韓国の社会福祉館における地域社会福祉実践

韓国の社会福祉館における地域社会福祉実践
──Ａ総合社会福祉館の地域社会組織化事業を事例
とした一考察

福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻博士前期課程２年

全

永南

要旨
韓国では、国家の均衡的発展と地方分権が強調され地域社会福祉の重要性が大きく認識さ
れるようになり67種の社会福祉事業が地方に移譲されるようになった。民・官の福祉協力機
構である「地域社会福祉協議体」の構成の義務化、４年毎の地域社会福祉計画作成の義務化
とともに住民生活支援サービス提供システムの改編が推進されている。このような地域社会
福祉の重要性と福祉責任性の強化にも関わらず、地域社会に密着した地方自治体の福祉行政
と福祉サービスはいまだ十分ではないと言える。
少子高齢化の進展の中で、高齢者の介護や子育てにおける家族を取り巻く環境は厳しい状
況にあり、家族と家庭を支えるしくみとして地域社会の相互扶助機能が期待される。「相互
扶助」はお互いに支え助け合うことであり、共に生きることでもある。このような住民主体
の福祉コミュニティをつくるためには、地域社会福祉の中核推進組織である「社会福祉館」
1

における機能と役割が重要である。
社会福祉館の将来の方向性は、従来重視してきた教育・文化事業と地域社会保護事業から
地域社会組織化事業の重点を据えながら地域住民の組織化および教育、福祉ネットワークの
構築、住民福祉増進、地域資源開発など地域社会福祉の基盤を整備し住民が安心して地域社
会で暮らせる町づくりを目指すことである。本稿では韓国の地域社会福祉を踏まえ上でＡ総
合社会福祉館の実践を通して地域社会組織化事業（CO）の課題と展望を中心に考察する。
【キーワード】地域社会福祉実践、地域福祉、社会福祉館、地域社会組織化事業
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Ⅴ．おわりに
Ⅰ．研究の背景と目的
韓国保健福祉部の「新千年福祉ビジョン2010」では、「健康な国民とともに暮らす社会」
において公共および民間社会福祉供給システムの確立が強調されている。すなわち、①公的
な供給システムを強化して社会福祉専担公務員（社会福祉士）の配置を拡大し、長期的に
市・郡・区の「保健福祉事務所」および邑・面・洞の「住民福祉センター」などの社会福祉
供給のために行政組織を改編すること、②民間福祉資源の活性化および連携システムの構築
を通じて社会福祉館、老人・障害者福祉館など民間福祉機関を活性化し、それを通して公的
福祉供給システムを補完すること、またボランティアの需要と供給の調整のために社会福祉
資源管理システムを構築し、市・郡・区の「地域社会福祉協議体」構成の支援を通じた地域
単位の民間福祉の参加の活性化を、福祉政策として提示している（保健福祉部

2000：29）。

特に、韓国では地方分権化が進む中、地域間格差の生じない発展と地方分権の推進が強調
されてきた。地域社会福祉 についてもその重要性が強く認識され67種の社会福祉事業が地
2

方に移譲されることになった。2003年７月には基礎自治体レベルにおける民・官の福祉協力
機構である「地域社会福祉協議体」の義務設置と、４年毎の地域社会福祉計画作成の義務化
され、住民生活支援サービスの提供システムの改編が推進されている。ところが、このよう
な地域社会福祉の重視、社会福祉の責任性（accountability）の強化にも関わらず、地方自
治体の地域社会に密着した福祉行政と福祉サービスはいまだ十分ではないと言える。
少子高齢化が進展する中で高齢者の介護、子育における家族を取り巻く環境は厳しい状況
にある。その家族を支える仕組みとして地域社会の相互扶助機能が期待されている。ここで
の「相互扶助」は地域の住民がお互いに支え助け合うことであり、共に生きることでもある。
このような地域社会での支援のあり方を福祉コミュニティと呼ぶならば、住民主体の福祉コ
ミュニティ形成のためには、韓国における地域社会福祉実践の中核組織である「社会福祉
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館」の機能と役割が重要である。すなわち、これからの社会福祉館のあり方は、従来重視し
てきた教育・文化事業と地域社会保護事業から、地域社会組織化事業へとその重点を移しな
がら、地域住民の組織化および福祉教育、福祉ネットワークの構築、住民福祉増進、地域資
源開発などの地域社会福祉の基盤整備や住民が安心して地域社会で暮らせる町づくりを目指
す方向にある。
本稿では、Ⅱで韓国の地域社会福祉の現状について述べ、それを踏まえてⅢでは、Ａ総合
社会福祉館の地域社会組織化事業を事例として紹介し、Ⅳで地域社会組織化事業の課題と展
望を考察する。
Ⅱ．韓国の地域社会福祉と地域社会福祉実践
１．韓国の地域社会福祉
韓国で地域社会福祉（community welfare）という用語がいつごろ初めて使用されたのか
は明らかではないが、最近では学術的・実践的および政治的な用語として広く使われている。
しかし、この地域社会福祉の概念に対する明確な規定はいまだ共有されていない（ガム

ジ

ョンギ2008：17）
。
欧米で展開されてきた近代的な意味での社会福祉において地域社会福祉、地域社会開発、
地域社会組織化などの用語が使用されたのは20世紀以降であるが、韓国にそれらが導入され
たのは1940年代に入ってからのことである。
１）地域社会福祉の定義
韓国の社会福祉学会は、主にアメリカにおける研究、実践の影響を受けており、地域社会
福祉の概念においてコミュニティオーガニゼーションとコミュニティデベロプメントを同一
視する傾向が強い。しかし、先述したように地域社会福祉について明確に共有された概念規
定はない。その使われ方や考え方には次のようなものがみられる。
①「地域社会福祉というのは専門的または非専門的分野、公式的または非公式的分野などで、
地域社会の次元で住民の自律的な努力によって地域社会の問題を解決するために、地域社
会内の社会資源を動員して問題を解決する過程」（キム

イクキュン・コ

スンチョル

1997：40）
。
②「一定の地域社会内で、住民の暮らしの質的向上を目標として地域社会の問題を解決し、
住民の福祉欲求を充足させるための政府および民間機関の多様な組織的または専門的な活
動の体系」
（キム

ソンイほか1997：289-291）。

③「専門家若しくは非専門家が地域社会に介入して地域社会の諸制度への影響を与え、地域
社会の問題を予防、解決しようとする社会的努力を意味している。地域社会福祉というの
は個別福祉および家庭福祉より広い概念であり児童福祉、青少年福祉、老人福祉という対
象者中心の社会福祉活動よりも地域性がはっきりしていることが特徴である」（チェ
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イ

ルスプ2007：25）
。
④地域（社会）福祉というのは地域住民の生存（生命・生活）のために公的・私的な機関が
協働、組織化して生活環境と福祉環境を改善する社会的施策および方法の体系（ソン

ジ

ョンブ1985：182）
。
⑤「地域社会福祉は２つの意味をもっている。１つめは、地域社会という具体的な領域内で
地域社会を対象とする社会福祉であり、２つめは、社会福祉を実現する手段と方法が地域
社会である」
（キム

ゾンイル2004：28-29）。

⑥「地域社会福祉は、標準的生活水準から見て、好ましくない状態に置かれている地域住民
または、地域社会に対して改善と向上を目的とし、住民主体の原則の基に国家・地方自治
団体および住民組織、民間団体が協働で所得保障政策、住居環境政策、保健医療政策、教
育・文化政策、労働政策、交通通信政策など一般公共政策と共に代替または補充し個別的、
総合的、組織的に援助を行う地域政策と地域活動を総称する」（シン

スプジュン：

2005）
。
以上の定義や考え方を参照し、本稿ではその定義を「地域社会福祉とは、地域社会を地域
社会組織活動の拠点とし、地域社会の構成員の努力と地域社会内の地域資源（人的・物的）
を活用し、また地域社会の問題を予防・解決し、地域住民の生活の質を向上する諸活動であ
る」とする。
２）韓国の地域社会福祉の歴史
韓国の伝統的な地域社会における福祉活動は、国家と郡、県単位の行政的な福祉事業とし
て、常平倉 、義倉 、賑恤庁 など常設機関により行われた。また共同体としての村落単位の
3

4

5

福祉活動には、その村落の構成員たちの隣保精神を基にしたドゥレ 、契 、卿約 などがある。
6

7

8

しかしこれらは近代における社会福祉とは異なるものであり、本稿では、第二次世界大戦後
の1950年代からの近代的な地域社会福祉事業に焦点を絞り、地域社会福祉の展開について整
理する。
（１）1950年代〜1970年代
韓国での社会福祉事業の形成期は、第二次世界大戦以降、急速な社会変化（社会混乱と韓
国戦争）の中、外国の民間援助機関からの援助と国際機関による社会事業が活発となり、そ
れらの事業が行われて来た1970年代初頭までの期間にあたる。
そして、地域社会福祉において、1950年代には地域社会開発（community development）
が、1960年代には地域社会組織化（community organization）や教育分野の地域社会学校
（community school）という概念が多く用いられ、1970年代になると地域社会事業（community
work）と地域社会福祉（community welfare）の概念が広く使われた（イ

ジョンハク

1998）
。
この期間中の主な出来事とは、①1952年７ヶ所の機関を中心にした「外国民間援助団体韓
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国連合会（KAVA）
」の組織化と韓国社会福祉協議会の設立、②地域社会中心の福祉実践運
9

動が地域社会開発を政策手段とし、1957年の韓・米共同経済委員会の発足と1958年の地域社
会開発委員会の構成および地域社会開発事業の実施基盤の構築、そして1970年代「セマウル
（新しい町づくり）運動」の採択、③1971年に国家財政の悪化による社会福祉共同募金の必
要性から社会福祉法人「韓国社会福祉共同募金会」の設立である。
（２）1980年代
1980年代には、政府主導の下に社会福祉館の設立、地域中心の在宅福祉サービスの導入、
ソーシャルアクションモデルの拡大など地域社会福祉が具体化され以前より一歩前進した時
期である。
この時期の特徴は、国政指針として福祉国家・福祉社会の建設をうたうという政治・社会
的な背景のもと、社会事業よりは社会福祉が国家政策として強調され、伝統的な社会福祉事
業論は相対的に停滞した。特に、大学の社会事業学科の大部分の名称が社会福祉科に変わ
り、カリキュラムも社会福祉論、福祉国家論、社会福祉政策論などが大学の課程に開設され
るようになり、臨床と方法については３つの方法を統合した言わばソーシャルワーク統合方
法論および社会福祉実践論・実践方法論が採用さるようになった（宋

鄭府2001：８）
。

この期間には、①障害者リハビリ協会とソウル障害者総合福祉館などを中心にした地域社
会中心のリハビリ事業実施、②1987年社会福祉専担公務員（社会福祉士）制度が導入され、
全国の洞事務所に配置され公的扶助業務の成果と地域社会中心の公共社会福祉伝達システム
に新しい道が開かれ、③民間においては、当事者中心の障害者セルフ・ヘルプ・グループを
始めに老人、障害児童の保護者団体など多様な当事者団体が相互に情報交換しながら権利擁
護活動を行った。
（３）1990年代
1990年代に入ってから地方分権化と地域社会中心のサービス供給システムの変化、民間の
セーフティネット構築など地域社会の重視と専門性の強化の時期であり、またジェネリック
な社会福祉実践に一層の関心をもつようになった時期でもある（キム

ユンイル1995：

297-298）
。この期間中の主な出来事には、以下のようなものがある。
第１に、ボランティア活動の活性化がみられた。民間では、1992年韓国自願奉仕団体協議
会が設立され社会福祉、ボランティア関連団体、一般ボランティア団体などが相互連携し協
議・調整する契機になった。
社会福祉分野では、2001年11月より社会福祉協議会付設「社会福祉自願奉仕センター」で
10

自願奉仕認証センターの指定および認定要員養成と自願奉仕認定データーベースプログラム
の普及、教育訓練が実施された。
政府は、1996年当時の内務部（1988年行政自治部、2008年２月より行政安全部へ改編）が
「地域綜合自願奉仕センター」の設置指針を出し地方自治体はボランティアに関する条例を
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作成し、2006年２月「自願奉仕活動基本法・施行令」が施行された。
11

教育分野では、1995年５月教育改革とともに中・高校生のボランティア活動への参加を義
務化し、青少年自願奉仕センターが設置された。そして、1996年７月には、「韓国大学社会
奉仕協議会」が設立され現在、全国の多くの大学でボランティア活動が義務化された。
第２に、1992年「在宅福祉奉仕センター」が福祉館の付属形態として設置・運営された。
第３に、1995年６月より地方自治制の実施、同年９月基礎自治体として初めて民間組織の
「原州市社会福祉協議会」を組織、10月には韓国地域社会福祉学会が創立された。第４に、
1999年４月より社会福祉共同募金会法が改定・施行されたことにより、｢社会福祉共同募金
会」の援助対象の範囲が社会福祉事業およびその他社会福祉活動まで拡大された。また個別
12

独立法人であった「地域共同募金会」が共同募金会支部に転換された。第５に、地域社会実
践（行動）モデルの拡散であり、1990年代後半は地域住民生活の質の向上と福祉ニーズの解
決を公式的に標榜する地域社会福祉組織の活動が注目された。特に、寄付食品提供事業
（FOOD-BANK）、保健医療事業、低所得層と貧困層に対する直接サービス支援、地域社会
13

福祉政策開発事業、各種貧困政策プログラムなどと関連した条例制定運動をはじめ多様なソ
ーシャルアクションモデルの展開 がなされた。第６に、IMF（国際通貨基金）以降社会福
14

祉を媒介とする市民団体が増加し社会的弱者の問題を地域社会福祉の論点とし、生活質の向
上と関連させた市民運動が始まった時期である。
（４）2000年代
2000年代は、社会福祉法の見直しや老人長期療養保険制度の実施などによる老人・児童・
障害者・女性福祉の分野にも地域社会福祉理念を基に基盤整備を行うなど地域社会福祉の成
熟期であると考えられる。この期間中の主な出来事とは、以下のようであった。
第１に、2000年10月の国民基礎生活保障法の施行により地域を中心とした自立支援事業が
展開され、この法律に基づいて、自立支援事業の多くが「自活後見機関」（2006年12月、国
15

民基礎生活保障法改定による「地域自活センター」に改称）に委託・運営された。第２に、
「地方分権」を主要国政課題の一つとして選定し2003年４月に「政府革新地方分権委員会」
が発足、同年７月には地方分権化を推進する法律の改定と国庫補助事業整備 などの推進日
16

程が定められたロード−マップが発表された。第３に、2003年７月社会福祉事業法の改定に
より、従来の市・郡・区社会福祉委員会を廃止し、2005年７月より「地域社会福祉協議体」
を設置・運営、また「地域社会福祉協議体」の活性化を目的に2007年12月「実務協議体」の
構成・運営の義務化、そして、４年毎の地域福祉計画見直しの義務化と2006年には中央政府
次元での「地方自治団体福祉総合評価」が全国基礎地方自治団体を対象にして初めて実施さ
17

れた。第４に、2004年２月「健康家庭基本法」の制定、同法第35条に基づいて「健康家庭支
援センター」が設置・運営された。第5に、2006年９月社会サービス拡充基本計画により、
2007年に地域需要を基にした社会サービス拡充、利用者中心の市場形成、透明で効率的な市
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場管理のために「電子バウチャー」が導入された。第６に、2007年６月より一人暮らし高齢
18

者の生活安全確保のための「独居老人生活指導者派遣事業」実施、同年12月「社会福祉事業
法」改定による社会福祉士の再教育の義務化、社会福祉館の定義規定の新設、施設従事者の
処遇改善などが規定された。第7に、2008年には、地域児童青少年権利センターのパイロッ
ト事業の実施と国家人的資源の効率的な活用のため、「２年早く、５年もっと働く社会づく
り戦略」の一環として「社会服務制度」が導入された。同年７月より高齢者および老人性疾
19

患をもつ65歳未満の者が６ヶ月以上日常生活の困難による長期療養が必要な場合、長期療養
等級判定委員会で認定を受け、介護福祉サービスが利用できる「老人長期療養保険制度」が
施行された。これと関連する政策として、2007年４月「老人長期療養保険法」制定、同年８
月「老人長期療養保険制度」の導入にあたって既存の老人福祉施設制度改編のため老人福祉
法の改定と老人福祉施設に身体・家事援助などの業務を専門的にする「療養保護司」制度の
20

導入、そして在宅施設が不足している都市地域に「在宅老人支援センター」が新築され支援
の一助に供することになった。
３）地域社会福祉論（学）の登場背景
アメリカの学部レベルの方法論教育のほとんどがジェネリックソーシャルワーク実践から
成り立っているのに対して、韓国ではアメリカの伝統的な分化した方法論中心の大学院モデ
ルをいまだ踏襲している。そして地域社会福祉学と実践は、ケースワークと社会（福祉）政
策を両極とし、メゾの役割をする中間的な位置にあると言える（宋

鄭府2001：９）。

韓国において地域社会福祉論が社会福祉分野で注目されるようになった背景には、①従来
の施設中心のあり方から生活の場である地域社会で在宅福祉サービスが展開されることにな
ったこと、②福祉の行政責任とその限界に対し住民の自発的、積極的な参加が増加したこ
と、③国の中央集権的な行政制度から地方分権へと転換し、地域住民の主体的な参加による
地域社会福祉への取り組みが必要となったこと、④ボランティアやNPOなどの市民団体の
活動が活性化し、その社会的影響が地域社会福祉の発展に繋がっていること、⑤国際的景気
の不安定や国内的にも長引く景気低迷の影響や地域社会において多様で複雑な福祉課題が生
じ、地域住民が自発的に地域社会の中で乗り越えようと努力することによる地域福祉活動が
活性化したことである。
２．韓国の地域社会福祉実践と地域社会組織化事業
１）韓国の地域社会福祉実践
韓国で「地域社会福祉実践」（community welfare）という用語が公式的に使われてから
21

の期間は長くない。また、適切な定義と規定はいまだにない。特に、地域社会福祉実践は外
国語の翻訳ではなく、独自に形成されたものであるため、その意味内容が混乱しているのも
事実である。
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「社会福祉実践」という用語が早くから採択されている中で地域社会を対象にした実践方
法であるコミュニティオーガニゼーションは「地域社会組織化」と翻訳され、広義の「地域
社会福祉」を構成する重要な一部となり専門的介入を示す用語として使われてきた。韓国社
会福祉教育協議会が2000年教科目指針書で従来「地域社会福祉組織化」、「地域社会福祉実
践」あるいは「地域社会組織化実践」などと呼んできた実践活動を「地域社会福祉実践」と
定め発表するに至った。
「地域社会福祉実践」という用語が地域社会を対象とした専門的社
会福祉実践の方法として公式的に使われたのは、この以降であると考えられる。
このような経緯を踏まえれば、
「地域社会福祉実践」を、従来の地域社会組織化事業を代
替する用語と考えることも無理がない。「地域社会福祉実践」の概念は、「地域社会を対象と
した専門的な社会福祉実践方法」と定義することができる（ガム

ジョンギ2008：30-31）。

しかし、地域社会福祉の代表的な実践方法である「地域社会組織化」という用語が韓国では
すでに広く使われており、特に、地域社会福祉実践の中核組織である社会福祉館の５大事業
の一つとして「地域社会組織化」事業が実施されている。
このような韓国の地域社会福祉実践の変化に影響を及ぼした主な背景としては、①1997年
のIMF（国際通貨基金）管理体系下の経済危機による家庭崩壊、失業者とホームレースの急
増などに対して、公私のセーフティネットの拡充が求められたこと、②地方自治制の定着に
伴い、地方自治体の責任が強調されるようになり、社会福祉分野では地方分権化と福祉サー
ビス提供システムの見直しが進んだこと、③生活保護制度の改変、社会福祉事業法の改定、
社会福祉共同募金制の実施、ボランティア活動基本法の制定なども地域社会福祉の活動領域
を大きく変化させていること、④住民参加とNGO活動の活性化により地域社会福祉分野で
は民と官のパートナーシップや専門の社会福祉組織と民間福祉組織との相互協力と葛藤が増
加していること、の4点である。
２）地域社会組織化事業
地域社会組織化事業（以下「CO」と略す）の定義は多様であるが、ここでは韓国で知ら
れている代表的な定義について示す。
「COは、近隣から国家の特定部門までにわたって展開され、地域社会で介入する点が個
人、家庭、組織などを対象にする他の社会福祉方法と区別される。」（チェ

イルスプ・イ

ヒョンジュ2007：28）
「共同社会（community）が自ら、その必要性と目標を発見し、それらに順位をつけて分
類する。そしてそれらを達成する確信と意志を開発し、必要な資源を内部外部に求めて、実
際行動を起こす。このようにして共同社会が団結協力して、実行する態度を養い育てる過程
がCOである。
」
（Ｇ・ロス1967：42）
韓国の地域社会福祉は、現時点では地域社会組織化事業が中心であり、それは社会福祉館
の事業とも言える。したがって地域社会福祉実践の中核組織である社会福祉館の現状につい
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てⅢで検討する。
Ⅲ．韓国の社会福祉館の現状
１．社会福祉館の概要
１）概念定義と設立目的
社会福祉館 とは、保健福祉部「社会福祉館設置運営規定」第２条により「地域社会内で
22

一定の施設と専門家を備え地域社会の人的・物的資源を動員し、地域社会問題を解決、住民
の福祉ニーズを充足する総合的に社会福祉事業を遂行する社会福祉機関」とされ、地域社会
福祉実践の代表的な組織でもある。
設立の目的は、社会福祉サービスのニーズを持っている地域社会の全住民を対象に地域保
護サービスの提供と在宅福祉サービス、自立能力を向上させるための教育訓練の機会を提供
し、またこの人々が必要とする福祉サービスを提供して、家庭機能の強化および住民相互間
の連帯感を助成するなど多様な地域社会問題を予防、解決する媒介体として住民の福祉を増
進する総合福祉センターの役割を担うことである。
２）設置の法的根拠
社会福祉館設置の法的根拠は、以下のとおりである。
①社会福祉事業法

第２条（定義）の１、第34条の①と④。

②社会福祉事業法施行規則（保健福祉部令）第21条（社会福祉館の設置基準）および第22条
（社会福祉館の運営基準）
。
③公営住宅団地での社会福祉館の法的根拠は、住宅法第２条（用語の定義）第７号、住宅建
設基準などに関する規定第５条（その他福利施設）第６号、第７条（適用の特例）第６項
と住宅建設基準などに関する規則第２条（適用の特例）による［別表１］第５号（100世
帯以上の公営住宅団地に設置する社会福祉館の規模を世帯数によって規定している）
。
３）運営の原則
社会福祉館の事業は、人道主義とサービスを必要とする者の尊厳維持を前提として次の各
号の基本原則に基づいてその遂行をする。運営の原則は以下のとおりである。
第１に、
「地域性の原則」であるが、これは地域社会の特性と地域住民の問題およびニー
ズを迅速に把握して事業計画に反映しながら、地域社会の問題解決のために地域住民に積極
的に参加を働きかけ住民の能動的役割と責任意識を高めることである。第２に、「専門性の
原則」であるが、これは一般的なプログラムと専門的プログラムが並行できる専門知識と技
術をもった専門家による事業を遂行、その専門家に対しては持続的な再教育を通じて専門性
を増進することである。第３に、「責任性の原則」であるが、これは効果性と効率性による
最大限の責任を果たす努力することである。第４に、「自律性の原則」であるが、これは福
祉サービスの効率のため社会福祉館の機能と専門性が最大限に発揮できるように自律的運営
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することである。第５に、
「統合性の原則」であるが、これは地域内の公共および民間福祉
組織との連携と統合を強化させ地域社会福祉システムを効率的・効果的にすることである。
第６に、
「資源活用の原則」であるが、これは地域社会内の福祉資源を最大限動員・活用す
ることである。第７に「中立性の原則」であるが、これは政治活動、営利活動、特定の宗教
活動などに利用されないよう中立性を保つことである。第８に、「透明性の原則」であるが、
これは資源を効率的に利用してその運営過程の透明性を保つこと、である。
４）機能と役割
社会福祉館の機能と役割は、以下の４点にまとめることができる。すなわち、
①地域住民のニーズ把握および評価すること、②住民の成長と自立のための総合福祉サー
ビスを提供すること、③地域社会の統合媒介の役割をすること、④地域社会の民間資源の発
掘と活用をすること、⑤住民のための社会教育を媒介すること、である。
５）運営の財源
2005年より社会福祉館の運営が地方移譲事業となり国庫補助事業から分権交付税に変更さ
れた。したがって運営財源は、地方交付税および地方財政法などから支援されている。さら
に、地方自治体の長は地域住民により量質の高い福祉サービスを提供する必要があると認め
る場合、その事業に関わる費用を別途に支援することができる。また2004年より社会福祉法
人の自己負担の義務は廃止されたが、福祉運営主体は自主財源を確保して社会福祉館の運営
費の支援に努力しなければならない。
２．沿革と現状
１）沿革
社会福祉館の沿革は、以下のとおりである。すなわち、1906年、ウォンサン隣保館運動に
よって女性啓蒙事業が実施されたが、これは社会福祉館の胎動と言えるものであった。
1921年、ソウルに最初のテハ女子館が設立された。1930年、ソウルに隣保館が設置され、生
活指導、救護事業および職業訓練が実施された。1956年、最初の大学運営の「梨花社会福祉
館」が設立された。また、個人運営の「アヒョン隣保館」も設立された。1975年、韓国は国
際社会福祉連合会の会員国に加入した。1976年、韓国社会福祉館連合会が設立（22ヶ所の社
会福祉館）された。1983年、社会福祉事業法の改定により社会福祉館は総合社会福祉館、社
会福祉館と分類され、社会福祉館運営費に対する国庫補助が行われた。1988年、社会福祉館
の運営・国庫補助事業指針が制定された。1989年、住宅建設促進法による公営住宅内の社会
福祉館の設置が義務化され、また、社会福祉法人韓国社会福祉館協会が設立された。2008年
現在、全国406ヶ所で社会福祉館が運営されている。
２）市・道別社会福祉館の設置状況
社会福祉館の設置状況は【表１】のとおり2007年現在407ヶ所である。
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【表１

市・道別社会福祉館の設置状況】

（2007.12.31現在、単位：ヶ所）

区分 合計 ソウル 釜山 大邱 仁川 光州 蔚山 大田 京畿 江原 忠北 忠南 全北 全南 慶北 慶南 済州
施設数 407

95

51

25

17

19

7

19

54

14

10

17

18

16

15

21

9

（出典：
『2007年保健福祉家族白書』2008：390）

３）社会福祉館の建設実績
行政から建設された社会福祉館の実績は【表２】のとおり1985年から2004年まで138ヶ所、
事業費1,181億ウォンである。
【表２
区

社会福祉館の建設実績】
85

合計

施設量

138

56

3

1

3

6

10

11

1

8

8

10

12

9

1,847

737

18

14

44

76

140

142

16

100

113

144

160

143

666

321

9

5

16

27

42

43

5

30

34

43

48

43

地方費 1,181

416

9

9

28

49

98

99

11

70

79

101

112

100

事業費

分

計
国庫

93

（単位：ヶ所、億ウォン）

−92

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

※ 05年度から地方移譲対象事業に選定され分権交付税に支援して 06年度建設予算はない
（出典：
『2007年保健福祉家族白書』2008：390）

４）運営主体
社会福祉館の運営主体について【表３】のとおりであり、407ヶ所の中、社会福祉法人が
運営する社会福祉館が298ヶ所で73.2％を占めて最も多くなっている。
【表３

社会福祉館の運営主体】

（2007.12.31現在、単位：ヶ所）

区分

合計

社会福祉法人

非営利法人

自治体

その他

施設数

407

298（73.2％）

62（15.3％）

22（5.4％）

25（6.1％）

（出典：
『2007年保健福祉家族白書』2008：390）

５）社会福祉館の主要事業
社会福祉事業法第22条社会福祉館の運営基準に基づいて社会福祉館の業務は、事務分野、
家族福祉分野、地域社会保護分野、地域社会組織分野、教育および文化分野、自活分野に分
類される。さらに、保健福祉部の『社会福祉館および在宅福祉奉仕センター運営関連業務処
理要領案内』
（2005）では、
「社会福祉館の事業は、一律に規定された内容ではなく、社会福
祉館の位置、地域的特性、対象別特性、福祉館の規模、担当職員の不在や専門性などに基づ
く専門性と効率性、責任性を最大限にし社会福祉館機能の範囲内で事業を行う」ものとされ
る。つまり社会福祉館の実情に適合したプログラムを遂行することが求められている。但し、
低所得層などの優先事業対象者のために８つ以上のプログラムを実施する。この８つのプロ
グラムの中では【表４】の分野毎に１つ以上の優先事業対象プログラムを含むべきであると
示されている。
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【表４

社会福祉館の事業内容】
分野

単位事業

家族福祉事業

優先事業対象プログラム

・家族関係増進事業

・個人および家庭問題など相談

・家族機能補完事業

・放課後の児童保護プログラム

・家庭問題解決・治療事業
・扶養家族への支援
・給食サービス（配食サービス、惣菜配

・給食サービス

達サービス、無料給食

・保健・医療サービス
地域社会保護事業 ・経済的支援

など）

・デイサービスセンター、ショート・ス

・情緒サービス

テイ

・一時保護サービス
地域社会

・住民組織化

・住民組織体形成および運営

・福祉ネットワーク構築

・福祉ネットワーク構築

・住民福祉増進

組織化事業

・ボランティア養成および後援者開発・
組織
・児童・青少年放課後教育

・高齢者余暇・文化プログラム

教育・文化

・成人技能教室

・児童および青少年社会教育プログラム

事業

・高齢者余暇文化教室
・文化福祉

自活事業

・職業機能訓練

・就職・内職案内および斡旋

・就業斡旋

・就職・内職機能訓練および共同作業場

・職業能力開発

運営

・自活共同体育成
（出典：保健福祉部『2005年度社会福祉館および在宅福祉奉仕センター運営関連業務処理要領案内』）

Ⅳ．Ａ総合社会福祉館の地域社会組織化事業
1

地域の概要

１）釜山市の概要
Ａ区が位置する釜山市は15区・１郡で人口3,615,101人、世帯数1,300,692で１世帯あたり人
口は2.8人、人口密度は4,722人/km である（2007年12月現在）。
2

23

釜山市の人口は年々減り、その原因には、晩婚化と少子化の進行がある。
年齢別人口分布（外国人は除外）統計によると、45歳〜49歳の人口が345,000人（9.6％）で
人口分布の中で一番高く、年少人口（０歳〜14歳）は542,000人（15.11％）、生産年齢人口
（15歳〜64歳）が2,700,000人（75.27％）
、高齢人口（65歳以上）は 345,000人（9.62％）とな
っている。このように年齢別人口分布を前年度（2006年度）と対比してみると、年少人口お
よび生産年齢人口は減少、高齢人口は7.1％も増えている。
釜山市に登録している外国人は87カ国27,662人であり、釜山市全人口の0.76％を占めてい
る。国籍は中国、韓国系中国、ベトナム、台湾、フィリピン、アメリカの順となっている。
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２）Ａ区の概要
（１）人口と世帯
Ａ区は、行政区域14ヶ洞、人口285,789人、世帯数99,954世帯で１世帯あたり人口は2.9人、
人口密度については、16,843人/km で釜山市の中で４番目に高い（2007年12月現在）。
2

Ａ区は、2005年まで居住人口は減っていたが、2006年からは新築マンションや大規模な共
同住宅の増加により人口は増加している。
年齢別人口分布（外国人は除外）の統計による、45歳〜49歳の人口が28,000人（10.06％）
で人口分布の中で一番高く、年少人口（０歳〜14歳）は42,000人（15.11％）、生産年齢人口
（15歳〜64歳）が214千人（76.47％）、高齢人口（65歳以上）は23,000人（8.4％）となってい
る。このように年齢別人口分布を前年度の2006年度と対比してみると年少層人口は減少して
いるが、生産年齢人口と高齢者人口は増えている。
（２）地域の特徴
地域は大きく４つのエリアに分類される。１つめは、伝統文化および行政中心のエリア、
２つめは娯楽および観光商業エリア、３つめはスポーツ文化および新興住居エリア、４つめ
は教育および住居密集エリアである。
（３）社会福祉対象者
Ａ区の社会福祉対象者は【表５】のとおり2006年12月現在で39,151人、住民人口の約14％
を占めている。
【表５
区分
数

社会福祉対象者】
人口

生活保護者
5,902人

280,269人

比率

2.1％

（2006.12
高齢者

障害者

23,463人

8,910人

一人暮らし：2,427 （要保護者：967人）
8.4％

3.2％

現在）

子どものみ

ひとり親

世帯

家庭

７人

869人

0.00％

0.03％

（出典：釜山市東莱区ホームページ（www.dongnae.go.kr）統計資料室・釜山広域市庁ホームページ（www.busan.
go.kr）統計資料室）

２．Ａ総合社会福祉館の概要
１）設立目的
低所得層の自立能力の養成、専門家による総合相談、福祉サービスの援助を通じて, 家族
機能の回復および結束力強化や地域社会の均衡的発展のため地域住民の共同意識を涵養し、
地域社会ニーズに応じて総合的、效率的に社会福祉サービスを提供している。
２）一般現況
Ａ総合社会福祉館（以下「Ａ社会福祉館」と略す）の設立は、1998年であった。設置規模
は、敷地4,000m 、建物規模は2,000m であり、職員の数は46人（但し、教育・文化事業の教
2

2
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育プログラム担当の講師は除外）である。付属施設には、保育所、地域自活センター、区ボ
ランティアセンター、地域児童センター、高齢者・知的障害者デイサービスセンターがある。
３．地域社会組織化事業のプログラム
１）地域社会組織化事業の内容
Ａ社会福祉館が設立された1998年から2007年12月まで10年間実施した地域社会組織化事業
の内容は【表６】とおりである。
【表６

地域社会組織化事業の内容】
分野と単位事業

地域社会

住民組織化

組織化事業

対象

プログラム

住民参加の活性化の 地域住民

福祉館運営委員会、地域社会学習会、住

ために共同体意識の

民クラブ活動、ボランティア・後援者自

涵養と住民組織を育

助会地域組織化、愛をパーマする店（無

成する事業

料理・美容サービス）、愛の交わす広場
（リサイクル市場）、テーマボランティア
団支援など

福祉ネット

地域社会内の福祉機 社会福祉関係 社会福祉（実務者）協議体、地域社会福

ワーク構築

関・施設とネットワ 者、住民代表 祉協議体、福祉共同体店（福祉館の協力
ークを構築し福祉サ

店）、住民参加型福祉町づくり、福祉ネ

ービス供給システム

ットワークおよび連合事業、Ａ区社会福

の効率性を高める事

祉人の会、住民（市民）代表者懇談会、

業

市民組織強化事業

住民福祉増進 地域社会への参加と 地域住民低所 福祉用具・図書の貸し出し、活動室や機
住民を対象に施設の 得層の高齢者 材などの提供、図書館の無料開放、ハン
開放や機材などを提

マダン映画際、プログラム広報紙発行、

供し住民の生活福祉

9988234Project（ 高 齢 者 ス ポ ー ツ ク ラ

を増進する事業

ブ）、低所得層家庭教育支援事業など

福祉マインド 住民の福祉教育と福 地域住民職員 住民福祉教育、職員再教育と研修、スー
教育

祉関係者の専門性向 社会福祉専攻 パービジョンとプログラム開発、予備社
上教育など実施

の学生

会福祉士教室（社会福祉現場実習）、学
術シンポジウム、カウンセラー大学、福
祉モニター大学、地域社会の勉強会など

地域社会資源 地域資源の開発と

ボランティア ボランティアの開発・教育・活動・管理

開発事業

運営管理

後援者

企画・

円滑な福祉事業を推 地域住民

地域社会ニーズ調査、プログラム事後満

広報事業

進するために行われ

足度調査、ホームページの運営、社会福

後援者の開発・活動・組織・連携・管理

る広報活動や地域社

祉館事業の説明・見学会、そのほか広報

会ニーズ調査

事業

その他

社会福祉館内の付属 附属施設

Ａ区Food-Bank事業支援、在宅福祉奉仕

支援事業

施設への支援

センター支援、Ａ区ボランティアセンタ
ー支援、家庭奉仕員派遣センター（ホー
ムヘルパー派遣センター）支援など
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２）10年間の地域社会組織化事業の実績
Ａ社会福祉館が設立された1998年から2007年12月までの10年に間実施した地域社会組織化
事業の実績は【表７】のとおりである。
【表７

Ａ総合社会福祉館の10年間の地域社会組織化事業の実績】
年度

プログラム名

1998

1999

2000

2001

2002

2003

（単位：件／人）

2004

2005

2006

2007

１）住民組織化

−

2

81

64

2

880

2,362

3,791

4,004

4650

２）福祉ネットワーク構築

−

1

2

2

2

27

377

923

1,623

2,179

３）住民福祉増進

63,886 115,530 24,604 23,265 114,555 96,045 33,875 17,602 12,164 11,649

４）福祉マインド教育

362

307

311

548

52

５）地域社会資源開発

1,265

2,340

3,537

4,588

5,288

8,888 18,266 10,708 11,678 12,919

600

499

39

−

1,334

4,204

−

**

**

**

**

６）企画および広報
７）その他支援

325

1,718

1,512

1,560

786

** 12,278

5,367

1,205
1,434

1,573
1,202

5,022 18,484

（−印は無実績、**印は、実績はあるが正確な数値表記が困難な場合）

（１）住民組織化
住民組織化は地域社会組織化事業の中で、最も重要なプログラムであるにも関わらず【表
７】のように実績が一番低い。住民組織化のプログラムは主に住民のクラブ活動が中心であ
る。
クラブ活動は地域住民により自主的に運営されているが、会員募集の困難やクラブの運営
技術の不足などの問題によって長期的活動より短期的活動になることが多い。また、社会福
祉館のプログラム室の不足などの事情によりクラブ活動室の不在のためにプログラムが終
了・縮小されることがある。
住民組織化の活性化に向けて社会福祉館には、クラブ運営にあたっての組織運営のスキル
指導と活動場所や活動費の支援、そして情報の提供などが必要とされる。
（２）福祉ネットワーク構築
福祉ネットワークは、地域社会で活動している住民団体を含む社会福祉関連従事者および
社会福祉機関・施設・協会・協議会などとネットワークを構築し、定期的な交流や情報交換
を通して福祉サービスの重複提供や漏れをなくし、より効率的に事業を推進することを課題
とする。
今後の福祉ネットワーク活性化のためには、地域社会に存在するあらゆる組織とネットワ
ークを構築し、職員間の情報交換に留まらず、福祉ネットワーク構築の重要性についてその
組織の施設長の理解と参加を促す必要がある。そして組織の職員が福祉ネットワーク構築事
業に参加しやすい環境づくりが必要である。
（３）住民福祉増進
Ａ社会福祉館では施設の社会化の一環とし、地域住民と非営利組織に福祉用具や図書、社
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会福祉館の備品などを無料または実費で提供している。
また、地域社会内の企業や病院が社会貢献活動の場として社会福祉館を拠点にし、地域住
民の健康増進のための定期的な健康相談と無料医療サービスを提供している。
10年間の実績をみると【表７】では、2004年から急に減りつつあるが、それは、住民福祉
増進プログラムの一部が他事業に移管されたのがその理由である。
（４）福祉マインド教育
地域住民を対象に福祉教育や研修会などを実施し地域社会や社会福祉に関する理解と福祉
マインドを高揚する事業である。
福祉モニター大学は、福祉モニター要員養成のために地域住民を対象に社会福祉全般に関
する理論と社会福祉現場での実習や見学を通じて、地域住民の社会福祉への理解と地域問題
の発見・解決の力量を強化し、地域社会での福祉モニタリングを実施、地域問題の解決に取
り組んでいる。
また、職員の専門性向上のために社会福祉先進国や先進地域での研修、福祉関連の専門教
育などに参加させている。
（５）地域社会資源開発
ボランティアと後援者の募集と教育、運営および管理に関する事業である。
地域住民の福祉ニーズの充足と地域社会問題を解決するためには、人的資源と物的資源の活
用が必要となるので社会福祉施設の核心的な事業の一つでもある。Ａ社会福祉館の場合も円
滑な福祉サービスの提供のために地方自治体からの補助金だけではなく、教育・文化事業を
通じた自主財源の確保とともに地域社会資源開発に尽力している。
したがって、住民参加の活性化の方策として、住民団体や学校、企業などを訪問してボラ
ンティア講座や研修会などを実施、そしてボランティア活動に対するインセンティブとして
Ａ社会福祉館で実施している教育・文化事業のプログラムへの優先的参加、また無料で講座
が受講できるように援助している。
（６）企画および広報
社会福祉施設は保健福祉部による３年毎の外部の福祉施設評価と地域住民を対象にした社
会調査を行い福祉サービス提供に努力する責任がある。
現在までＡ社会福祉館が実施した社会調査は、住民の生活福祉ニーズと福祉意識調査、Ａ
社会福祉館のプログラムの利用に関するニーズの調査、欠食児童・青少年給食プログラムに
関する満足度とニーズ調査である。
また、広報活動として、年４回の社会福祉館機関誌やパフレット、毎月教育案内紙を発行
している。また、地域住民や社会福祉関係者を対象に社会福祉館の事業説明会と見学を実施
している。

― 114 ―

韓国の社会福祉館における地域社会福祉実践

（７）その他支援事業
社会福祉サービスの提供や非営利活動にあたって何らかの支援が必要なＡ社会福祉館の付
属施設については事業費や人件費などを社会福祉法人や社会福祉館の自主財源から援助して
いる。
４．地域社会組織化事業のパースペクティブ
地域社会組織化事業のパースペクティブは、マクロ、メゾ、およびミクロのパースペクテ
ィブで考えることができる。すなわち、マクロ・パースペクティブでは、急変する韓国の社
会的・文化的・経済的・政治的状況、つまり外部の社会環境の変化を敏感にキャッチするこ
とが必要である。それには迅速に対応するジェネラリストソーシャルワークを実践すること
が求められ、ソーシャルワーカーには、社会変革・代弁機能、調査・計画機能、イニシアチ
ブ機能が必要である。
メゾ・パースペクティブでは、「地域社会福祉の推進を住民の立場から進めるための、自
発的、開発的な地域社会福祉推進力」が必要となる。具体的には、地域社会内の住民団体や
福祉サービス提供施設などが社会福祉館を拠点にして地域社会へ参加し、社会福祉館はその
ような協議、協働の場となり外部環境とのネットワーク形成をしたり、社会福祉館の内部環
境として組織間のチームワークが円滑に作動できる組織システムを構築したりすることであ
る。このことは地域社会と社会福祉館との関係形成であり、住民と社会福祉館の職員との関
係形成でもある。ここでは、ソーシャルワーカーの仲介機能、調停機能、管理・運営機能、
ネットワーキング機能が必要である。
ミクロ・パースペクティブでは、１つめは、地域住民の福祉マインド涵養と社会福祉館職
員の専門性の向上が必要となる。それは、地域住民を対象にした福祉への理解を深める教育
や住民参加プログラムの開発、また職員を対象とした地域社会組織化と関わる専門的スキル
と多様な分野の知識を備えた人間性あるジェネラリストの養成の必要性である。２つめは、
地域社会の中で何かの生活や福祉問題を抱えている住民が、その問題を解決し住み慣れた地
域で暮らし続けることができるように統合的援助することである。３つめは、地域住民誰も
が地域福祉活動に気軽に参加できるようにするための「プラットフォーム」を提供すること
24

が求められる。
ミクロ・パースペクティブでは、ソーシャルワーカーの相談機能、側面的援助機能、教育
機能、ケア（ケース）マネジメント機能、ネットワーキング機能、スーパービジョン機能、
コーディネート機能、資源開発機能が必要である。
Ⅴ．おわりに
地域住民が住み慣れた地域社会において自立した生活ができるためには行政からの公的な
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支援だけではなく地域社会のなかで住民の生活を総合的かつ統合的に支援するシステムと援
助の方法が求められる。それには「地域社会をベースに社会福祉を展開すること」（古川：
2008-142）
、社会福祉の地域社会福祉としての展開が必要である。
社会福祉館は韓国の地域社会福祉を実践する中核組織である。しかし、一般的に社会福祉
館の事業は地域社会保護や教育・文化事業に集中しており、本来の地域社会福祉の中心セン
ターとしての機能が十分に発揮されていないという指摘も多い。
今後、地域社会に密着した地域社会福祉実践のあり方は、前述したように社会福祉館運営
の基本原則である地域性、専門性、責任性、自律性、統合性、資源活用、中立性、透明性に
基づき「地域住民の」
、
「地域住民による」、「地域住民のために」という、住民中心の地域社
会組織化事業の展開であると考える。
最後に、社会福祉館の地域社会組織化事業をマクロ・メゾ・ミクロのパースペクティブで
考察し、それぞれのパースペクティブで求められるソーシャルワーカーの機能を提示した。
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施設の面積規模により、
「総合社会福祉館」、「社会福祉館」と分類されているが、本稿では、こ

1

のように２つに分類せず一般的に使われている「社会福祉館」の用語を用いることにする。
日本の「地域福祉」と同じ概念として韓国では「地域社会福祉（community welfare）」という

2

用語が学術的・法律上に一般化されている。本稿では、日本での理解を深めるために韓国での用
語法のまま「地域社会福祉」という用語を用いることにする。
韓国の高麗・朝鮮時代に物価が下がると生活必需品買い取り、物価が高くなると売るなどをする

3

「物価調節機関」である。
4

朝鮮時代の貧民救済制度である。

5

朝鮮時代の凶作の時、国民を救済するために設置された官庁である。

6

農繁期に協力して共同作業をするために組織された結である。

7

主に、経済的な助けを交わしたり親睦を図るために作った伝統的な共同組織である。

8

勧善懲悪、相互扶助を目的につくられた郷村の自治規約であり、地域発展と住民の純化・徳化・
教化の知識人の自治的共同組織である。
KAVA（Korean Association of Voluntary Agencies）の主な事業として、キリスト教の福音伝

9

達の使命と目標をもって宗教活動をしながら副次的に教育、救護、社会福祉事業を行っている
が、その事業は地域社会組織事業など専門化された社会福祉事業を可能にした実践と相互情報交
換を通じた援助活動の重複を防ぐなど韓国の社会福祉事業の専門化に大きな貢献をしたと評価さ
れた。
10

2007年12月現在「自願奉仕認証センター」4,063ヶ所、「認証要員」9,702人、2007年度年間ボラン
ティア回数は4,367,752回である。

「自願奉仕活動基本法・施行令」は、大統領令第19318号で、この法律の主な内容は、①自願奉仕

11

振興委員会・実務委員会の構成と運営、②自願奉仕活動の振興に関する国家基本計画作成、③年
度別施行計画の作成と実施、④ボランティア活動に対する褒賞とボランティアの日およびボラン
ティア活動週間開催、⑤ボランティア活動に関する保険、教育と訓練、⑥ボランティアセンター
の事業内容、⑦韓国自願奉仕協議会の会員、⑧ボランティアセンター長の資格と組織運営などで
ある。
12

1975年から政府で主管してきた「近隣助け合い募金事業」は、1998年７月１日より社会福祉共同
募金法の施行により民間団体に移管され、全国16ヶ所の地域共同募金会が設立され活動を始め
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た。
13

寄付食品提供事業（FOOD-BANK）は、生産・流通・販売・使用過程で余った剰余食品を社会
福祉施設などに提供し食品文化を普及するとともに食品資源を無駄なく活用する事業である。
2007年12月現在288ヶ所で運営されている。

14

社会行動モデルは、既存の地域社会開発モデルを越えて福祉、地域社会の問題を解決する地域福
祉の中心モデルである。

「自活」は日本語の「自立」とほぼ同義であり「自活後見機関」は、低所得層を対象（条件付生

15

活受給者）に地域社会の福祉資源を最大限利用し、自活勤労、地域奉仕、社会適応プログラムな
ど多様な自立プログラム提供と自立共同体（共同作業所や共同店舗）の創業の支援や就業斡旋・
職業訓練などの職業支援サービス提供する事業を行う機関である。
『2007年保健福祉家族白書』によると福祉分野の移譲規模は政府全体地方移譲事業規模の約45％

16

（金額では約62％）を占め、2007年現在保健福祉部所管地方移譲事業は64種の事業である。
「地方自治団体福祉総合評価」結果によって優秀自治体については特別支援金37.5億ウォンのイ

17

ンセンティブを援助し福祉事業費と職員の力量強化の教育訓練費に活用する。
18

保健福祉分野4大バウチャー事業は、老人ドルボミ（世話）、重症障害者活動補助、地域社会サー
ビス革新、産婦と新生児ドルボミである。

19

2010年まで公益勤務要員を社会サービス体系に編入し、老人・障害者・児童施設および保健所な
ど保健福祉分野に配置する予定である。

20

2008年2月より「療養保護司教育機関」で療養保護司を養成し、同年７月から本格的に老人療養
施設で配置された。

21

韓国では「地域社会」を基盤とした専門的な社会福祉実践の概念として「地域社会福祉組織化」、

「地域社会福祉実践」
、
「地域社会組織化実践」など多様な用語で使われたが、韓国社会福祉教育
協議会は2000年の教科目指針書に公式的な用語として「地域社会福祉実践」と規定し発表した。
本稿では、韓国の社会福祉現場（特に社会福祉館）で一般的使われている「地域社会組織化事
業」を「地域社会福祉実践」の代表的方法として捉えるが、用語としては「地域社会福祉実践」
とは別概念として「地域社会組織化事業」を用いる。
22

社会福祉館は施設の規模によって３つの類型に区別される。総合福祉館のガ型（2,000m 以上）
2

とナ型（1,000〜2,000m ）
、社会福祉館（500〜1,000m ）である。
2

23

2

釜山広域市庁ホームページ（www.busan.go.kr）統計資料室「2007年釜山市住民登録人口統計」

（閲覧年月日：2008.09.10）
「プラットフォーム」による活動の特徴（原田2008：101）は、①メンバーの出入りが自由である

24

こと、②集まりの目的が明確でミッションが具体的で共有化されており、目的が達成された時点
で「解散」すること、③そして「プラットフォーム」の展開には、コーディネーターの役割が重
要である。
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A Case Study of the Community Building Project of a
General Community-Welfare Center in Korea
CHUN, Youngnam
In Korea, the balanced development of the nation and decentralization of power from
central government to local ones have been emphasized. As a result, the importance of
local community welfare was recognized and 67 community welfare projects were
transferred to local governments. The formation of the

community welfare council , a

cooperative welfare organization of private and government sectors, and the creation of
local welfare plans every four years were made obligatory. In addition to them, the reform
of the residents livelihood support supply system is underway. despite the importance of
these local community welfare and reinforced welfare accountability, welfare
administration and welfare services that are closely related to the societies of local
governments are yet to be enough. With the declining birthrate and growing proportion
of elderly people, the environment surrounding senior nursing care, child-raising, and their
families is very harsh. The function of mutual assistance in local communities is hoped to
be a support system for these families and their household.

Mutual assistance

is to

support and help each other and live together. To build such welfare community led by
residents, the functions and roles of

community welfare centers

− the main propulsive

organization for local community welfare − are important.
The community welfare centers in the future is to provide bases for community welfare
and to create local communities where residents can live with peace of mind through
organization of local residents, building education/welfare networks, improving residents
welfare, and developing local resources, while keeping emphasis on educational/cultural
projects, community protection projects, and community organization projects. In this
article, we will examine the issues and future views of community organization projects
through the actual examples of the community organizations of A general community
welfare center with the situation of Korean local community welfare in mind.
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