 클 것으로 예상된다. 따라서 적극적인 투자가 전
제되지 않는다면 노인장기요양보험의 원활한 급여 제공과 이용자의 선택권
을 보장할 수 있는 적절한 수준의 시설 인프라 구축이 실현되기 어려우며,
시설 인프라의 지역 간 불균형 또는 악화될 것으로 우려된다. (이원필, 복지
동향 2007. 5월호 제103호)
시행령, 시행규칙 안에 따르면 재가 장기요양기관의 시설 확충을 위하여
필요인력을 최소화하여 장기요양기관 설립을 쉽게 하고 서비스 시장에 진입

을 허용함으로써 시설 확충보다는 오히려 난립할 가능성이 높아지고 있고
전문적인 서비스보다 단편적인 저급의 서비스를 제공할 가능성이 높아지고
있다. 재가 장기요양기관 설립은 공익성을 담보하는 비영리법인이나 비영리
단체에 허용하여 서비스의 질을 유지하게 하고 시설보다는 재가이용률을 높
이기 위하여 복지용구 도입과 주택개보수, 재가재활서비스 등 재가급여의 범
위도 확대되어야 한다. 물론 소규모 그룹홈 같은 시설을 쉽게 설립하기 위하
여 건축법 등 관련 제도를 하루빨리 정비해야 하는 것은 두말할 필요가 없
다.
내년까지(2008년 요양시설 충족률 80%) 모든 시설인프라를 완료한다 하
지만 이용자가 좋은 시설을 선택하여 이용할 수 있는 상태는 안 될 것으로
보이며 향후 더 많은 시설이 만들어진다 하더라도 지나치게 민간시설 위주
로 구축되거나 운영될 것이 분명해지고 있다. 시설인프라의 지나친 민간의존
형 구축과 운영 방향은 서비스경쟁으로 효율성을 높이기보다는 오히려 비용
상승효과를 유발할 가능성이 높고 제도발전에 부정적으로 작용할 개연성이
많아 조절과 통제 가능할 수 있도록 직접운영을 통한 공공비율을 획기적으
로 높여야 한다.
이상 논의된 것 외에 전체적으로는 장기요양보험제도하에서 사회공공성을
확보할 수 있는 공적인 인적, 물적 인프라 구축방안과 세부적으로는 등급판
정위원회의 공정성 확보와 이용자의 권한 행사에 입각한 지역시민사회단체
참여, 불충분한 장기요양급여 확대방안, 장기요양신청 시 의사 소견서의 의
무적인 첨부문제, 이용자 중심의 공적 케어매니지먼트 부재에 따를 서비스
전달의 공백, 장기요양기관 질 평가방법 및 참여방안, 보험료 체납으로 인한
사각지대 해소를 위한 정책, 간병노동자의 요양보호사 인정 및 전환, 주수발
자의 부양부담개선 프로그램과 급여대상자의 주거환경개선, 지자체의 공공
장기요양기관 의무비율 확보 운영의무화, 사회복지법인의 사외이사 법제화,
장기요양기관 운영의 이용자 대표 참여보장, 이용자 인권확보 구체적 방안
등 노인 장기요양보험에 담겨야 할 수많은 과제들을 고민하여야한다.
장기 요양보장제도를 보편적인 제도로 설정하는 것은 장기요양이 필요한
당사자뿐 아니라 그 개인과 가족의 삶의 질을 결정하는 중요한 요소이며 더
나아가 지역사회, 미래세대와 국가의 미래가 건강성을 유지하고 국가장래를
결정하는 중요한 국가제도라 할 수 있다.

각자가 자기 분야에서 제공할 수 있는 서비스체계를 주장하는 것도 중요하
지만 노인 장기요양보험 분야는 보건의료, 사회복지의 새로운 통합적 체계를
만드는 것임에도 한 분야에 치우치는 경향성이 나타났다. 우리 사회에서 익
숙하고 접근하기 쉬운 보건의료적인 접근은 수용하는 반면 사회복지적인 접
근은 상대적으로 소외되어 장기요양센터 같은 공적 장기요양서비스 전달체
계가 비용을 이유로 수용되지 않아 공적으로 제공되어야 하는 근본적인 사
회복지서비스 기능이 전무한 제도가 탄생되었다고 볼 수 있다.

Ⅴ. 노인장기요양보험의 도입에 따른

과제

정부는 현재 시행되고 있는 시범사업을 2008년 7월부터 전국적으로 시행
할 계획이다. 노인장기요양보험의 도입은 단지 노인부양문제의 해결차원이
아니 복지 전반에 걸쳐

대 변화를 가져올 것이며, 이에 대비하여 각 지자체

가 시급히 준비해야 할 문제들을 짚어보면 아래와 같다.
1. 장기요양시설

및 인력 인프라 구축

먼저 수발에 대한 사회적 서비스를 사회보험의 형식으로 도입한 것은 지
금까지의 저소득층 노인들을 대상으로 한 조세에 의한 복지시스템의

대전

환을 의미한다. 장기요양보험의 수발을 받아야 할 상태가 되면 권리로서 서
비스를 신청하고 서비스를 선택할 수 있다. 따라서 장기요양보험이 성공적으
로 진행되기 위해서는 선택할 수 있는 서비스의 공급이 충분히 이루어져야
한다. 즉 장기요양시설의 충분한 확보와 장기요양서비스를 직접 제공할 수발
전문 인력의 확보가 원활한 보험사업의 수행을 위한 필수적 조건이다.
그러나, 현재 장기요양보험시설인 노인요양시설과 노인전문요양시설, 재가
복지시설은 아직까지 상당히 부족하며 시설확충이 우선적으로 요구된다고
할 수 있다.
노인장기요양보험의 도입은 이용자가 시설을 선택하여 서비스를 받는 ‘이
용자중심의 구조’인데.

이용자가 선택할 수 있는 충분한 시설이 없다면,

‘보험은 있는데 서비스가 없는’ 즉, 보험료는 냈는데 이용할 서비스가 없는
황당한 사태가 발생할 수 있다.

미인가시설의 전환이나 양로시설의 요양시

설로 전환, 전문요양시설의 설립을 촉진시킬 수 있는 일련의 조치들이 강구
되어야 할 것이다.

무엇보다도 비영리법인이 아닌 다양한 공급체계가 쉽게

진입할 수 있도록 제도적 개선과 촉진 방안들이 요구된다.

시설운영자의 입장에서도 준비가 필요하다. 보험의 도입은 시설이 이전처럼
정부 보조금에 의해 시설이 운영되는 시대가 지나갔음을 의미한다. 시설이용
자의 수와 수발상태에 따라 보험에서 비용이 지불되기 때문에 시설의 서비
스가 나쁘면 이용자들은 다른 시설을 선택하게 될 것이며 당연히 시설운영
은 어렵게 된다.

따라서, 시설을 잘 정비하고 효율적인 운영을 하지 않으면

문을 닫게 되는 사태도 일어날 수 있고, 이러한 사례는 일본의 경우에서도
많이 나타났다. 시설간의 경쟁이 일어나면서 시설서비스의 질도 향상을 가져
오지만 시설운영자의 입장에서는 이전처럼 안이하게 노인들을 보호하는 시
스템으로는 운영을 지속하기 어려워진다. 복지시설에도 경영의 전문성이 요
구된다고 할 수 있다.
시설만 있다고 서비스가 다 이루어지는 것이 아니다. 아무리 좋은 병원이
있어도 의사나 간호사가 없으면 소용없듯이 질 높은 수발서비스를 제공할
수 있는 전문 인력의 양적 질적 확보가 필요하다.
종전과 같이 저소득층에게 한정하여 무료로 서비스를 제공하던 시대가 아
니라 보험료를 지불하고 권리로서 받는 장기요양서비스는 당연히 이에 상응
하는 서비스의 질을 요구한다. 봉사차원에서 하던 수발이 아니라 수발에 관
한 지식과 기술을 갖고 질 높은 서비스를 제공할 수 있는 수발인력의 확보
가 필요하다. 체계적으로 수발인력을 양성하고 교육할 수 있는 수발인력(요
양보호사) 양성교육원, 방문간호조무사훈련원 설립 등 다양한 방안이 요구된
다. 그리고 대학에서도 사회복지사와 간호사를 배출하는 학과에서 요양보호
사 자격을 인정받기 위한 교육과정과 교육 연한 내의 교차 교육으로 효율적
인력 양성의 제도를 마련해야 한다.
또한 시설의 질 관리를 위해 그 시설의 전문 인력 수, 시설환경 등을 공표
하여 서비스 환경의 개선을 이루게 하는 시설정보공개 등의 조치도 앞으로
필요할 것이다.
2. 장기요양보험급여 제외자와 예방사업
현재 실시되고 있는 시범사업에 의하면 신청자의 장기요양정도가 1-3등급
에 해당하지 않으면 보험급여를 받을 수 없다. 1-3등급에 해당하는 노인은
전체노인의 3%정도에 불과하다.

즉, 상당히 중증 상태의 노인만이 장기요

양보험의 서비스를 받을 수 있으며, 따라서, 경증의 현행 재가복지서비스대
상이 되고 있는 많은 노인들이 실질적으로 장기요양보험 대상에서 제외된다

는 점이다.
보편적으로 수발을 원하는 모든 노인들에게 장기요양서비스가 제공될 것
이라는 그동안의 홍보는 환상에 지나지 않을 수 있으며, 실제는 중증의 시설
중심의 보험이라는 왜곡된 모습이 되기 쉽다. 즉, 재정소요문제로 대상을 확
대하기는 쉽지 않을 것이며, 따라서, 이 보험에서 제외된 많은 노인들의 수
발서비스에 대한 대책이 각 지자체에서 강구하여야 할 과제이다. 재가서비스
를 종합적으로 제공하는 재가복지센터(가칭) 등을 각 지역에 두고 보건소
등과 연계하여 서비스를 필요로 하는 경증 노인들에게 종합적인 장기요양서
비스를 제공할 수 있는 서비스 체계를 구축해야 할 것이며, 보험에서 커버되
지 않는 급여 등에 대한 지역중심(밀착형)의 다양한 서비스의 개발도 필요
할 것이다. 또한, 더 이상 중증으로 이환되지 않도록 비교적 건강한 노인들
을 위한 예방시스템의 구축도 필요하다.
3. 이용체계의 구축
당초 기본요강에는 케어메니져가 이용자의 니드를 사정하여 케어플랜을
세우고 서비스를 관리해 나가는 일본과 같은 케어메니지먼트 과정을 도입하
는 안이 제시되었다. 1차 시범사업기간에는 건강보험관리공단의 요양관리사
(케어메니져)가 급여인정을 받은 자를 대상으로 다시 욕구조사를 하고 이에
근거하여 상세한 케어플랜을 세워 시설에 내려 보내 서비스를 받게 하였으
나, 2차 시범사업에서는 방문조사자의 케어메니져 역할은 축소되어, 단지,
방문조사를 할 경우 장기요양인정조사와 함께 욕구조사를 병행하여 행하도
록 하였다.

즉, 판정결과와 함께 욕구조사를 근거로 한 표준수발계획서를

장기요양인정서와 함께 제공하는 것으로 역할은 축소되었다.

따라서, 실제

로 구체적으로 케어계획을 세우고 서비스를 계약하고 조정하는 것은 재가시
설의

담당자나 시설의 직원이 수행하게 된다. 시설정보에 어둡고 서비스를

계획하고 조정하는 능력이 적은 노인들에게 적절한 서비스 이용과정을 도울
수 있는 지원체계가 필요하다. 장기요양지원센터 등을 읍면동 사무소등 손쉽
게 이용할 수 있는 곳에 설치하여 노인들이 이용한도액을 관리하고 적절한
서비스를 이용할 수 있도록 서비스 전달체계를 구축해야 할 것이다. 그러나
노인장기요양보헙법에서 장기요양지원센터의 설립은 제외되었으므로 이용자
의 욕구에 맞는 서비스를 지자체가 수행하기에는 매우 힘든 상황이 되었다.
그러므로 이에 대한 보충적인 제도가 마련되어야 할 것이다.(이해영. 미간
행)
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地域福祉と老人長期療養保険
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Ⅰ.

研究の意義

2000 年高齢化社会に迎えるにあたって政府は地域住民の身近な長期療養
保障制度導入を発表し、6 年ぶりの 2007 年 4 月 2 日老人長期療養保険法が
国会を通過しており、2008 年 7 月 1 日より施行予定である。今回の研究は
老人長期療養保険法の導入に備え、問題点を確認し、政策的準備のために
行うものである。

Ⅱ.

老人長期療養保険法

老人療養保険法は総 12 章 70 条附則 3 条から成り立っている。老人長期
療養保険法の内容を総則及び老人長期療養保険、管理運営の主体、長期療
養給付利用の手続き、長期療養給付の種類、長期療養保険の財源調達を中
心に述べることにする。
1.

老人長期療養保険法の総則
1）目的
この法は高齢もしくは老人性疾病の事由により日常生活を営むことが困

難である高齢者等に提供する身体活動または家事活動の支援等の長期療養
給付に関する事項を規定するもので、老後の健康増進及び生活安定を図り、
家族の負担を軽減することで、国民の生活の質が向上することを目的とす
る。（法

第 1 条）

2008 年 7 月老人長期療養保険法の施行により、高齢と認知症等により一
人で日常生活を営む事が難しい高齢者のための訪問療養、訪問入浴、訪問
看護等が長期療養保険に適用される。
長期療養制度は長期療養状態による社会経済的負担、扶養者の介護負担
と経済活動萎縮、介護負担による家族体系の崩壊、老人利用費の急増によ
る国民負担等多様な分野から提議されている社会問題を社会連帯の論理で
解決しようとする画期的制度である。
今まで老人福祉サービスを通して低所得層を中心に一部制限的に選別、
適用されてきた長期療養サービスが 65 歳以上の老人を対象に普遍化され、
長期療養保護を要する高齢者に対して長期療養サービスを家族と個人の責
任から社会的責任へ制度化し、長期療養にともなう社会問題を解決するこ
とで法制定の意味があるといえる。社会的責任の価値観は社会福祉の哲学
であり、民主主義の哲学である。
2）法の名称
法の名称は老人長期療養保険法と命名された。法の名称から本制度の主
な対象者が高齢者であることと給付の内容が入浴、看病等の日常生活の支
援に集中されていることを強調している。又、保険法と命名したことによ
り本制度が社会保険の原理に基づいていることを明確にしている。
3）適用対象及び給付対象
老人長期療養保険の加入者は国民健康保険法の加入者であり、長期療養
保険料を負担する。ただし、医療給付受給権者の長期療養保険料は国家が
負担するよう規定している。長期療養認定申請対象者は 65 歳以上の高齢者
または老人性の疾病がある 64 歳以下の者である。
4）長期療養給付の基本原則
老人長期療養保険法の長期療養給付の原則は、①長期療養を要する状態
と程度に適した適正給付、②高齢者の生活の場でサービスを提供する在家

長期療養給付の優先、③医療サービスとの連携と定めている。
5）国、地方自治団体の義務
老人長期療養保険法は国と地方自治団体の義務は五つの項目で規定さ
れている。ひとつ目、高齢者が自立して生活を営む事ができるよう支援す
る長期療養予防事業の実施である。二つ目、国は長期療養予防事業に必要
な費用を支援しなければならない。三つ目、地方長期自治団体は長期療養
機関を拡充し、長期療養機関の設立を支援する義務を負う。四つ目は、国
と地方自治団体は制度施行のために行政的・財政的支援をしなければなら
ない。五つ目、老人長期療養基本計画は細部施行計画の樹立及び義務を負
う。
2.

老人長期療養事業の管理運営
1）主体：事業の官掌は保健福祉部が管轄するが、実際管理運営主体は国

民健康保険公団となる。審議過程では自治体で行うべきであるという意見
が福祉界を中心に主張されており、論争された。（公団の場合、保険事務の
経験者で既存組織と保険管理能力を活用できるメリットがあり、現在自治
体は保健所と老人福祉施設及びサービス連携の体系を管轄しており、これ
らと連携し地域密着型サービスを実施できるメリットがあると主張した。）
（１）国民健康保険公団
老人長期療養保険法は国民健康保険公団を老人長期療養事業の管理運営
機関として定めている。国民健康保険公団は加入者、被扶養者、医療給付
受給権者の資格管理、保険料の賦課、徴収、申請人に対する調査と長期療
養等級判定等の業務を管掌する。
（２）等級判定委員会
老人長期療養保険法は老人長期療養等級判定委員会を運営する。長期療
養等級判定委員会は市、郡、区単位で設置し、長期療養認定申請人の長期
療養認定と長期療養等級判定を担当する。
1 次等級が決定されると等級の該当者に対する医師の所見書をもらい、こ
れに基づいて｢等級判定委員会｣が開催され、1 次判定内容と医師所見書等を

踏まえて｢2 次判定｣を行う。委員会ではとりわけ 1 次判定と医師の所見に不
一致がある場合、等級判定委員会の専門家の意見を参考に最終決定を行う。
等級判定委員会は保健、福祉、医療において学識と経験のある者から構成
されており、現在医師会、看護師会、社会福祉士会、理学療法士会、地方
自治団体より推薦を受け 26～36 人以下で構成され、実施されている。彼ら
は、非常勤形態で審議事項が生じた場合招集され、最終的な長期療養認定
可否及び等級を確定する。
３．長期療養給付利用手続き
１）長期療養認定申請と調査
長期療養認定を望む者は長期療養認定申請書を国民健康保険公団に提出
しなければならない。国民健康保険公団は担当職員が長期療養認定申請人
の心身状態、必要な長期療養給付の種類と内容等を調査する。
● 自治体または該当モデル支社老人長期療養保険支援センター
・申請対象（3 次モデル事業）
※ 07 年 5 月 1 日以前からモデル地域に居住する 65 歳以上の高齢者のう
ち、長期療養保護を要する者
※ 07 年 5 月 1 日以降モデル地域転入者は転入日から 6 ヶ月後長期療養
認定申請可能
－申請方法
・ 本人、家族、代理人（自治体及老人長期療養保険支援センター）が
申請書等具備書類を揃えて、該当健康保険公団支援センター及び
市・区・同に申請
・ ただし、療養（専門）施設入所者もしくは、在家施設利用者の場合、
該当施設長が一括して申請可能
長期療養申請がされると、健康保険公団に所属する調査員は申請者がい
るところを訪問し、長期療養認定に必要な調査を実施する。〈表１〉で示し
ているように、身体機能、認知機能、問題行動、看護処置ニーズ、リハビ
リニーズ等について（52 項目）調査し、この結果は原点数に加重値が付与
され、コンピューターによって点数として換算され、これらを〈表 2〉に示

しているような 8 種類のサービス群別樹形図に適用し、療養の必要度を時
間概念で算出した｢療養認定時間（療養認定点数）｣を根拠に 1 次的な等級
が決まる（1 次コンピューター判定）。すなわち、長期療養サービスは、高
齢者の療養必要度のレベルにより差別化され実施されることになり、療養
必要度は先ほど計算された｢療養認定点数｣に基づき、〈図 1〉で示すような
等級が決まる。
〈表１〉療養審議項目
身体希望領域（12） 衣類の着脱 / 洗面 / 歯磨き / 入浴 / 食事
体位変換 / 起立 / 移乗 / 歩行 / トイレ使用 / 排便
/排尿
認知機能（7）
認知機能（７項目）
行動変化領域（14） 短期記憶障害 / 時間失見当 / 場所失見当 / 指示失見当
状況判断力の減退 / 年齢、生年月日が思い出せない /意思疎
通、伝達障害
行動変化領域（12 項目）
妄想 / 道に迷う / 幻聴 / 暴言、脅威な行動 / 憂鬱な状
態、泣いたりもする / 外に出ようとする /お金、物を隠す /
不規則な睡眠、昼夜混沌 / 不適切な服装 / そわそわする、落
ち着かない / 抵抗する / 物の破損 / 意味のない不適切な
行動 / 排泄物による不潔行為
看 護 処 置 ニ ー ズ 気管支切開看護 / 経管栄養 / 吸引 / 導尿管理 /酸素療
（9）
法 /
腸瘻看護 / 褥瘡看護 / 透析看護 / 癌性痛症看護
リハビリニーズ
麻痺（4 項目）両上肢、両下肢
拘縮（6 項目）肩、肘、手首及び手先、股関節、膝、足首関節

２）長期療養認定可否及び等級の判定
長期療養等級判定委員会は 6 ヶ月以上他者の援助なしでは日常生活を営
むことが難しいと認められた場合、心身状態と長期療養に必要な程度によ
り長期療養等級を判定する。
〈表 2〉8 種類のサービス群
身
体
ス
バ
ル

個 人 衛
生
排泄
食事
機 能 補
助
間 接 支
援

行動変化対応
看護処置
リハビリ訓練

洗面、口腔管理、身体の清潔、洗髪、身だしなみ、 着替え、排泄（ト
イレ使用）、その他清潔関連サービス
移動補助、排尿補助、排便援助、おむつ交換、その他排泄関連サービス
配膳、食事摂取補助、飲み物準備、その他食事関連サービス
起きあがって座る・立位を保つための練習運動、器具使用の運動補助、
移動援助、体位変換、身体機能維持等
掃除、洗濯、食器洗い、料理及び調理、意思疎通、寝具・リネン交換、
環境管理、周辺整頓、物品、買い物、散策、外出同行、その他家事支援
サービス
徘徊、不潔行為、暴言、暴行等行動変化に対する対処、その他の行動変
化への対応
観察及び測定、投薬及び注射、呼吸器看護、皮膚看護、栄養看護、温冷
療法、排泄看護、医師診療補助、その他看護処置
身体機能訓練、基本動作訓練、日常生活動作訓練、理学療法、言語療法、
作業療法、その他機能訓練

〈図１〉等級決定過程
加入者
国民健康保険公団

→

長期療養認定申請

→

調査及び等級判定

訪問調査（公団職員）

長期療養認定項目
一般事項
ADL 等 54 項目/ニーズ調査 36 項目
特記事項/必要なサービスの種類、内容等
コンピューターによる判定結果（1 次判定）
医師の意見（医師所見書）
長期療養等級判定委員会（保健、医療、福祉経験者等）（2 次判定）

等級外（健康な老人）

長期療養等級（1～3）

再調査

３）標準長期療養利用計画書の作成と長期療養給付提供
等級判定委員会で最終的に長期療養認定と等級が決定されると、健康保
険公団の管轄支社長は｢長期療養認証書｣を対象者及び市郡区に通知し、長
期療養認定書通知とともに｢標準長期療養利用計画書｣を同封して受給者に
送りサービスを受けるようになる。サービスの実施構造は〈図 2〉に示す通
りである。
<図 2>サービス実施構造
<在家給付>
選択及び契約

訪問療養/昼夜間保護/短期保護/
訪問入浴/訪問看護

・長期療養認定
書

長期療養

<施設給付>

・標準長期療養

認定者

老人療養施設、老人療養専門施設

通知

小規模施設、老人療養共同生活家庭
<特別現金給付>
特例療養費/家族療養費/療養病院看病

国民健康保険公団は長期療養受給者が長期療養給付を円滑に利用できる
よう標準長期療養利用計画書を作成、提供する。長期療養給付は長期療養

等級、長期療養給付の種類を考慮した上で算定された月の限度額の範囲内
で提供される。
４．老人長期療養給付の種類
１）在家給付 ∗
在家給付は、訪問療養、訪問入浴、訪問看護、昼・夜間保護、短期保護
及び大統領令が定めるその他在家給付と成っている。
① 訪問療養－療養保護士が家庭を訪問し、入浴、排泄、家事等日常生活
支援
② 訪問入浴－風呂装備を備えて家庭を訪問し入浴サービス提供
③ 訪問看護－医師の指示を受けた看護師や看護助務師 ∗∗ が老人を訪問し、
看護サービスを提供
④ 昼夜間保護－一日のうち一定の時間において昼夜間保護施設で老人を
一時保護
⑤ 短期保護－短期間老人を入所させて保護
⑥ 福祉用具－車椅子、杖等日常生活の身体活動支援に必要な用具を提供
〈表 3〉在家給付
1

訪問入浴

50,110

回

訪問看護

31,000

毎

訪問療養

9,650（30 分）

14,430（60 分） 19,120（90 分） 23,900
（ 120 分）

〈表 4〉在家サービス：訪問看護
時間

2次

30 分未満
30～60 分
60 分以上

3次
25,430

31,000

32,900
40,500

→訪問看護機関所属看護師もしくは、看護助務師が医師の看護スバル指示
書に従い、サービスの提供。施行令によると看護助務師は 700 時間教育
を受けると訪問看護サービスを行うことができる。
∗
∗∗

「在宅給付」のこと。以下在家給付という。
日本の准看護師に該当する資格

※ 2 次酬價は訪問毎定額制であるが、3 次は時間毎酬價で細分化された。
〈表５〉看護スバル指示書発給費用
区分

医療機関

保健所（支所）

対象者が機関を訪問する場合

15,000 ウォン

4,000 ウォン

35,000 ウォン

医師が自宅を訪問する場合

9,000 ウォン

※看護スバル指示書発給権を看護師に与えた事に対して医師協会の反発が
大きい。
〈表 6〉在家サービス：訪問入浴
時間

2次

3次

車両利用

50,110

52,780
39,590

車両未利用

※車両未利用は移動入浴車両ではなく、移動式浴槽等の装備のみを活用し、
入浴サービスを提供する場合を意味
在家サービス：福祉用具
・モデル事業中には各品目別申告価格を基準に酬價を算定する。
→本事業時には適正酬價を告示予定
〈表 7〉福祉用具品目
区分

品目

購入専用品目

購入及び貸与品目

移動型座便器

車椅子［手動型］

シャワーチェア

電動型ベッド

歩行補助器

手動型ベッドマットレス

安全手すり

褥瘡防止マットレス座布団

滑り止め用品［マット、靴下等］

褥瘡防止座布団

携帯用排便器［排便・排尿器］

移動浴槽

杖

入浴リフト

２）施設給付
施設給付は老人医療福祉施設に受給者を入所させ、身体活動支援と機能
訓練回復訓練等を提供する給付である。
－１日、１回毎基準（単位：ウォン）

〈表 8〉施設給付
1 等級

2 等級

3 等級

療養施設

33,450

27,880

25,280

１

専門療養施設

40,850

37,610

31,890

日

老人療養共同生活家庭

34,050

31,830

27,910

毎

短期保護

34,980

31,410

26,490

昼間保護

32,610

26,280

23,830

区分

３）特別現金給付
特別現金給付には、家族長期療養費、特例長期療養費、療養病院長期療
養費等がある。
（１） 現金給付（補完的安定）
① 家族療養費－島嶼僻地地域、身体精神上の特別な事由等により受給
者が家族等から訪問療養に相当する療養給付を受けた場合支給
② 特例療養費－長期療養機関ではなく老人療養施設等からの機関また
は施設で長期療養給付を受ける場合、費用の一部を支給
※ 療養病院看病費は大統領令が定めにより今年後半期長期療養委員会
の審議を経て決定
〈表 9〉施設給付－月基準（単位：ウォン）
1 等級

区分

月

3 等級

療養施設

1,003,500

836,400

758,400

専門療養施設

1,225,500

1,128,300

956,700

975,120

796,260

707,480

150,000

120,000

110,000

在家サービス限度額
家族療養費

基
準

2 等級

特別現金給付

療養病院看病
費

福祉用具購入及び貸与

200,000 釜山北区、安東、扶餘モデル実施

900.000（年間）水原市、釜山北区、光州南区モデル実
施

－利用者実際負担額（法廷給付額の 20％

＋

非給付額）

・療養施設利用：現在月平均 100～170 万ウォン
・在家サービス：月 12～16 万ウォン

→

30～70 万ウォン

５．老人長期療養保険の財源調達
１）老人長期療養保険料
老人長期療養保険料は健康保険料に 4.7％をかけ、老人長期療養保険料を
かけて算定する。老人長期保険料と健康保険料と統合して徴収するが、各々
独立会計で管理される。
２）国及び地方自治団体の負担
国は予算の範囲内で当該年度長期療養保険料予想収入の 20%を負担する
よう規定している。また、国と地方自治団体は医療受給権者の長期療養給
付費用のうち一部は管理運営費全額を負担することにしている。
３）本人一部負担金
老人長期療養保険法は在家給付費用の 15％、施設給付費用の 20％を利用
者が負担するよう規定している。
６.療養人材
療養保護士の法的根拠（老人福祉法）第 39 条の 2（療養保護士の職務・
資格証交付等）
① 老人等の身体活動または家事活動支援等の業務を専門的に遂行する療養
保護士をおかなければならない。
② 療養保護士になるためには第 39 条 3 に定める療養保護士の教育機関で
教育課程を修了しなければならない。
③ 市・道知事は第 2 項に従い、療養保護士の教育課程を修了した者に療養
保護士の資格を検定し、資格証を交付しなければならない。
④ 療養保護士の等級、高級別教育課程、資格証交付等に関して必要な事項
は保健福祉部令で定める。
※ 現行、家庭奉仕員、生活指導員は 2009 年 8 月 2 日まで猶予措置［全文
改正 2007.8.3］

１）〈表 10〉療養保護士等級別職務
1級

種類
訪問療養

－長期療養受給権者（1～3 等級の
重症）老人に対して身体活動、日常
生 活支援 等す べての 療養 サービ ス
提供

訪問入浴
昼夜間保護

保険受給者（重症）対象
保険受給者（重症）対象

2級
１．長期療養給付受給権者ではない
（軽症）老人に対して身体活動、日
常生活支援サービス提供
２．重症患者（保険受給者）に対し
て家事支援サービス提供
非保険者（軽症）対象
非保険者（軽症）対象

２）〈表 11〉療養保護士需要推計
区分
施設サービス
在家サービス
計

2007
23,980
21,035
45,015

2008
26,386
22,045
48,431

2009
28,686
22,971
51,657

2010
30,563
23,767
54,330

2011
37,731
18,455
56,186

－算出根拠：2008 年施設需要 61,784 名、在家需要 98,952 名
施設 2.8 名/1 人、在家 5.6 名/1 人
－昼、夜間（休日）交替勤務を考慮し、30%追加所要人材推定
－2008 年新規養成人材 34､000 名予想（既存 14,000 名）

Ⅲ．モデル事業推進過程及び現況
１．モデル事業実施
〈表 12〉モデル地域

対象地域
サービス
対象

1 次モデル事業
(2005.7～2006.3)
光 州南区 、水 原、江 陵、
安東、扶餘、北済州（6 ヶ
所）
基礎生活保障受給権者（1
～5 級）
判 定道具 の開 発、酬 價の
適正性等技術的側面

主眼点

2 次モデル事業
（2006.4～2007.4）
1 地域＋釜山北区、莞
島（8 ヶ所）
基礎生活受給権者+一
般老人（1～3 等級）
-本 事 業 と 類 似 な 形 態
で実施
・等級判定道具、酬價
補完、法（案）上すべ
ての伝達体系等全般
的事項点検

○2 次モデル事業現況
○モデル地域選定･･･水原市（大都市類型）等 8 ヶ所

3 次モデル事業
（2007.5～2008.6）
2 次地域＋仁川富平、
益山、大邱南区、淸州、
河東（13 ヶ所）
基礎生活受給権者+一
般老人（1～3 等級）
-2008 年 7 月施行に備
え、最終点検の機会と
して活用
※対象者数の再推定、
財政推計計密化、サー
ビスの質の確保法案
工夫等すべての手続
きで利用老人の不便
事項を最小限化

<表 13>利用申請現況
地域

総人口
（A）

計
水原市
釜山北区
光州南区
江陵
安東
扶餘
莞島
済州

2,243,377
1,070,715
331,646
213,225
222,863
170,677
80,526
57,851
95,874

2007 年 4 月 30 日（単位：名、％）

対象者（65 歳以上）（B）
計
一般
老人
(B/A)％
203,905
9.1
186,965
61,913
5.8
58,683
23,135
6.9
19,933
19,159
9.0
17,842
26,270
11.8
24,396
27,030
15.8
24,772
17,483
21.7
15,965
12,993
22.5
10,714
15,922
16.6
14,660

基礎
受給者
16,940
3,230
3,202
1,317
1,874
2,258
1,518
2,279
1,262

療養申請者（C）
計
(C/B)％
35,305
17.30
9,555
15.43
4,252
18.38
3,424
17.87
4,491
17.10
4,777
17.67
3,551
20.31
1,894
14.58
3,361
21.11

※申請対象の拡大：当初（一般人）→追加（基礎受給者、2006 念 9 月 15
日から申請
○3 次モデル事業実施
-期間：2007 年 5 月 1 日～2008 年 6 月 30 日（14 ヶ月９
-地域：大邱市南区、仁川市富平区、淸州市、益山市、河東郡等 13 箇所
-対象者：65 歳以上の老人のうち重症以上
2.等級認定及びサービス利用現況
-2007 年 6 月末現在、3 等級以内療養認定率は全体モデル地域における 65
歳以上老人の 3.3％（申請 202,592 名のうち 6,912 名）
※韓国保健社会研究院の研究推定値 3.1％レベルを多少上回る。
○長期療養認定者のうち 66％（4,547 名）がサービス利用中
-類型別は施設給付 2,081 名（45.8％）、在家給付 1,759 名（38.7％）、家族
療養費等現金給付 707 名（15.5％）
・その他療養病院に入院した場合、看病費用の一部（月 20 万ウォン）支援
及び在家給付利用者に対する福祉用具（車椅子、電動ベッド等 14 種）貸与
及び購入費支援事業等実施中
※療養病院の看病費（釜山、安東、扶餘）、福祉用具（釜山、光州、水原）
は一部地域にて実施中

Ⅳ.

老人長期療養保険法の主な争点

法案の主な争点をみると、一つ目、法案の名称、二つ目、財源負担のう
ち国の負担と本人の負担、三つ目、管理運営主体、四つ目、長期療養給付
対象者、五つ目、サービス伝達体系、六つ目、長期療養人材、七つ目、利
用死角地域に対する対策、八つ目、制度環境である。
1.名称
一つ目、法の名称で長期療養保護を受ける対象であれば、年齢、疾病、
障害、負担能力等に関係なく誰もが国の制度により普遍的保護を受けられ、
長期療養保護が必要な国民に人間らしい生活を維持できるよう国が義務を
果たす理念的意味を込めて長期療養保険法で決定した。しかしながら、老
人は医療的療養ではなく、生活におけるスバルを受けなければならないの
で 2005 年 9 月 15 日プレスセンターにて発表したように老人スバル保障法
であった方が福祉的積極的な法の枠組みをしっかり立てることができる。
各党が提出した法案ではすべての障害者を含む全ての国民を適用対象と
しているにもかかわらず、政府案は長期療養対象を 65 歳以上の老人と 64
歳以下老人性疾患患者のみに制限し、障害者は不透明な障害者総合対策で
解決しようとする政府の立場だけを貫くことで老人長期療養保険法は普遍
的価値を実現する社会保障制度としては失敗したものと考える。
また、政府案は保険という用語を使用しており、重要財源の調達を保険
料と限定して国民達に擦り付ける可能性が濃厚であり、長期療養に対する
国の責任をできるだけ回避し、もしくは縮小しようとする意図があると思
われる。結果的、老人長期療養保険制度であり、保障制度ではないのであ
る。
保障という名称を用いて主財源を国の負担にし、国の義務を明確にする
必要があり、社会保険方式を導入しても長期療養保護の状態は社会的リス
トではなく、年齢を重ねると事前に生じる普遍的リスクで保険料の負担能
力に関係なくサービスを受けられるようにして、受給対象者はもちろん、
基礎生活受給権者のみならず、低所得層と準上位階層、徐々に上位まで包
括していくことにより、法の制定目的、制度の実施と保障範囲等の諸条件
を考慮すると保障という表現が用いるべきであった。

2.財源
二つ目、政府が長期療養保険料の予想収入額の 100 分の 20 に相当する金
額（第 58 条）で貫き、全体財源の約 16％程度のみが国の負担となり、保
険料を含む本人負担 20％とともに 84％程度を国民が負担することになっ
た。過度な人口の高齢化により長期療養における費用の増加が予想され、
負担階層の負担比率がより高くなる一方、低レベルの長期療養サービス制
度に対する制度不信は高まる可能性があり、さらに社会保険制度全体に対
する信頼が低下し、社会保障セフティネットが国民から疎外される悪循環
の危険性を内包しているといえる。
本人の一部負担金（第 40 条 1 項）を施設 100 分の 20、在家は 100 分の
15 とし、国民基礎生活保障受給権者は無料で本人一部負担軽減（第 40 条 3
項）、医療給付受給権者（基礎受給権者は除外）、所得財産等が一定金額（長
官告示）以下である者、天災地変等による生計困難者等は軽減率を 100 分
の 50 程度で定めた。実際モデル地域では、高い本人負担で長期療養サービ
スの等級判定を受けているにもかかわらず、経済的な理由によりサービス
が利用できない割合が増加している。モデル事業で等級判定を受けてもサ
ービスを利用する人々は 48％で、このうち 42％は在家サービスを利用して
いる。
3.管理運営主体
三つ目、管理運営主体の決定において自治体の場合、施設及び人員等イ
ンフラ構築が容易であり、地域健康増進事業と連携が容易で、地方分権化
及び地域福祉体系の自治体の役割を強化できるメリットはあるも、社会保
険事業遂行による人材補充と日本介護保険において明らかになった問題の
ように自治体間の財政力の格差によるサービスの公平性の問題となった。
または、地方財政と団体長の意思によってインフラ構築とサービスの質の
不平等が深化され、サービスの質によって地域間移動を助長し、階層間社
会連帯感を毀損される可能性が危惧される。
国民健康保険公団と自治体のメリットとデメリットが持続するため、内
部でも絶えなく多くの論議をし、施設運営者と社会福祉団体と市民連帯は
国民健康保険公団が管理運営することについて様々な理由をあげて強く反

対した。
公団は既存人材の活用、保険料賦課徴収、訪問調査等行政管理運営を中
心にしており、地方自治団体は長期療養給付サービスの伝達において地域
社会中心の提供提携を構築することが必要であり、市郡区に長期療養セン
ターを設立、運営し、ケアプラン作成、ケースマネージメント、サービス
案内及び相談等保健社会福祉統合サービスを担当させることにより公団と
自治体の本来の役割を与え、制度運営のバランスをとることにした。
2006 年 10 月全国市郡区庁長協議会も名の下、長期療養管理運営と関連
し、市郡区では人材不足による老人療養保険制度の管理運営を委ねること
が難しいという意見書を発表して、国会に意向を伝達することにより管理
運営主体に対する論争が実質的に一段落した。しかしながら、過度な管理
運営費用の集中を避けるため、国民健康保険公団に新たな業務を与え、労
働強度を強化させ、市郡区に長期療養センター設置を制度化できなかった
ことにより自治体は長期療養機関、指定取消権限と等級判定委員会推薦権
限のみ与えられ、実際サービスは長期療養機関に一任する程度の役割付与
により実際利用者中心のケアマネジメント不在でバランスを失った長期療
養サービス伝達体系となった。
4.療養給付対象者
四つ目、老人長期療養保健の適用対象者に対する争点は障害者排除とス
バル認定範囲の制限性の問題にまとめられる。老人長期療養保険法は療養
に対する高いニーズがみられる障害者を長期療養軌道の対象から除外して
いる。長期療養保険における障害者の排除は制度の公平性等相当の論争を
続かせるように思われる。また、老人長期療養保険に対する政府の計画に
よるとスバル認定等級は 1 等級から 3 等級までの等級で制限される。この
場合、65 歳以上老人人口の 3.3％のみが制度に適用され、実質的に制度の
恩恵を受ける老人は極一部に限られる。このような対象者制限性の問題に
より制度の無用化等の非難を避けられないものであるだろう。長期療養給
付対象者で 2008 年 7 月実施初めの頃、最小 3 等級（老人人口の 3.1％）16
万 5 千名程度に拡大し、2010 年には 5 等級までの拡大計画を法案に明示す
るという主張もあったが、法案に盛り込むのは難しいという保健福祉部の
立場により水の泡になった。これにより、長期療養を要する人口である全

体老人人口の 12.1％（保健社会研究員の研究結果）まで拡大することはも
ちろん、4～5 等級に対する長期療養サービスの拡充計画も期待できなくな
った。
障害者包括問題は附帯意見で、法的効力はもたないが、障害者の特性に
合った活動補助員支援という各種サービスを提供、2010 年 6 月 30 日まで
障害者福祉政策施行結果を踏まえた上で包括の可否を決定する内容を国会
に報告し、2009 年 7 月から 1 年間障害者を対象にモデル事業を実施するこ
とを法案に盛り込むようになった。
5.サービスの伝達体系
五つ目、公的サービス伝達体系で健康保険から公共医療が皆無し、民間
依存型医療供給体系により非給付量産と費用の上昇、費用統制機能の喪失
し、社会セフティネットとしての機能を担うことが難しいように、長期療
養保障制度においても民間に過度に許した場合社会福祉サービス伝達体系
の混乱と公的、私的の過度な長期療養費用負担を招く可能性が高まり、現
在にように自治体が全く運営せず、全て委託運営している体系においては
副作用が大きいと判断し、長期療養センターを市郡区単位で構築し長期療
養制度の公共性を確保するための努力は実現できなかった。
6.療養人材
六つ目、療養サービスの質は対象者を直接療養する療養人材によって左
右される。療養保険の対象は病院治療を要する患者ではなく、認知症、中
風等慢性的疾病より障害の抱え自宅と施設から支援を受けながら生活を営
む生活人である。従って、患者を取り扱う医療的アプローチではなく、日
常生活の障害を抱える生活人に対する身体、心理、社会的福祉アプローチ
が必要である。また、療養人材を 1 級は 240 時間、2 級は 120 時間教育で
教育時間の差異がある対等小異な質ではなく、専門的教育を受けた療養人
材に関して施行令に盛り込まれるべきである。既成の国家資格証である社
会福祉士、看護師、看護助務師を 50 時間、40 時間、50 時間追加教育によ
り療養保護者資格証を与える単純な体系ではなく、療養専門教育を十分な
教育時間と質が前提となる体系でスタートできなかったのが老人療養保険

制度の最も大きな過ちであるといえる。
1）ケア専攻社会福祉士を
すでに十分な教育（200 時間～700 時間以上）を受けた民間資格証（ケア
福祉士）がいるにもかかわらず、民間資格証ということから認めないため、
人材と教育費用、時間を無駄にする保健福祉部の非専門的な行政に対して
も批判が浴びられている。とりわけ、教育人的資源部が許可した教科課程
で、2 年制及び 4 年制正規大学社会福祉科で養成されたケア専攻社会福祉士
を認めれば、看護師も認めなければならないという論理であるが、すべて
の社会福祉士を認めるということではないので、妥当な主張ではないだろ
うか。そして、ケアを大学の

、女性人材センター、福祉館等にて 200

時間（理論 20、実習 40）を学習するが、民間協会とはいえ、徹底して管理
する韓国ケア福祉協会で監督し、教育させ、徹底したテスト管理下で養成
したケア福祉士を法人ではなく、民間協会という理由で認められないので
あれば、理事会は民官の協調なく、国のみが行う専制国家であるとしか思
えない。大学や女性人材センター、社会福祉施設及び大学の生涯学習セン
ターで養成した熟練の人材を無用之物にするのであれば、この国のすべて
の教育は国が担うべきであり、他の教育機関を許可する必要は無いはずで
ある。
療養人材を単に療養保護士 1 級、2 級と区分して無学歴の療養保護士 2
級も 120 時間の教育さえ受ければ 1 級になることができ、療養施設は無学
歴の社会福祉マインドのない療養保護士で十分運営することができるよう、
法律が規定しており、老人長期療養保険法のサービスの質を保証できない
のである。とりわけ、社会福祉老人施設の管理責任者は看護師でも可能で
あり、別途社会福祉士を置かなくてもいいため社会福祉士が不在の療養施
設も考えられるサービス人材体制である。
2）在家長期療養機関の人材基準に問題がある。
2007 年保健福祉部の老人長期療養保険法の施行令立法の予告の内容によ
ると社会福祉士を必要数で明示している。
<表 14>在家長期療養機関-訪問療養（案）
管理責任者（兼任）
1人

社会福祉士
必要数

療養保護士 1 級
3 人以上

事務員
必要数

補助員
必要数

<表 15>在家長期療養機関-訪問入浴（案）
管理責任者（兼任）
1人

社会福祉士
必要数

療養保護士 1 級
2 人以上

事務員
必要数

補助員
必要数

訪問療養事業に管理責任者（社会福祉士、医療スタッフ等）が 1 人配置
されるため、追加的に社会福祉士 1 人を置くことは人材運営の弾力性を高
めることは期待できず、管理責任者の役割と重複される社会福祉士を必須
配置として規定できないと保健福祉部は主張するが、利用者のニーズと環
境に対する理解とこれにそった利用者と家族のニーズを正確に把握し、こ
れに適したサービスを利用できるよう支援するためには、人間行動と社会
環境に対する専門知識と技術を備え、相談及び地域社会資源との連携調整
等を通して利用者のニーズの変化に適切に対応できるような社会福祉士が
必ず配置されなければならないが、今回の施行令の施行規則では社会福祉
士を必要数で取り上げている。今後、これを改めることにより利用者の立
場から質の高いサービスが提供できるよう制度を修正しなければならない。
その理由としては、
○管理責任者が｢社会福祉士｣のみ規定されていないまま、社会福祉士の役
割が重複されるという論理は妥当ではないし、民間施設等で利益を創出
するため人材を下方調整することによりサービスの質を低下させること
が危惧される。
○既存の在家老人施設で社会福祉士がケースマネージメントの役割を遂行
したのはすべて無視され、老人長期療養保険制度においてケースマネー
ジメントを通した統合的なサービスを提供しないということであい、こ
れはサービス利用者の権利を無視する政策である。
○また、社会福祉施設の自律性侵害において、制度初期においては各職種
別適正人材について定数として規定し、制度の定着後、施設の裁量を認
めることが妥当であり、サービス組織の特性として良質の人材と適正人
材配置は必須であるにも関わらず、経営効率性だけを考えるのは近時眼
的な態度である。
これに対して社会福祉界は訪問療養、訪問入浴の人材配置基準に｢利用者
40 人当たり社会福祉士 1 人｣に規定すべきであると求めている。

3）管理責任者に｢療養保護士 1 級｣を規定した部分は過ちである。すべての
人々に対等な機会を与えるとすれば専門家は必要ではない。
立法予告の内容によると訪問療養と訪問入浴事業、昼・夜間、短期保護
施設の管理責任者は社会福祉士、療養保護士 1 級又は医療スタッフのうち
常勤（8 時間/1 日、月 20 日以上勤務、以下同様）の者とする。
○療養保護士 1 級
-重症老人の身体スバル等すべての療養サービスを提供する。
-新規課程(案)：療養保護士 1 級（240 時間）/療養保護士 2 級（120 時間）
-補習課程：既存勤務者、類似業務国家資格証所持者（看護助務師、社会
福祉士）は補習教育 50 時間を受けることにより療養保護士の資格を認め
る。看護師は 40 時間の補習教育を受けることより療養保護士の資格が得
られる。
○管理責任者はサービスに対する専門的知識と技術をもち、職員に専門ス
ーパービジョン（指導・監督）の役割を遂行し、何よりも倫理的価値と
基準をもつべき専門職でなければならない。
○療養保護士の資格基準の範囲は既存勤務者、看護師、看護助務師、社会
福祉士等様々であり、240 時間の教育は最小限の基準として考えられ、管
理責任者の基準に｢療養保護士 1 級を明示したのは人材別役割に対する認
識がなく、最小限の人材のみ配置という意図である。
○また、社会福祉士を必要数として明示したまま、結局機関では社会福祉
士が不在の欠陥サービスの提供も考えられる。
○訪問看護事業の場合、管理責任者を看護師、看護助務師のみ規定したの
は管理責任者の専門性を考慮した論理であれば、訪問療養、訪問入浴、
昼・夜間・短期事業の場合、社会福祉士を管理責任者として明示すべき
であることを、社会福祉界の根強い努力にもかかわらず、現在老人療養
保険法は医療看護界の要求に便乗される形になった。
従って、社会福祉界は管理責任者の基準に“240 時間の短期教育で資格を
取得できる療養保護士 1 級を削除”し、
“大学以上の正規教育課程を履修し
なければ資格を取得できない社会福祉士だけを規定”すべきであると主張
している。

7.利用死角地域に対する対策
次は、制度死角地域の解消問題で国民健康保険料によって長期療養保険
料（政府案 2008 年健康保険料の 4.7％程度）が決定されることにより、健
康保険滞納世帯が長期療養保険料も滞納する可能性が高い。滞納による長
期療養サービスと制限される可能性は根本的に解消できない。さらに、高
い本人の一部負担とともに食代、衛生代のような非給付項目に対する負担
で等級決定が降りても利用をはばかるような、利用死角地域に対する対策
も講じられなければならない。
モデル地域で示しているように等級によってサービスの利用が多くなる
のではなく、長期利用サービス費用に対する本人負担能力によってサービ
スが増えていることはこれを裏付けているといえる。
モデル事業運営評価（2007 年、老人スバル保険制度導入をめざした運営
評価大会）によると未利用の事由のうち、家族の直接スバルが 40％で、ま
だ家族がスバルの負担を抱えている。また、一般人が基礎受給者に比べて
家族スバルの比重が高く、次に経済的負担によりサービスを利用できない
場合が 8.1％である。健康状態が良好な 3 等級は 1、2 等級に比べて利用率
が高いという結果であった。日本の場合も、未利用者の 55.6％は家族を頼
り、本人が 26.6％負担しているそうである。
（宮武

剛、日本介護保険の再

出発）
8.制度環境
2007 年 6 月末、市道別施設インフラ充足率は下記のとおりである。
1）<表 16>老人療養施設：全国平均 74％
市道
充足率
市道
充足率

ソウル
42％
江原
92％

釜山
60%
忠北
80％

大邱
60%
忠南
66％

仁川
84％
全北
100％

光州
61％
全南
56％

大田
73％
尚北
73％

盈山
123％
尚南
80％

京畿
86％
済州
99％

大田
64%
尚北
53%

盈山
137%
尚南
60%

京畿
54%
済州
131%

2）<表 17>在家老人福祉施設：全国平均 67％
市道
充足率
市道
充足率

ソウル
19%
江原
92%

釜山
87%
忠北
44%

大邱
88%
忠南
52%

仁川
54%
全北
145%

光州
211%
全南
95%

老人長期療養保険の制度環境に関する争点は施設インフラ不足の問題に
集中する。老人長期療養保険の適用対象を重症老人に限定する場合、2008
年入所施設は 1 万 5,000 名、在家施設は 40,000 名程度供給量の不足が予測
される。（保健福祉部、2006）政府は老人長期療養施設の 70％を、在家施
設は 30％のみを公的インフラを通して供給する予定であり、絶対的な施設
インフラの不足とともに公的インフラ不足の問題を解決することは容易で
はないと思われる。
とりわけ、財政自立度の低い地方自治団体を中心に財政不足による公的
インフラ拡充にともなう困難は大きいと予想される。従って、積極的な投
資が前提されなければ、老人長期療養保険の円滑な給付提供と利用者の選
択権を保障できる適切なレベルの施設インフラ構築の実現は難しく、施設
インフラの地域間の格差問題は悪化することが危惧される。
（イ・ウォンピ
ル、福祉動向 2007 年 5 月号第 103 号）
施行令、施行規則案によると、在家長期療養機関の施設拡充のため必要
人材を最小限にし、長期療養機関の設立が容易にできて、サービス市場へ
の参入を許可することにより、施設の拡充というより乱立の可能性が高ま
りつつあり、専門的なサービスより端的低レベルのサービスを提供する可
能性が高まっている。在家長期療養機関の設立は公益性をもつ非営利法人
や非営利団体に許可し、サービスの質を維持し、施設より在家利用率を高
めるための福祉用具の導入と住宅改補修、在家リハビリサービス等在家給
付の範囲も拡大されなければならない。無論、小規模グループホームのよ
うな施設を容易に設立できるため、早急に建築法等の関連制度を整備すべ
きである。
来年まで（2008 年療養施設充足率 80％）すべての施設インフラを完了す
るといわれているが、利用者がよい施設を選択して、利用できる状態には
ならないと考えられ、今後、より多くの施設が立てられたとしても民間施
設を中心に構築され、運営されることに違いない。施設インフラの行過ぎ
た民間依存型の構築と運営の方向はサービス競争で効率性を高めるより、
むしろ費用上昇効果をもたらす可能性が高く、制度の発展に否定的に作用
する蓋然性が高く、調整と統制が可能であるよう直接運営による公共比率
を画期的に高めるべきである。

その他、全体的に長期療養保険制度下で社会公共性を確保できる公的人
材、物的インフラ構築法案と細部的には等級判定委員会の公平性の確保と
利用者の権利擁護における地域市民社会団体の参加、不十分な長期療養給
付拡大方案、長期療養申請時、意思所見書添付の義務、利用者中心の公的
ケアマネジメント不在によるサービス伝達の空白、長期療養機関の質の評
価方法及び参加方案、保険料滞納による死角地域解消のための政策、看病
労働者である療養保護士の認定及び転換、主介護者の扶養負担改善プログ
ラムと給付対象者の居住環境改善、自治体の公共長期療養機関の義務比率
の確保や運営義務化、社会福祉法人の社外理事法制化、長期療養機関運営
の利用者代表参加保障、利用者の人権確保における具体的方案等老人長期
療養保険に盛り込むべき数多くの課題を解決しなければならない。
長期療養保障制度を普遍的な制度として設定するのは長期療養が必要な
当事者のみならず、その個人と家族の生活の質を決定する重要な要素であ
り、さらに地域社会、未来世代は国の将来が健康性を維持し、国の将来を
決定する重要な国家制度であるといえる。
各自が専門分野で提供できるサービス体系を主張することも重要である
が、老人長期療養保険分野は保健医療、社会福祉の新たな統合的体系をめ
ざしたが、結果的に一分野に偏る傾向がみられた。我が社会に馴染んでい
るためアプローチしやすい保健医療的なアプローチは受け入れる一方、社
会福祉的なアプローチは相対的に疎外され、長期療養センターのような公
的長期療養サービス伝達体系が費用を理由にないまま、公的に提供されな
ければならない基礎的な社会福祉サービス機能が皆無な制度が誕生された
ものと考える。

Ⅴ.老人長期療養保険の導入における課題
政府は現在施行されているモデル事業を 2008 年 7 月から全国的に施行す
る計画である。老人長期療養保険の導入は、単なる老人扶養の問題解決の
次元ではなく、福祉全般において大変化をもたらし、これに備えて各自治
体が早急に準備しなければならない問題をあげると次のようである。
1.長期療養施設及び人材インフラ構築

まず、スバルに対する社会的サービスを社会保険方式で導入したのは、
今までの低所得階層老人を対象にする租税による福祉システムの大転換を
意味する。長期療養保険のスバルを受ける状態になると権利としてサービ
スを申請し、サービスを選択することができる。従って、長期療養保険が
無事に成功するためには選択できるサービスの供給が十分に成されなけれ
ばならない。すなわち、長期療養施設の十分な確保と長期療養サービスを
直接提供できるスバル専門人材の確保が円滑な保険事業の遂行のために欠
かせない条件である。
しかしながら、現在長期療養保険施設である老人療養施設と老人専門療
養施設、在家福祉施設は、現在もかなり不足であり、施設の拡充が優先さ
れるべきであると考える。
老人長期療養保険の導入は利用者が施設を選択してサービスを利用する
｢利用者中心の構造｣であるが、利用者が選択できる十分な施設がなければ、
｢保険はあってもサービスが不在｣という、換言すると保険料は支払ったの
に、利用するサービスがないという理不尽な状況が発生するのである。未
認可施設の転換や養老施設の療養施設への転換、専門療養施設の設立を促
進させる一連の措置が講じられるべきである。何より非営利法人ではない
多様な供給体系が容易に参入できるよう制度的改善と促進方案が必要であ
る。
施設運営者の立場からも準備が必要である。保険の導入は施設が以前か
ら政府の補助金によって施設が運営される時代が終わった事を意味する。
施設利用者の人数とスバル状態によって保険から費用が支払われるため、
施設のサービスがよくないと利用者は他の施設を選択し、当然施設運営は
困難となる。従って、施設をしっかり整備し、効率的な運営をしないと閉
鎖する事態も生じうることであり、このような事例は日本の場合も多く見
られている。施設間の競争が生じ、施設サービスの質も向上をもたらすが、
施設運営者の立場からすると今までのように安易な気持ちで老人を保護す
るシステムでは運営を継続することは難しくなる。福祉施設にも経営の専
門性が求められると言えよう。
施設があるだけでサービスが成り立つわけではない。大変すばらしい病
院であっても医師や看護師がいなければならないように、質の高いサービ
スを提供できる専門人材の量的確保が必要である。
従来どおり低所得層に限定して無償でサービスを提供するといった時代

ではなく、保険料を支払い、権利として受ける長期療養サービスは当然こ
れに相応するサービスの質を求める。奉仕の次元で提供されたスバルでは
なく、スバルに関する知識と技術をもって質の高いサービスを提供できる
スバル人材（療養保護士）の養成教育院、訪問看護助務訓練院の設立など
様々な方案が求められる。そして、大学でも社会福祉士と看護師を養成す
る学科において、療養保護士資格を認めてもらえるための教育課程と教育
年期内の交叉教育により効率的な人材養成制度を作らなければならない。
また、施設の質の管理のため、施設の専門人材に人数、施設環境等を公
表し、サービス環境の改善を図るよう、施設情報公開等の措置も今後必要
であると考えられる。
2.長期療養保険給付除外者と予防事業
現在実施されているモデル事業によると申請者の長期療養程度が 1～3 等
級に該当しないと保険給付を受ける事ができない。1～3 等級に該当する老
人は全体老人の 3％程度に過ぎない。つまり、かなり重症状態の老人だけが
長期療養保険のサービスを受けることができ、従って、現在在家福祉サー
ビスの対象となる多くの軽症の老人が実質的に長期療養保険の対象から除
外されるという点である。
普遍的にスバルを求めるすべての老人に長期療養サービスが提供される
という広告は幻に過ぎず、実際は重症の施設中心の保険であるという誤解
を招きやすい。すなわち、財政所要問題で対象を拡大することは容易なこ
とではなく、それによって、この保険から除外された多くの老人のスバル
サービスに対する対策が各自治体で講じられなければならない課題である。
在家サービスを総合的に提供する在家福祉センター（仮称）等を各地域に
置き、保健所と連携してサービスを提供できるようサービス体系を構築し、
保険から漏れた給付等に対する地域中心（密着型）の多様なサービスの開
発も必要であると考える。また、これ以上重症が罹患しないよう比較的健
康な老人のための予防システムを構築することも必要である。
3.利用体系の構築
当初基本要綱にはケアマネジャーが利用者のニーズをアセスメントし、

ケアプランを立案して、サービスを管理していく日本と同様のケアマネジ
メント過程を導入する案が提示された。1 次モデル事業期間には再度健康保
険管理公団の療養管理士（ケアマネジャー）が給付認定を受けた者を対象
にモニタリングを行い、これに基づいて詳細なケアプランを立てて施設に
送り、サービスを受けるようにしたが、2 次モデル事業においては訪問調査
者のケアマネジャーの役割は縮小され、訪問調査を行う場合長期療養認定
調査とともにニーズ調査を平行して行うようにした。つまり、判定結果と
同時に、ニーズ調査に基づいて立てられた標準スバル計画書を長期療養認
定書と一緒に提供することでその役割は縮小されたのである。したがって、
実際に具体的にケア計画を立てて、サービスを契約し、調整するのは在家
施設の担当者や施設の職員が遂行することになる。施設の情報が分からず、
サービスの計画し、調整する能力が不十分な老人に適切なサービス利用過
程を手助けできる支援体系が必要である。長期療養支援センター等を邑面
洞事務所等気軽に利用できるところに設置し、老人の利用限度額を管理し、
適切なサービスが利用できるようサービス伝達体系を構築すべきである。
しかし、老人長期老人療養保険法において長期療養支援センターの設立は
除外されたため、利用者のニーズに見合ったサービスを自治体が遂行する
には大変厳しい状況になった。これらに対する、補充的な制度が講じられ
なければならない。（イ・ヘヨン、未刊行）
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