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（要約） 
 

韓国における保育政策をめぐる政治過程： 
権力資源動員・手柄争い・非難回避の政治  

 
 

氏 名 崔 佳榮 
 
 
第１章 少子化と保育政策 
 
女性の労働と子育ての両立を支援する保育サービスの供給不足や子育てにかかる莫大な経済的負担

から、先進諸国における出生率の低下は解消されず、この問題は、福祉の提供に対する家族の負担が最

も大きい家族主義福祉レジームにおいて特に深刻である。韓国は、日本と同様に脱商品化の程度が低く、

保育や介護の家族に対する負担が重いという特徴が見られることから、家族福祉を前提に社会支出を抑

制してきた家族主義福祉レジームに分類されてきた。家族主義福祉レジームにおいて、補完性の原理に

基づき、家族を基礎単位とする親密な社会的ネットワークがうまく機能しない場合に限って公的な介入

を行ってきたため、極めて受動的で限定的な家族政策が展開されるようになった。したがって、家族主

義福祉レジームでは、家族政策の充実度をはかる目安となる家族関係社会支出は 2011 年現在 OECD 平

均（対GDP比 2.2％）より低い 1.6％以下であり、全社会支出を 100％とした場合、家族関係社会支出が

全体に占める割合（構成割合）は 5〜6％と、OECD平均である 10.3％を大きく下回る。一方、韓国にお

ける家族関係社会支出の対 GDP比率は 0.9％と低いものの、構成割合は 1990年 1.0％から 2013年 11.6％

へと急激に上昇することで、家族主義福祉レジームに属するとされる諸国の基準範囲から大きく逸脱し

つつある。 

本論文では、韓国における家族関係社会支出の約 90％を保育政策が占めているという点から、保育政

策に焦点を合わせて議論を展開した。本論文の問いは、以下の三つである。第一に、「韓国における保育

政策の急展開を如何に理解すべきか」という問いである。この問いに答えるために、第二に、「保育政策

は実際にどのように変化したのか」、第三に、「保育政策の各段階はどのような政治過程を通じて変化し

たのか」という下位の問いを立てている。以上三つの問いに答えるための分析枠組を設定するために、

「家族主義福祉レジーム」と「韓国における保育政策」に関する先行研究を検討した。まず、家族主義

福祉レジームの特徴と韓国がその家族主義福祉レジームに属していることを改めて確認した。また、韓

国における保育政策の政治過程においては、大統領制、政党間競争のほかに女性の権力資源動員、経路

依存性、各政策段階による政治パターンの違いを見る必要があり、本論文では、権力資源動員論と歴史

的制度論（とりわけ経路依存性、手柄争いの政治、非難回避の政治）を分析枠組として採用することと

した。 

 
第２章 韓国における保育政策の変容 
 
韓国の保育政策は、親の保護を欠いている低所得共働き世帯に育つ子どもを支援するために 1962 年

に制定された児童福利法の中にある「託児事業」から始まった。核家族化が進む中で働く女性が増加す

ると、子どもの保護と養育のためには、独立した託児関係法が必要であるということで 1991年嬰幼児保

育法が制定された。新しい法律を「託児」ではなく「保育」にしたのは、従来の託児施設が提供してい

た保護サービス以外にも、教育サービスもバランスよく提供したいという意図が込められていた。その

後、韓国の保育政策は急速な量的拡大を遂げただけでなく、長い間、親の責任とされてきた子どもの養

育問題が国や社会の責任でもあるという認識が広まった。しかし、親の保護を欠いている場合に限って

国が介入することを目的とする同法に基づいた保育政策は制限的・選別的な性格を持っていた。また、

受益者負担を原則としているという点からも、保育に対する社会的責任という意識は薄かった。その結

果、民間保育施設を中心に拡充がなされた。2003年当時、全体保育施設の 93％が民間保育施設であった



が、それら施設の質の管理や監督が適切に行われていなかったため、保育サービスの質に関する批判が

後を絶たなかった。保育サービスの質の向上をめぐって様々な議論がなされた結果、2004年嬰幼児保育

法が全文改正された。 

 1990年代半ば以降一貫して低下していた韓国の特殊合計出生率（total fertility rate, TFR）は、2005年に

はついに1.08という史上最低値に落ち込み、韓国社会に大きな衝撃を与えた。政府は少子化の原因とし

て、所得と雇用の不安定、不十分な育児支援による仕事と家庭の両立困難などを指摘し、解決策として

保育政策に対する本格的な財政投入を始めた。「少子化問題」が福祉政治における新たな争点として登場

することで、それまで低所得世帯や共働き世帯の子どもに対する支援が中心となっていた保育政策は、

全ての子どものための普遍的な保育政策へと方向転換することになった。そのため、盧武鉉政権の発足

とともに、「女性の労働力化」という視点から共働き世帯を中心に選別的に行われてきた保育政策は、出

産奨励のための普遍的政策へとその性格を大きく変えた。他方、少子化問題が養育費用負担の問題へと

単純化されることで、保育施設への投資ではなく、保育料支援を中心とした保育政策が展開されること

になった。保育バウチャーという形で政府の支援を可視化させた李明博政権では保育政策がさらに拡大

し、朴槿恵政権においては、全ての0〜5歳児のための無償保育が実現した。 

 

第３章 盧武鉉政権における「保育政策の形成」をめぐる政治過程： 
権力資源動員の政治 

 

1991年嬰幼児保育法が制定されてから選別的制度として存在していた保育政策が、普遍的制度として

整備されたのは、少子高齢化という巨大な時代の流れの中で経済と福祉とのバランスを図るために盧武

鉉政権が下した決断であった。 

保育政策を普遍的制度として整備するための第一歩は、それまで保健福祉部が担当していた保育業務

を女性部に移管することであった。韓国の大統領は公務員の任免権を持つため、盧武鉉大統領は就任し

て間もなく、保育政策を拡大するための人選に踏み切った。保育料支援の拡大と女性部の権限強化を公

約として掲げていた盧武鉉大統領は、保育業務の女性部移管を通じて二つの公約を同時に実現できると

思ったのである。そのため、行政や政治とは全く無縁だった女性教授であった金花中を保健福祉部長官

に任命した。金長官は省庁間の縄張り争いをする代わりに、盧武鉉大統領の意思にしたがって保育業務

を女性部に引き渡すことを自ら先に提案した。これに対して、女性団体だけでなく国会の女性委員会に

所属する女性議員らも積極的に支持を表明することで、女性部は保育業務をも担当する女性家族部に拡

大された。女性部は官僚の多くが女性団体と緊密な関係にあったため、女性団体の支持を得て保育政策

を推進することができたが、それは女性団体が政府に圧力をかけるチャンネルにもなった。 

第 17代総選挙を控えていた 2003年 8月には、321の女性団体が連合して「第 17代総選挙のための女

性連帯（以下、総選女性連帯）」を発足させた。総選女性連帯は比例区の議席を拡大することや国会議員

選挙において比例区 50％、選挙区 30％の女性クォータ制を義務付けることを政府に要求する一方、クォ

ータ制に関して国会に関連法律の改正案を提案するなど、様々な手段を使って圧力をかけた結果、国会

議員選挙の場合、比例区名簿の 50％を女性候補者にしなければならないという義務条項と選挙区候補者

の 30％を女性にしなければならないという勧告事項が導入された。その結果、義務としてクォータ制が

導入された比例区だけでなく、勧告に過ぎない選挙区部門においても、女性の立候補者数と当選者数は

着実に増加し、2016年現在、大韓民国国会における女性議員の割合は 17.0％に達している。このような

女性議員の増加は、その多くが保育政策を担当する女性委員会に所属するということから、保育政策が

女性の手で決められるようになったという意味を持つ。 

サービス向上のために保育料を自由化しようとする財政経済部に対して、女性家族部は当初「保育の

公共性」という概念を理由に保育料自由化に反対する立場をとっていた。しかし、政府からの圧力に耐

えられなかった女性家族部長官は、従来の立場を変えて一部の例外施設を認めるべきであると発言した。

これに対して女性団体は「民間保育施設の割合が 95.4％に達している現状において、保育料の自由化は



保育料の全体的な上昇につながりかねず、高い保育料が負担になって多くの女性は結局仕事をあきらめ

ることになるので、女性の働く権利を侵害するものだ」として強く反発した。女性団体は、女性家族部

を通して政策選好を擁護することには失敗したが、女性議員を効果的に動員することで、保育料自由化

の阻止に成功した。他方、女性家族部は女性団体と政府省庁との間でジレンマに陥り、女性団体の利益

だけを代表することができず、政府省庁間連帯を通じて政策過程における影響力行使もできないまま、

存在意義を失ってしまった。 

盧武鉉政権は、女性が出産や育児を機に労働市場から離脱してしまうという問題を解決し、女性労働

力をより効率的に活用することに大きな関心を持っていたため、長らく家庭養育が一般的となっていた

0〜2歳児に対して施設保育を推進する政策を展開した。保護者が安心して子どもを預けられるように保

育施設の質を改善するためには、保育料を従来の二倍に引き上げる必要があるという調査結果に基づき、

その差額を政府が補助するという案が出されたが、これは予算の都合上実現しなかった。ところが、政

府と与党ウリ党の懇談会で、女性家族委員会所属の女性議員らが基本補助金を徐々に増やしていくこと

を提案することで議論は再燃した。その後、基本補助金に関する議論は、保育政策の管轄省庁ではなく、

ウリ党のイニシアティヴで展開された。ウリ党のこのような動きを理解するためには、当時ウリ党が置

かれていた政治的な状況を把握しておく必要がある。ウリ党を統括するリーダーの不在や党内派閥間対

立による混乱は、支持率の下落だけでなく補欠選挙の全敗につながり、党の存続そのものが危うくなっ

たのである。その後、基本補助金を 3〜5歳児にも拡大する案が出されたが、保育料自由化とともに争点

化されることで女性団体の支持を得ることができず、保育料自由化とともに先送りが決まった。 

保育予算額は、盧武鉉大統領が就任してから毎年 2千億ウォン以上増え続けることで、任期中に 5倍

以上に膨れ上がった。韓国における保育政策はその後も経路依存的に拡大し続けており、盧武鉉時代の

保育政策は、その後の保育政策を大きく規定する決定的分岐点をなしたと言える。 

 

第４章 李明博政権における「保育政策の拡大」をめぐる政治過程： 
手柄争いの政治 
 

経済成長をありとあらゆる問題の「万能薬」と考えていた李明博大統領は、自助を強調する「能動的

福祉」という理念の下で福祉政策を推進した。李明博政権は、女性家族部を廃止しようとしたが失敗し、

その代わりに保育業務に対する権限を再び保健福祉部に移譲することで、保育政策の転換を準備した。 

盧武鉉政権によって拡大された女性家族部は、保育政策を策定していく上で明確な方向性を提示でき

ないまま、政府と女性団体の間で右往左往し、自らの存在意義を失ってしまった。そうした中で女性家

族部は、大統領に当選した李明博候補が小さな政府を指向し、省庁統廃合を公約として掲げていたため、

存続の危機を迎えた。彼の政府組織改編案に女性家族部が保健福祉部に吸収・統合されるという内容が

盛り込まれていることが明らかになると、女性議員や女性団体などの反対活動が始まった。さらに、大

統領職引き継ぎ委員会が政府組織法の改正案を正式に発表すると、女性団体は改正案の国会成立を妨げ

るために女性議員の動員に乗り出した。その結果、女性家族部は存続できたものの、保育や家族業務を

保健福祉部に奪われることで、発足当時の小型省庁に戻った。国会においても、保育政策が女性家族委

員会から保健福祉家族委員会に引き渡されることで、女性家族部との強い連帯をもとに保育政策に大き

な影響力を行使してきた女性団体はそのチャンネルを失うことになった。 

一方、長年韓国政治を特徴付けてきた地域間亀裂・対立は、勝者総取りを生み出す小選挙区制や権力

を集中させる大統領制、選挙競争を激化させる二大政党制と相まって、増強されてきた。しかし、各地

域のリーダーが政界から引退することで、従来の権力の形成と維持の基盤であった地域別の求心力が弱

まり、階層間亀裂や世代間亀裂という新しい亀裂が登場することで、政党間競争も以前とは異なる形で

展開されるようになった。各政党は、成長と分配をめぐる階層間・世代間の対立を煽る「福祉」という

争点を前面に掲げるようになったのである。野党民主党が先取りした「無償給食」という政策への国民

の支持が圧倒的に高まると、守勢に立たされた与党ハンナラ党は学校給食の選別的無償化案とともに、



所得上位 30％を除く残りの 70％に保育料を全額支援する「無償保育」を切り札として提案した。それま

では選別的な無償保育を主張していた保守政党さえ普遍的な無償保育へと党の政策基調を転換させたの

である。そこで、李明博政権は保育政策を拡充する「手柄争いの政治」に走ることになった。 

このように李明博政権は、本来の新自由主義信念に反してまで保育政策を拡大し、国民的支持を得よ

うとしたが、保育予算の膨大な増加にも関わらず、保育政策に対する国民の満足度が低いことが問題に

なった。そこで、政府から具体的に「いくら」に相当する支援を受けているのかを親に体感してもらう

ために導入されたのが「保育バウチャー制度」であった。しかし、これによって「保育施設を利用しな

いと損」という認識が広まり、施設利用率が急増したため、政府は爆発的な保育需要を抑えるために、

保育施設を利用していない親の「不利益」を是正するための養育手当を導入した。しかし、財政の歯止

めのない膨張を恐れた政府・与党は、選挙における支持率の上下動を睨んで、養育手当の積極的な拡大

と抑制を繰り返した。このように、保育政策は「手柄争い」に利用されたため、脱家族化を促進する保

育の社会化とともに再家族化を促進する養育手当が同時に展開され、女性の労働力化という観点から見

れば一貫しない政策が取られたのである。 

2011年の大晦日、国会は、2014年から実施するとされていた 0〜2歳児保育の無償化案を予定より 2

年早い 2012年から実施するための予算案を成立させた。担当の保健福祉委員会でさえ議論されたことの

ない内容が突然予算案に盛り込まれたにも関わらず、与野党は両手を挙げて賛成したのである。2012年

には、総選挙と大統領選挙が 20年ぶりに同じ年に行われることになっていたため、国民の支持を得よう

という政府・与党の戦略であった。ここでも、李明博政権における保育政策は、選挙戦で手柄を主張す

るための手段となっていた。同年から 5歳児「ヌリ課程」の実施も 2011年 5月既に決まっていたため、

無償保育の対象外となった 3〜4歳児を持つ親たちは、相対的な「不利益」を意識するようになり、政府

の方針に強く反発した。そこで、政府は、翌 2013年から 3〜4歳児に対してもヌリ課程を拡大すること

を余儀なくされた。予算を担当する企画財政部と政策を担当する保健福祉部は保育政策の急激な拡大に

よる財政破綻を恐れたため、0〜2歳児保育の全面無償化が実現してからわずか 3ヶ月後と 5ヶ月後に全

面無償化を撤回することをそれぞれ発表したが、翌年行われる大統領選挙を控えて有力な候補だった朴

槿恵・文在寅・安哲秀の反対で撤回計画は白紙に戻った。 

このように李明博政権は、保育政策の拡大を通じて手柄を立てることで国民の歓心を買おうとしたが、

「無償保育」はもはや有権者にとって「当然の利益」として認識されるようになり、それを奪われるこ

とは相対的な「価値はく奪」を意味するようになっていた。 

 
第５章 朴槿恵政権における「保育政策の放棄」をめぐる政治過程： 
非難回避の政治 
 
朴槿恵大統領が公約として掲げた「国家責任保育」は、階層間亀裂や世代間亀裂が深刻化している中

で、貧困層だけのための福祉ではなく全国民のための福祉、高齢者だけのための福祉ではなくライフサ

イクル別の福祉の一環として位置付けられていた。 

朴槿恵政権の発足と同時に、全ての 0〜5 歳児を対象とする保育・幼児教育が無償で行われるように

なったが、政府はそのために財源を調達する手段を持っていなかった。そこで、政府は 3〜5歳児のため

の幼児教育共通課程であるヌリ課程（以下、ヌリ課程）における責任を地方教育庁に転嫁しようと、大

統領令で決められる嬰幼児保育法の施行令の改正に踏み切った。嬰幼児保育法の施行令で、「無償教育費

用を「地方教育財政交付金法」による普通交付金で負担する」と規定したのである。これに対して、国

会の立法調査処は、嬰幼児保育法に財政の確保や配分方法が具体的に明示されていないまま、その法律

の施行令を他法である地方教育財政交付金法の内容に言及して説明することは、上位法と衝突するとい

う解釈を打ち出した。そして、国会本会議では「施行令等の行政立法に対して、国会が修正・変更を求

めることを可能にする」国会法一部改正法律案が可決されたが、朴槿恵大統領がそれに対する拒否権を

行使したため実現には至らなかった。 

ヌリ課程の財源とされていた地方教育財政交付金の規模は、内国税収入によって決まるという点から、



国内景気の低迷により教育財政が深刻な危機に陥る可能性がある。ヌリ課程に関する議論が始まった

2011年当時は、内国税の規模が増加傾向にあったため、地方教育財政交付金も毎年 3兆ウォンずつ増え

ることが予測されていたのに対して、生徒数は減少傾向にあったため、教育財政に余裕が生じると考え

られていた。しかし、実際には景気が悪化し、地方教育財政交付金がむしろ減少したため、2013年 1兆

3千億ウォン、2015年には 9兆 9千億ウォンに達する歳入欠陥が発生した。こうした中で、ヌリ課程の

支援対象が 5歳から 3〜4歳まで拡大されることになったため、その財源負担をめぐって政府と地方教育

庁との間で対立が深まっていった。朴槿恵政権は、新しい政策を導入する上で必要な新たな財源を提示

せずに、地方教育財政交付金によって政策を実現しようとしたため、地方の反発を招いたのである。 

ここで朴槿恵政権の戦略は、「手柄争いの政治」から「非難回避の政治」へと移行したと言える。朴

槿恵政権は、「可視性の低下」という非難回避の戦略を駆使して財源確保の責任を財政負担能力のない地

方政府に押し付けた。嬰幼児保育法や幼児教育法の施行令を改正することで、ヌリ課程が地方教育庁の

責任であることを明記しただけでなく、自治体に補正予算の編成や地方債の発行を通じてヌリ課程の予

算を確保することを強要した。そのために、政府は地方政府がヌリ課程のために１兆ウォンの地方債の

発行を可能にする地方財政法改正案を成立させた。さらに、政府は野党の主導で導入された「無償給食」

に地方財政が破綻した理由を求め、無償保育に国の予算を投入していない朴槿恵政権の責任から国民の

目を逸らそうとした。無償保育と無償給食の対決構図を作ることで、無償保育の恩恵を受けている 0〜5

歳児の親と無償給食の恩恵を受けている小中学生の親の対立構図を創り出した。政府は、「異なる利害を

持つ集団間の対立を煽ることで非難の矛先をかわす」スケープゴートを発見したのである。 

さらなるスケープゴートを政府は発見する。2014 年末から 2015 年初、仁川市の保育施設でわずか 3

ヶ月の間に児童虐待事件が相次いで発生すると、2 年前から保育の全面無償措置が実施されることで、

自宅で子どもを養育していた専業主婦も保育施設に子どもを預けることが多くなったことが問題の原因

として指摘された。つまり、施設保育が不要な子どもまで預けられるようになって、監督が十分行き渡

らなくなったところに事件の背景があるというのである。保健福祉部はこのような主張に便乗して、政

府が管理及び監督を怠った責任を専業主婦に転嫁することで非難を回避しようとしただけでなく、無償

保育の縮小を試みた。非難回避のために、専業主婦という「スケープゴート」を発見したのである。保

健福祉部長官は、「専業主婦が全日制の保育施設に子どもを預ける理由はない」とし、「合わせ型保育」

（働く女性と専業主婦、それぞれに合わせた保育）を導入することで、専業主婦の保育施設利用の需要

を減らす意向を表明した。多くの専業主婦がこのような政府の発表に「差別」だと反発すると、むしろ

彼女らを非難する声が高まった。専業主婦をスケープゴートにした政府の非難回避の戦略は韓国社会で

支配的になっていた伝統的な性別分業論に支持されて大きな効果を挙げたのである。 

以上、朴槿恵政権において保育政策は、経路依存的にさらに拡大したものの、景気の悪化によりそれ

を裏付ける財源が確保できなくなると政府は責任放棄を選択した。また、それに対する政治的責任から

逃れるために、様々な戦略を駆使して非難回避の政治が繰り広げられた。 

 

終章 まとめ 
 
本論文では、韓国における保育政策が形成・拡大・放棄される過程において、それぞれ、権力資源動

員の政治・手柄争いの政治・非難回避の政治を通じて政策決定がなされたことを分析した。韓国におけ

る保育政策の急展開は、少子化という先進国共通の危機だけでは説明できない。むしろ、政治アクター

による積極的な政策決定と彼らが置かれていた政治的環境によって実現したと言える。保育政策の形成

期においては、受益者となる集団の権力資源動員が大きな役割を果たした。特に、韓国政治において、

長らく注目されてこなかった女性という政治アクターが、女性部の権限強化や女性クォータ制の導入と

いう制度変化によって、政策決定過程を左右する権力資源となり得ることを示した。また、普遍的な保

育政策が一度形成されると、それが母親・保育施設を受益者集団と化し、彼らの存在が保育政策を経路

依存的なものにしたことを明らかにした。 




