
072

3 2010.3

Ⅰ.	 転換期における韓国の移民政策

周知の通り戦後の韓国は、植民地、南北分断、戦争
という近代化の苦痛を乗り越え、世界で唯一分断の状
態が続いている国である。近代化の過程における苦し
みを耐えしのぎ立ち上がった韓国は、経済発展と民主
主義の土着化という点において、他の追随を許さない
程の ｢圧縮成長｣ 1を繰り返してきた国である。筆者
は、経済成長と民主主義に加え韓国におけるもう一つ
の ｢圧縮成長｣ が見られる領域が、まさに多文化政策
ではないかと思う。多文化に関する論議は、今後も韓
国において社会的イッシューとして継続する可能性が
高い。

2002～2007年までの盧武鉉政権下における多文化
政策は、急増する外国人労働者、結婚移民者、未登録
外国人のための人権保護に始まり、短期間で制度が整
備された。主要中央省庁としては、法務部、労働部、
保健福祉家族部、行政安全部、教育科学技術部が直
接関与する中、本格的な多文化政策を推進してきた。
2008年末現在、246の地方政府の中ですでに7割を超
える自治体において居住外国人のための支援条例が制
定されており、京畿道安山市では2008年11月未登録
外国人のための外国人人権条例を別途制定して、公聴
会を開いている。

2008年の李明博政府発足後、多文化に関するイッ
シューは人権に国家競争力という観点が加わり、より
重要な社会イッシューとして浮上している。何より
も、経済協力開発機構（OECD） の加盟国の中で最も
出生率の低い韓国は大きな危機意識の中にある。新し
い成長エンジンを模索する李明博政府は、グローバル
人材の誘致と、熟練した外国人労働者の滞在延長案

を積極的に検討している (国家競争力委員会報告書　
2008.4)。法務部は、2009年5月に傘下機関として韓
国移民政策発展財団を設置した。
筆者は、次のいくつかの点から韓国の多文化政策

がいわゆる転換期に突入したと考えている。第一に、
1980年代末の移住外国人労働者や結婚移民者の流入
から20年、1995年 ｢世界化宣言｣ により都市国際化
や投資誘致が始まって15年、そして2006年から集中
的に構築してきた韓国政府の多文化政策が、これまで
の成果をひとまず点検すべき時期をむかえているから
である。近年に入り中央政府や地方政府は競争的に多
文化政策のための法律や条令を制定しており、かなり
の人材や財源が投資され一定の成果を収めているとい
えよう。しかし、政策の過剰や重複投資が論議をかも
し、その結果2009年6月には多文化関連法を調整す
るための国会議員らによる研究会「多文化フォーラム」
が発足した。2なお、韓国政府も同年12月に国務総理
室の傘下に多文化家族政策委員会を設置することを発
表している。
韓国において多文化に関する論議はより多様化・深
層化している。社会学、社会福祉、人類学、教育学、
行政学、新聞放送学、地理学などの多様な分野にわた
って研究結果が蓄積されている。韓国社会の多文化現
象や問題点に関して政界、官界、学会、マスコミなど
で知識や情報が共有され、または拡散している。韓国
社会は果たして多文化社会であるか、または韓国社会
が多文化をどの程度受け容れることができるか、政府
の多文化政策が現場や空間にどれだけ反映されている
か、などの本質的な論議が再活性化している。
同時に地方や現場中心の多文化論議が展開されてお
り、現場論、空間論、移住民の目線に焦点を合わせた
傾向も現れている。多文化の理論や現場が錯綜したり、
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空間論やガバナンス構築が課題として台頭したりもし
ている。マスコミを通した多文化社会市民教育の活性
化、多文化専門人材の養成と政策課題などが研究テー
マとなっている。これは、韓国の多文化論議が政策や
談論において分化する傾向があり、新しい転換期に入
っていることを暗示するものである。
第二に、国家競争力の観点から多文化が浮上し始め
ている。2008年4月、国家競争力委員会はグローバ
ル高級人力の誘致方案を発表した（教育科学技術部・
法務部・行政安全部・知識経済部・労働部・国家競争
力強化委員会、2008）。外国人人材に対する門戸を果
敢に開放し、二重国籍を許容することで優秀な人材を
確保するということである。国内の労働市場、人材養
成システム、兵務行政などに及ぼす影響を総合的に検
討し、人材誘致を通した経済成長を実現しようという
のである。韓国政府のグローバル政策に刺激を与えた
代表的な事例は、シンガポールであろう。シンガポー
ルは、外国人の人的資源が集中することから、多国籍
の人材を誘致し国家競争力の資源としてきた典型的な
事例といえよう。
人材移動のグローバル化による外国人誘致のため、
シンガポール政府は高度の熟練技術を備えた専門家や
資本力のある企業人の流入を増やすため、彼らに対
する雇用許可権や永住権を提供してきた。1999年に
始まった21世紀人材計画（The Manpower 21 Plane）
は、考え方、知識、革新や交換 3の核心となる才能資
本（talent capital）の流入を拡大させるためのプラン
である。
計画の骨子は、21世紀における産業の成長をリー

ドする医療、化学、バイオ、電子、環境、サービス、
財政、健康、コミュニケーション、デジタル・メディ
ア、海洋産業部門で働く能力のある熟練労働者に対す
る需要が増加することを見込み、シンガポールが今後
目指す知識基盤産業を中心に新しい経済体制へと移行
するため必要なコアとなる人材を最大限誘致すること
である。そのために、南部アジアのみならずイギリス、
オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、フラン
ス、スイスなど他の西欧国家まで含めた高級人材を受
け入れ、誘致対象の国籍を多様化している。4

韓国政府は2008年7月、グローバル人材誘致と同
時に雇用許可制における外国人労働者の3年滞在資格
を延長し、熟練工に関しては5年まで滞在できるよう
にする外国人勤労者雇用法の改正を立法予告した。改
正内容は、必要な外国人労働力を迅速に導入したり、
外国人労働者支援策を強化するものである。熟練工を
必要とする韓国の中小企業の場合、滞在期間3年を満
了した外国人労働者が１ヶ月間出国しなければならな
い従来の条項を廃止し、最大2年未満まで継続して雇

用することができるようになっている。国籍法第5条
の一般帰化条件には、5年以上韓国の住所がなければ
ならないという条項があり、永住権取得条件を充足さ
せることになる。つまり、永住防止を原則としていた
韓国の雇用許可制が、結果的には国籍取得後永住する
移民労働者を量産する可能性を高めている。トルコ人
労働者を短期循環原則のもとで受け入れ、後になって
永住権を許容したドイツの状況が再発することを懸念
する人々も多い。
第三に、深刻な人口減少と出生数低下に備えるため、
多文化がもたらす成長と活力という側面からのメリッ
トが次第に浮き彫りになっている。韓国は、全世界で
過去50余年間の出生率が最も大きく落ち込んだ国で
ある。新生児の数は1970年代の100万人レベルであ
ったが、2000年には45－50万人へと減少している。
合計出産率は2005年1.08で最低を記録した。2003年
以降は合計出生率1.3以下で超低出産時代に進入し、
足踏み状態にある。韓国は、2000年65歳以上の高齢
化比率が7％である高齢化社会から2026年20％の超
高齢化社会まで、わずか26年しかかからないだろう
と予測される。韓国の高齢化社会は、フランス、アメ
リカ、ドイツは勿論、日本や中国より早いスピードで
進んでいる。これからの40年間、総人口の減少に備
えるための純粋移民の適正流入規模は、最低104.5万
人、最高293.8万人に及ぶものと予測される。
国際結婚が増えるなか、教育の面からも多文化現

象は大変早いスピードで進んでいる。国際結婚は、
1990年0.5万件（1.2%）から増加し2000年には1.2万
件（3.7％）に達している。2005年には4.2万件（13.5%）
でピークに達したが、2006年から若干減少し2008年
には3.6万件（11.05％）となっている。国際結婚や外
国人労働者の流入は、自然に多文化子女の増加につな
がり、2029年には新生児3人に1人は多文化家庭の子
女になるだろうと予想される。2008年4月現在、多
文化子女は約5.8万人であり、2006年2.5万人、2007

年4.4万人から大きく増加している。
多文化子女を年齢別に見ると、6歳以下が57.1％で

幼年層が多い。小中高に在学中の多文化子女は2008

年現在20,180人（多文化家庭子女18,778人、外国人
労働者子女1,402人）で前年対比約4割増加している。
韓国の外国人留学生の数は、地方大学が新入生減少に
備え中国人留学生を積極的に誘致することで、2003

年 12,314人から 2006年 32,557人、2008年 63,952人
と急増している。多文化子女や外国人留学生に対する
教育支援は早急に対応すべき課題として認識されてい
る。
出入国管理から移民政策へと変化する動き、国際競
争力強化のための多文化政策の積極的な導入の検討、
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韓国社会が深刻な問題として認識している出生率低下
や補充移民として結婚移民者や外国人労働者の受け入
れは、韓国移民政策の変化を端的に現している。
このようなことで、新しい転換期に入った韓国の移
民政策は、次第に外国人の選別的人員補充から社会統
合政策へと変化している。グローバル人材の誘致と二
重国籍の許容、熟練工外国人労働者の長期居住や永住
権取得可能性、国際結婚と多文化子女、留学生の急増
は、韓国がこれまで外国人労働者の循環交代と結婚移
民者社会適応にとどまっていた水準から脱し、一段ア
ップグレードした社会統合政策を要求している。そこ
で韓国政府は、結婚移民者、多文化子女、そして外国
人労働者を対象とした社会統合政策を慎重に検討し始
めている。

Ⅱ.	 社会統合の国際比較

国境を越えた移住人口は2005年1.9億人で、世界人
口の3％に達している。韓国の外国人住民が総人口の
中に占める割合は、2010年2.8％（2008年ポルトガル2.8

％）から、2020年5％（2008年デンマーク5％）に達
し、2050年には何と9.8％（2008年ドイツ9.2％）に
達するものと予測される。増加する移住民の韓国社会
適応支援や長期居住・永住権付与に備えた社会統合プ
ログラムの充実化に対する期待、国籍取得と社会統合
履修制の結合など、移住民の社会統合に対する関心が
高まっている。移住外国人のための国際連合規範とし
て、1985年に移住民人権に関する宣言、1990年には｢す
べての移住労働者および家族構成員の権利保護に関す
る国際協約｣が制定された。国際連合は、2001年を｢人
種主義、人種差別、外国人嫌悪、及び関連する非寛容
を撲滅する国際移住の年｣、｢寛容と多様性を尊重する
多様な文明間の対話の年｣ と定めた。2007年に国連
の人種差別撤廃委員会は、韓国政府に人種差別撤廃の
ために努力することを勧告している。
在韓外国人処遇基本法第1条の目的には、移民者の

社会統合政策の概念は移民者が自分の能力を十分発揮
し、出生国家で取得した文化価値や韓国の文化価値を
リンクさせ、より発展的な文化価値を創出することが
できるよう政府が支援することと定義されている。韓
国政府の移民者に対する社会統合の基本的な方向性
は、多文化主義を加味した同化主義に近いものといえ
よう。移民者の多様な文化価値を抱擁し、韓国の伝統
的な文化価値とリンクさせることで、世界人類の文化
価値を創出する方向へ進むべきであるというのであ
る。多文化主義政策だけを樹立したり施行する場合、
ともすると移民者を主流社会から隔離し貧困層へと転

落させてしまう危険性があると指摘している（ジャン・
ジピョ、2008.6.4）
よって、韓国の多文化政策は同化主義や多文化主義
を並行させながら、出入国管理から社会統合へと移行
する段階にあると評価することができる。国内居住外
国人の社会統合に関する論議は、主に結婚移民者を中
心に展開してきた。2006年4月、国政課題として女性
結婚移民者と混血人移住者の社会統合対策が発表され
た。2008年6月の法務部の出入国外国人政策本部が
実施した多文化社会統合プログラム構築のための公聴
会でも、社会統合プログラム履修制導入の主要関心対
象は結婚移民者であった。雇用許可制のもとでは、未
だ外国人労働者は3年で帰国させられる被雇用者の立
場におかれているだけなのである。しかし、外国人労
働者の滞在期間が5年に延長されたことから、国内に
居住する外国人労働者や彼らの子女教育のための社会
統合プログラムが切実に要求されているのが実情であ
る。
このような点から、主要先進国の移住民のための社
会統合政策は多くの示唆を投げかけている。移民国家
としてスタートしたオーストラリア、カナダなどは、
人種や民族の多様性を社会の基本秩序として受け入
れ、引いては国家競争力の主要エンジンとするため多
文化主義政策を積極的に推進してきた。韓国と同じよ
うに民族的同質性を重視し外国人の受け容れを保守的
に統制してきた日本、ドイツなどでも、近年労働力需
要や結婚移民者が増えたことで、移民政策に関する政
府介入が増えている。各国の事例は、雇用許可制や5

年滞在期間延長が永住権取得につながり、外国人住民
の定住化可能性を示唆していることを証明するもので
ある。
韓国の現実に照らし合わせて、社会統合プログラム
の目標は究極的にどこを目指しているかが大変重要で
ある。ドイツの事例は大変示唆に富む。ドイツは、移
住民の初期社会生活への適応を支援する社会統合コー
スを運営している。ドイツは、高度成長期に雇用許可
制を導入し、韓国と同じく外国人労働力は国内人材を
雇用することができない場合に限って最長3年までの
範囲で一時的に雇用し政府機関を通して導入すること
で、労働者送出における不正予防や外国人労働者の長
期滞在を防止した。しかし生産性が向上し、外国人労
働力の帰国を反対する事業主の主張にぶつかり、一旦
は外国人の滞在許可を延長した。ドイツでは、1965

年の外国人法制定後、滞在期間が5年を超える外国人
に無期限滞在許可が与えられ、長期滞在外国人労働者
のみならず配偶者や子女の招請、ドイツにおける外国
人子女出生率が増加し、1960年代後半からは外国人
の数が急増している。
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ドイツが外国人労働者や家族を社会的に統合する必
要性を感知したのは、外国人労働力を大挙導入してか
ら15年が過ぎてからであった。ドイツは、外国人の
社会統合を家族プロジェクトとして認識し始めた。す
でに400万人を超えた外国人に対する社会統合教育が
要求され、学校、幼稚園、青少年会館の拡張、職業教
育の促進、相談所が設置された。地方政府は、ドイツ
語教育、文化活動支援、外国人の関心事に関する公示、
悩み事相談サービスを提供したが、社会統合はドイツ
語の学習を提供する言語的統合、転職教育と労働の創
出、自営業創業を内容とする労働市場への統合、国籍
取得を容易にする社会的統合で構成されている。
デンマークは1999年1月に、世界で初めて移民問

題を解決するための社会統合法を制定している。デン
マークは社会統合法により、18歳以上の外国人は地
方政府の主導のもとで社会入門プログラムを受講し、
これに従わなければならない。デンマーク内の外国人
労働者は、入国後1年間は補助金を受けながら、言語
と社会教育＞インターン制＞会社勤務を経験すること
ができる。公的企業や一般企業のほとんどの外国人は
4週間の職業訓練を受け、特別な事情がある場合は13

週間まで職業訓練を受けることができる。外国人を雇
用した企業は就業補助金を受けることができ、この特
恵は最大1年までである。外国人が受講する社会入門
プログラムは、一週間に37時間を基本とする（カン・
ジュヒョン、2008：119-120）。フランスも過去に簡
単な申告だけで国籍取得が可能であったが、2006年7

月に移民統合法を制定してからフランス語や市民教育
を義務的に履修しなければ国籍を取得することができ
ないようになっている。
イギリスは、雇用許可制で子女同伴や永住権取得を
許可するケースである。雇用許可制を実施するイギリ
スでは、雇用許可所持者が合法的に就業する限り、配
偶者や18歳未満の子女は入国許可を取得してからイ
ギリスで就業活動をすることができる。雇用許可によ
り入国した外国人労働者は、イギリスでの実質的な滞
在期間が48ヶ月を超えれば、ほとんどの場合は永住
権を取得する。一旦永住権を取得した移住民は、イギ
リスで就業活動やビジネスを営むにおいて何ら制約が
なく、イギリス滞在においては時間的制限もなくなる
（ユ・ギルサン他、2004：119）。
日本は、地方政府における結婚移民者のためのプロ
グラムを充実させている。外国人労働者のための研修
生適応教育は、韓国より充実している。外国人研修生
は、送出国の現地で日本入国に先立ち160時間以上に
及ぶ日本語や研修に必要な基礎情報、技能などの教育
を受ける。外国人研修生は、日本入国後3ヶ月間は非
実務研修を受け、その後配属された企業で実務研修を

受ける。非実務研修は必ず研修期間の1/3以上実施し
なければならず、研修手当てや生活費は日本側が提供
する。研修期間の1年後には勤労者の資格で2年間技
能実習生として勤務することができ、最長3年間滞在
可能である。日系ブラジル人（日系人）は、1～3年
間の滞在資格を取得して入国するが、特別な理由がな
い限り滞在期間を継続して延長することができる。日
系人に対する企業別雇用制限はないため、すべて市場
機能に委ねられており、所得も日本人労働者と同一レ
ベルとなっている。

Ⅲ.	 対象別社会統合政策

1.	結婚移民者

韓国における本格的社会統合プログラムは、主に結
婚移民者を対象としたものであり、2009年から社会
統合教育履修制が積極的に導入されてきた。結婚移民
者は、これまでは韓国人と結婚して2年後に国籍取得
を申請することができ、書類審査期間2～3年経過後
に国籍を取得できた。日常生活に必要な小学校4年生
レベルの韓国語能力が要求されるが、韓国語能力は初
級レベルにも達しない場合が少なくない。2007年に
は、2年の居住後婚姻を通した帰化申請者15,167人の
中で韓国系中国人が9,801人で64％、ベトナム、フィ
リピンなどの東南アジア出身の結婚移民者が残りを占
めている。2007年9月の2年以上滞在結婚移民者100

人の平均点は47.1点で、筆記テスト合格率42％、特
にベトナム国籍の結婚移民者は平均点28.6点で合格
率18.5％にとどまり大変低調であった。2年以上滞在
した永住権者75人は、韓国語と韓国文化に関する筆
記テストの平均点が49.7点で合格率30.6％、23人が
合格している（ジャン・ジピョ、2008.6：4）。
結婚移民者の韓国社会適応が遅い理由は、社会統合
プログラムが選択制であるため十分活用されていない
ことにある。2006年11月の調査結果によると、女性
結婚移民者の3/4は過去１年間、相談（カウンセリン
グ）や教育を受けるため公共機関や民間支援機関を訪
問した経験が一度もなく、特に家族の反対により支援
率が低迷している。全体の結婚移民者の10.5%に当た
る移民者だけが社会適応プログラムに参加している。
2007年7月に実施された法務部アンケート調査の分
析資料によると、結婚移民者が支援措置に参加したく
ても家族の反対で参加することができないと答えた人
が少なくなかった。全体結婚移民者の10.5％だけが社
会適応プログラムに参加しており、全国1,014の社会
適応プログラム受講生の割合は、全体外国人の1.65％
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に過ぎない（表１参照）。また、2007年結婚移民者の
就業率は34％にとどまっている。5

よって、国籍取得と社会統合との連携が必要だと
の認識が拡がり、2009年１月に社会統合プログラム
履修制が導入された。改正された国籍法の施行規則
（2008.09.03）第4条の帰化適格審査によると、法務
部長官が定めて告示する韓国語と多文化理解などに関
する教育や情報提供などを内容とする社会統合プログ
ラムを履修した者は、筆記テストが免除される。筆記
テストには韓国の歴史・政治・文化・国語および風習
の理解など、韓国の国民になるため備えるべき基本的
教養に関する事項を審査することで、10～20項目が
出題されると規定されている。面接審査では、国語能
力および韓国の国民としての姿勢や自由民主的基本秩
序に対する信念など、国民として備えるべき基本条件
を審査すると記されている。
法務部の社会統合プログラム履修制は、帰化申請者
と国民を対象に2009年１月から選択・適用され帰化
筆記テスト免除の特恵を付与するものであり、履修者
の特恵事項としては国籍取得待機期間が現行3年6ヶ
月から1年程度短縮された2年6ヶ月となり、帰化面
接審査などに反映するものである。帰化申請者の配偶
者や家族は、事前に多文化社会を理解するための教育
を受講する。移民者プログラムは、韓国語と多文化社
会の理解を中心に運営され、国民に対しては多言語や
多文化社会の理解を中心に運営される。多文化社会統
合地域拠点（ABT）大学の卒業生は、2008年12月19

日付けで12大学から20人ずつで合計240人輩出され
ている。またモデル機関が指定され、全国20の機関
で近隣に居住する外国人を対象に教育することが可能
となっている。
社会統合プログラム師範運営機関の教育課程を調べ
てみると、韓国語は初級、中級、高級があり、多文化
社会の理解活動は教育とボランティア活動、生活情報、
多様性活動などであり、結婚移民者や一般移民者にわ
かれ、結婚移民者には1,2,5段階のみを、一般移民者
には1－5段階を運営している。一般教育科目は、移
民者には韓国の歴史、風習と文化、政治行政制度、多

文化の意思疎通、韓国の家族生活、多文化社会、多文
化理解と適応、韓国の基礎経済活動、韓国の教育制度、
基礎法律、企業の異文化経営、保健福祉、同胞社会な
どがある。配偶者である韓国民の受講科目は同胞社会
の理解、難民の理解、国際結婚家庭の理解、外国人労
働者の理解、多文化社会の理解、人種差別予防などの
人権保障、企業の異文化経営などがある。

2.	外国人労働者

韓国において外国人労働者は多文化や社会統合の面
からしばしば排除されており、彼らの社会不適応、差
別と排除によるカルチャーショックや犯罪の増加が連
鎖的に起きている。2007年から雇用許可制のもとで
一元化されたものの、外国人労働者のための社会統合
政策は全く不十分である。単に慢性的な単純労働力
不足や熟練工の技術活用という面から、滞在期間の
延長のみが検討されているといっても過言ではない
だろう。国連の人間開発指数（United Nations Human 

Development Index）が相対的に高い韓国が、外国人
労働者の社会統合プログラムを開発することは当然の
ことである。国連の人間開発指数は、平均寿命、識字
率、教育成就度、一人当たりの国内総生産などの変数
を考慮し算出された指数であり、韓国は2008年0.928

で0.935のドイツ、0.937の香港より若干低く、シン
ガポールよりやや高かった。
韓国では、外国人労働者の社会不適応による否定的
効果の見られる事例が多数発生しており、外国人同士
の犯罪や、外国人の内国人に対する社会犯罪も増加
傾向を見せている。最近の4年間、外国人による犯罪
は実に2倍以上増えており、2004年9,103件から2006

年12,657件、2008年には20,623件と増加している。
外国人犯罪の最多発生地域は、やはり外国人の密集
居住地である安山市ダンウォン区で、2007年1月－
2008年8月までに1,173件発生している。続いて、九
老区、竜山区、慶尚南道の金海市で、やはり外国人居
住率が高いほど犯罪件数はそれに比例して増加してい
る。6

表1　登録外国人の国籍別プログラム参加率

国　家 ベトナム フィリピン タイ カンボジア モンゴル

登録外国人 63,234 42,642 31,536 4,372 20,166

受講生数 3,726 2,271 442 292 247

参加率 5.8% 5.3% 1.4% 6.6% 1.2%

（2007.10 法務部実態調査）
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外国人労働者が密集する安山市に居住する外国人の
中で未登録外国人は3.8万人に達している。彼らは未
登録移住民という理由だけで人間としての最小限の権
利すら認められず、低賃金や長時間労働、賃金支払遅
延や過酷行為に苦しめられている。釜山人権委員会の
調査を見ると、登録労働者の半分以上が矯正施設収容
者の居住面積の半分にも満たない箱部屋で生活し、1

日9時間以上労働しているが、災害率は韓国人の5倍
以上であり、半分以上が賃金支払遅延などの勤労契約
不履行を経験している。7安山市の社会統合プログラ
ムは、韓国語教育21課程620人、帰還に備えた技術
教育5課程168人、コンピューター教育8課程400人
に達しているが、韓国社会や文化教育は提供されてい
ない。
外国人労働者や結婚移民者が、社会統合政策や移民
政策を連携させた教育を通して早期に韓国社会に適応
する可能性が高いことは疑う余地がないだろう。実際
の経験から、移民政策や社会統合政策を連携しない場
合、対象者を教育に参加させる動機がないため実効性
に限界があり、特に結婚移民者の早期社会適応を誘導
するには力不足であった。結婚移民者の社会統合プロ
グラム履修制は、日常生活や子女教育において必ず必
要なものであり、2009年から本格的に導入されてき
た。しかし、日常生活において韓国語を使用し、子女
を養育しなければならない結婚移民者や、職場で韓国
語をほとんど使わない単純職である上に3年後には循
環帰国しなければならない外国人労働者は、社会統合
プログラム履修制に対する需要そのものに大きな差が
ある。そこで、外国人労働者のための新しい社会統合
プログラムのトラックを設置・制度化する必要がある。
外国人労働者が社会統合プログラム履修制を通して就
業や賃金引上げなどの面で有利なインセンティブが得
られるよう検討する必要がある。
雇用許可制は、関連法11条 ｢外国人就業教育｣ に

おいて、｢第１項　外国人勤労者は入国後労働部令が
定める期間内に大統領令が指定する機関において外国
人就業教育を受けなければならない。第2項　使用者
は外国人労働者が外国人就業教育を受けられるように
しなければならない。第3項　外国人就業教育の時間
や内容などは労働部令で定める。｣ と規定されている。
外国人労働者の社会統合の目的は、居住生活を支援す
るよりは、就業教育の内容を補うことに焦点をおいて
いる。
現在雇用許可制の下で実施されている韓国語能力
試 験（EPS-KLT: Employment Permit System-Korean 

Language Test）は、外国人求職者の韓国語能力や韓
国社会、産業安全に関する理解を評価するテストであ
り、国内企業主のための求職者名簿作成時に活用され

ている。テストの施行は、外国人労働者を送出する国
で実施され、志願は18－39歳で禁固以上の犯罪経歴
がないこと、50項目200点満点の80点以上をとった
ものを成績順で選抜している。韓国入国後の社会統合
教育は短期教育であり、ほとんど効果を見せていない
ため、事実上社会統合プログラムは不在状態である。
韓国産業人力公団が外国人労働者のための入国後教
育プログラムを提供しているが、3日間通う教育や2

泊3日の合宿教育だけを提供しており、内容や期間が
かなり不十分な実情である。入国後の就業教育でない
社会統合のための韓国語や韓国文化教育、心理相談や
支援、またはインターン制度の導入などは全く実施さ
れていない。現在の雇用許可制は、送出前の教育の重
要性を強調しており、韓国での教育は十分に行われて
いない。日本は、滞在期間の1/3以上を職業場でない
講義室において非実務研修を受講するよう規定してい
る。結果、事前訓練が徹底的に行われている。今後の
改善案としては、日本の研修制を韓国にも応用し、外
国人労働者が入国後最低2ヶ月以上韓国で非実務研修
を受け、１ヶ月以上実務研修を受ける方式を導入し、
費用は企業と政府が1/2ずつ分担するのが望ましいだ
ろう。

3.	多文化子女

多文化家庭や子女の急増にもかかわらず、教育科学
技術部や各自治体の政策、学校当局の対策はこのよう
な状況に十分対応していない。言語、文化的背景の違
い、社会経済的に脆弱な父母の地位、韓国語がうまく
話せない結婚移民者である母親の養育不足により、学
習の遅れは深刻な状態にある。多文化子女は、外見や
言葉遣いなどの違いによるイジメを経験することで、
消極的な性格になってしまう。多文化家庭の子女が疎
外される主な理由は、母親が外国人だから（34.1%）、
意思疎通がうまくできないから（20.7%）、特に理由
はない（15.9%）、態度や行動の違い（13.4%）、外見
の違い（4.9%）などである。また、アイデンティテ
ィーの混乱を経験することで、結婚移民者は韓国語や
文化を知らないため韓国と母国の狭間で帰属感や文化
的アイデンティティーの不一致により精神的なストレ
スを経験している。
多文化子女の急増に対応し、中央政府である教育科
学技術部も対策を講じている。2006年から毎年「多
文化家庭子女教育支援計画」を立て、ソウル大学に中
央多文化教育センターを設立したり、ソウル教育大学
に多文化教育講座を開設している。また、2009年か
ら ｢多文化家庭の学生教育支援中長期対策｣ を設け、
2009－2012年までに約700億ウォンを投資する計画
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である。公共教育の内容にも多文化の理解に関する教
育講座を開設し、改正された教育課程に多文化理解と
尊重、偏見克服などを含んでおり、未登録外国人子女
も小学校に容易に入学できるよう関連書類の提出条件
を緩和している（ジョン・ウホン、2009.6：85-90）。
教育科学技術部は「学びと理解により共に生きる多

文化社会の構築」をビジョンとし、１）多文化家庭の
学生の教育格差の解消、2）多文化家庭の父兄の社会
的力量の強化、3）多文化教育基盤の強化と理解の普
及、の3つを政策目標としている。主要課題１）現場
に合った教育をするため、韓国語が不十分な多文化子
女のためのプログラム開発、水準別韓国語教材の開発
と普及、代替教師を活用したメンターリング支援、多
文化家庭のための生涯教育プログラムの開発、多文化
家庭の両親のための相談支援と学校生活情報を含めた
案内冊子の発刊、教師研修プログラムなどを開発して
いる。8

主要課題2）に対しては、多文化教育基盤の構築の
ためソウル大学に設置された中央多文化教育センター
の運営を支援し、学校現場と連携した研究開発を遂行
したり、市道教育庁の多文化家庭を理解する講座を受
講させ、地域別教育大学に講座を設けた。課題3）と
して、多文化理解の向上や拡大のために多文化家庭の
両親を活用した多文化理解教室を設置し、多文化家庭
の両親が出身国の文化や風習などを紹介するよう勧告
している。多文化理解教育コンテンツの開発のため、

フィリピン、カンボジア、ベトナム、タイ出身の結婚
移民者である主婦を招聘し、小学生に教育を実施する
こともある。また、多文化家庭の多数を占めるアジア
－韓国文化理解のための資料を開発し、優秀事例を中
心に映像の開発を推進している。

4.	多文化家族

多文化家族が増えることで（表2参照）、中央政府
である保健福祉家族部は2008年10月30日、結婚移民
者や子女など多文化家族の社会統合を支援するため、
多文化家族のライフサイクル別オーダーメイド型支援
強化対策を発表した。多文化対策は、4大政策目標と
3大政策推進方向を提示している。政策目標は、政策
対象別に１）結婚移民者の早期定着と自立力量の強化、
2）多文化家族の安定的な生活の維持、3）子女の健
全な成長とグローバル人材の育成、4）国民の多文化
社会に対する理解増進である。政策方向は、１）結婚
移民者と子女、配偶者などの家族構成員全体を対象に
政策を体系化し、2）家族のライフサイクル別オーダ
ーメイドサービスの提供、3）官民協力による効率的
サービス伝達体系の構築である。対策は多文化家族の
ライフサイクルにあわせ7大政策課題、21の細部推進
課題、66の細部事業内容（新規事業20、拡大・強化
40、従来の政策6）で構成される。
推進課題の主な特徴は、家族ライフサイクル全般に

表2　韓国の多文化家族人口、2006-2008年 単位 :名

年度
多文化家族 結婚移民者 Aの子女

（A+B+C） （A+B） 非帰化者（A） 婚姻帰化者
（B） （C）

2006 130,014 104,768 65,243 39,525 25,246

2007 171,213 126,955 87,964 38,991 44,258

2008 202,392 144,385 102,713 41,672 58,007

資料:行政安全部、『国内居住外国人の実態調査結果』、各年度。

表3　家族ライフサイクル別7大政策課題、2008年

周　期 政策課題
結婚準備期 結婚仲介脱法防止および結婚予定者の事前準備支援
家族形成期 結婚移民者の早期適応および多文化家族の安定的な生活の支援
子女養育期 多文化家族の子女妊娠・出産・養育支援
子女教育期 多文化児童・青少年の学習発達および力量開発の強化
家族力量強化期 結婚移民者の経済・社会的自立力量の強化
家族解体時 解体した多文化家族子女および片親家族の保護・支援
全段階 多文化社会履行のための基盤構築

保健福祉家族部、『多文化家族生涯周期別支援強化対策』、2008。
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わたり配偶者教育、家族統合教育、父母子女プログラ
ムなど、家族全体を対象とする事業を体系化し、拡大・
多様化しながら特に今後韓国社会の柱となる子女の健
全な成長を支援するための養育・保育・成長支援政策
に比重をおいている（表3参照）。
また、結婚移民者の経験する最も大きな問題である
意思疎通問題を解消するため、通訳・翻訳支援事業を
本格的に実施する対策を含んでいる。サービス登録と
提供システム、多文化家族支援センターを中核伝達体
系として拡大設置、多様な機関との連携と協力体系の
構築などを通して、多文化行政サービス死角地帯の解
消とサービスの重複を防ぎ、事業効率化と需要者の体
感度を高めることに焦点を置いている（韓国移民政策
発展財団,2009.05:30-33）。

Ⅳ.	 対策の模索

韓国の社会統合は未だ初期段階にとどまっており、
今後も幾つかの点に留意しながら、発展させていくべ
き課題を抱えている。第一に、先進国の事例を参照し
ながら、結婚移民者、外国人労働者、多文化家族を全
体的に包括する総合的社会統合プログラム履修制を通
して、韓国語教育や韓国社会・文化教育をより強化す
る必要がある。韓国語が可能な朝鮮族同胞や韓国文化
になじみのない東南アジア出身の外国人結婚移民者や
単純労働者が同時に存在するため、並列的かつ多様な
社会統合の対策が要求される。長期居住しながら多文
化子女を養育しなければならない結婚移民者と、今後
長期間滞在する可能性のある外国人労働者のための会
統合プログラムを提供しなければならない。9

第二に、結婚移民者・外国人労働者ともに、より長
期的かつ安定的に社会統合プログラムを履修すること
ができるようインセンティブを提供する必要がある。
結婚移民者に関しては、今後も国籍取得や社会統合プ
ログラム履修制をより強化し、両方を並行させていく
べきである。これまで社会統合プログラム履修制の効
率が大変低迷であった現実を鑑み、農村地域に分散居
住する結婚移民者や週末以外に時間的余裕のない外国
人労働者であっても容易にプログラムを履修すること
ができるよう、受講時間や場所を増やしたり、インタ
ーネット受講の機会を提供すべきである。農村地域で

あるためアクセスが難しかったり職場に勤務しなけれ
ばならないため、社会統合プログラムを履修すること
ができない現実を考慮すべきである。
外国人労働者に対しては、韓国入国後の訓練期間を
少なくとも90日以上に延長し、学習費用については
中央政府がそのかなりの部分を負担する方法を検討す
る必要がある。入国後、初期段階で韓国語や韓国文化
を教育することが、後になって分散的に教育するより
もずっと効果的である。また、就業後一定期間が経過
した後に再教育課程を履修する必要があり、そのため
の教育バウチャーや補助金の支給を考慮する必要があ
る。次のような図１に基づき社会統合プログラムの履
修時期を多様に検討すべきである。
第三に、結婚移民者や外国人労働者のための初期プ

ラットフォーム制度や相談（カウンセリング）制度を
運営する必要がある。劣悪な経済環境の中で結婚や育
児をしたり、勤務開始後社会統合プログラム履修が現
実的に困難であることを考えると、入国後約１ヶ月は
集中的に社会統合プログラムを履修させることが望ま
しい。多文化家族での理解や企業主の了解の下で果た
してどれだけ社会統合プログラムを履修することがで
きるか、事前に調査する必要がある。結婚移民者にと
って社会統合は国籍取得につながるものであるが、外
国人労働者には直接のインセンティブとなるものがな
い。そこで、正規の外国人労働者を雇用する雇用主が
プログラムの履修を申請し完了した場合、税制優遇や
補助金を与える必要がある。
第四に、モデル地域を指定し外国人住民と共に市民
を対象に多文化教育を拡大し、多文化社会統合プログ
ラムの案内サービスを集中的に強化する作業が必要で
ある。首都圏地域に結婚移民者や外国人労働者が集中
している。ソウル市内のABT（Active Brain Tower）
大学 や放送通信大学制度を活用し、結婚移民者プロ
グラムの履修制を拡大したり、城東区や京畿道安山市
をモデル地域と定め、外国人労働者の社会統合のため
のプログラム履修制を実施してみることが望ましい。
これまでの外国人対策は、きわめて法律や制度形成を
中心に偏ってきたが、実際の事例や費用対比効果を測
定・反映する過程が十分でなかったのが事実である。
よって、新しい社会統合履修制を開発し、外国人住民
が居住する地域でモデル事業として実施してみる必要
がある。

 1ヶ月  6ヶ月 2年 3年 5年
　送出国家>>　 入国後>>　 入社後>> 　就業中教育>> 　再教育>> 　帰国前再就業教育

図1　社会統合プログラム履修時点
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Ⅴ.	 結論

長期的に見る場合、外国人対策と社会統合政策を連
携していくべきとの意見に反論の余地はない。中央政
府は結婚移民者に対する福祉政策を積極的に増やし、
外国人労働者の長期滞在に対応して、より積極的な社
会統合政策を模索する必要がある。同時に地方政府、
大学機関、市民団体、外国人代表者が集まり、居住環
境の改善や社会統合を持続的に推進していくための具
体的対策を模索する会議を構成する必要があり、常設
機構として設置する事が望ましい。
移住民のための社会統合の目的は何なのか、社会統
合において外国人労働者、結婚移民者間の差異は何な
のか、社会統合の内容はどのように構成されるべきか、
社会統合のための担当機関が配置されるべきか、従来
のプログラムと再調整はどのようにすべきか、外国人
と内国民との連携教育または参加教育への対策はある
のか、などについて深く論議されるべきである。
結婚移民者や外国人労働者の社会統合教育の適切な
時期はいつか、多文化家族と企業主の参加程度、自発
的であるべきか或いは義務的であるべきか、選択的で
あるべきかまたは統合式の一貫教育であるべきかなど
も、細かく検討されるべきである。例えば、結婚移民
者の社会統合プログラム履修制をより発展・拡大させ
外国人労働者に適用していく事は、今後重要な課題と
なるのではないかと思う。
李明博政府の外国人政策には、二重性が垣間見られ
る。より積極的に外国人労働力や在外韓国人などの人
材を誘致したり、国内にすでに居住している外国人熟
練労働者を少しずつ受け入れる一方で、未登録外国人
労働者に対して本格的な取締りを断行し、彼らを本国
に送還させることで国内雇用を増やし、同時に外国人
犯罪を事前に防ごうとしている。しかし、多国籍の外
国人対策という観点から離れ、不利な状況で差別を受
ける少数者の権利保護という観点から、結婚移民者や
多文化子女、外国人労働者の社会統合を考慮する必要
がある。
また、制度や政策として国家機関だけでなく地方政

府や企業団体の共同責任も考慮されるべきである。持
続的かつ安定的な社会統合政策を展開することで、結
婚移民者の国内定着とともに、熟練した技術を備えた
外国人労働者や有能な外国人人材の国内定住を促進す
ることができるのである。二重的な政策基準よりは、
普遍的で信頼できる対策が設けられるべきである。中
央政府の政策の進展や転換に合わせ、地方政府も各地
域に構築された社会統合プログラムを推進し、大学な
どと連携して諸施策の効率性を高める対策を模索すべ

きである。
農村や地方に分散している結婚移民者や、時間の余
裕がない外国人労働者がより容易にプログラムに参加
することができるように配慮し、未登録外国人も間接
的には社会統合の対象とすべきである。外国人住民の
社会統合は、単純な教育プログラム提供や制度変更で
は解決することができず、中央政府の移民政策、労働
政策、社会統合政策が調和を成し、地方政府や大学機
関、市民団体がこれをバックアップしてこそ可能なの
である。
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務的に履修しなければならない。もっとも法務部は、基本的に
はドイツ式を念頭においている。
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7 2008年2月29日外国人勤労者の雇用などに関する法律の一部改

正により、未登録外国人労働者に対する滞在期間が5年を越さ
ない場合、最長2年間就業活動を許容した。つまり、2006年3

月31日基準で国内滞在期間が3年未満である者は、2008年2月
末まで国内滞在や就業を許可する等の救済措置が法務部により
取られた。外国人勤労者の5年間の居住延長は、一次的にはこ
こに起因するのではないと思われる。

8 ドイツの地方政府による社会統合プログラムでは、多文化子女
が入学する場合、必ず両親の一人が一定期間定期的に子女と同
じ学校に登校し受講するよう定めている。

9 昨今の景気低迷により職場を離れた外国人勤労者も大きく増え
るものと予想される。会社の事情による退職や経営上不可避な
どの理由で事業場を移す外国人勤労者の数は、昨年10月673人
から今年10月1,149人（149％増）となった。外国人勤労者の
8割以上が30人未満の小規模事業場で働いているが、経済不
況の影響により零細な事業場では生産を中断したり閉鎖してし
まう場合が少なくないからではないかと思われる。実際に、非

専門就業ビザ（F-9）で韓国で合法的に働く外国人勤労者は、
2007年12,908人から2008年15,324人へと大きく増えた反面、
彼らを雇用した事業場は2007年44,667から2008年41,729（6.6％）
へと減少した。労働部は中小製造メーカーが雇用環境改善のた
め施設投資をし、外国人勤労者を内国人に代替した場合、1回
に限り勤労者一人当たり120万ウォンの支援金を支給した。ア
ジアトゥデイ2008.12.07報道。

10 ABT（Active Brain Tower）大学は、2008年5月に法務部が多
文化研究や専門家を養成するために、教育機関として指定した
大学をいうことであり、首都圏に8個大学をはじめ、全国に20

個の大学が指定を受けている。


