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はじめに



1. はじめに

· 新型コロナによりシャドーワークと見なされてきた介護労働が水面に浮上

· 介護労働はソーシャルディスタンスや非対面サービス提供が不可能な

利用者との密接接触が必要な労働

· 介護労働者は新型コロナの中、ソーシャルディスタンスの状況にもかかわらず、

高齢者の生存と暮らしの質のためその日常を黙々と支えてきた

· 感染症など災難状況で介護労働は、社会的脆弱階層のため中断できず、

むしろ一層必要にならざるを得ないエッセンシャルワークである

출처 : 한해 400만원떼이는요양보호사..."원래그런줄
알았는데" (hankookilbo.com)

新型コロナによる介護労働の再発見

シャドーワークから

エッセンシャルワークへ

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021102917240000363


170000

3277

1093

37000

16000

30000

52000

54000

26000

13000

164000

105000

17000

4000

29000

240000

83000

23000

156000

3000

82000

450000

5973

2135

2180

215000

コールセンター
リハビリ用品選別員

医療廃棄物収集及び運搬員
清掃員
清掃員

クイックサービス配達人
宅配運転手
宅配運転手

大型貨物車運転手

流通関連配送運転手

代行運転手
バス運転手

産婦新生児サービス従事者
家事・看病サービス従事者

高齢者介護従事者

保育士
社会福祉施設従事者

ベビーシッター
家事・育児支援者

障がい児介護支援者
障がい者活動支援者

療養保護士(介護士)

防疫消毒人員

精神健康福祉センターケアワーカー

医療施設派遣医療人員

医療施設看護人員

韓国のエッセンシャルワーカー比率(%)

1. はじめに
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出典:雇用労働部報道資料(2020) 新型コロナ対応のための必須労働者保護支援対策
2020.12.24.
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韓国介護労働者の現住所
: 高齢者介護労働者を中心に



2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者の現況

介護サービス分野別従事者現況

全体 109.1万人

区分 人数 区分 人数

1 療養保護士(介護士)1) 45万人 6 社会福祉施設従事者 8.3万人

2 障がい者活動支援者2) 8.4万人 7 保育士 24万人

3 障がい児介護支援者 0.3万人 8 老人介護従事者 2.9万人

4 家事・育児支援者 15.6万人 9 家事・看病サービス従事者4) 0.4万人

5 ベビーシッター3) 2.4万人 10 産婦新生児サービス従事者4) 1.8万人

出典 1) 療養保護士(介護士) : 全体450,970人、訪問381,359人、施設76，011人
国家統計ポータル、市・郡・区別介護機関専門人員現況(2021.12.10.) https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=350&tblId=DT_35006_N022&conn_path=I2

2) 韓国障がい者開発院(2021). 2021障がい統計年報.
3) ベビーシッターサービスホームページ
4) 社会サービス電子バウチャーホームページ、主要統計(2020)資料 https://www.socialservice.or.kr:444/user/htmlEditor/statistic/view.do?p_sn=15

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=350&tblId=DT_35006_N022&conn_path=I2
https://www.socialservice.or.kr:444/user/htmlEditor/statistic/view.do?p_sn=15


▶ 高齢者介護労働者の一般的特性

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者の現況

男性, 
5.3

女性, 
94.7

· 中高齢女性が介護士のほとんどを占める
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介護士の年齢代比率(%)

50歳以上が88.2%

介護士の性別比率(%)

女性が 94.7%

出典：カン・ウナ他(2019)、2019年度介護実態調査



▶ 介護士全体の労働条件

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者の現況

平均賃金(万ｳｫﾝ) 月平均勤務時間 訪問介護の雇用形態介護士全体の雇用形態

全体 訪問介護 全体 訪問介護 正規職 契約職
(全日制)

契約職
(時間制)

正規職 契約職
(全日制)

契約職
(時間制)

平均賃金 122万ウォン(訪問介護 90万ウォン) 
勤務時間 114時間(訪問介護 85時間)、雇用形態 正規職 38.1%(訪問介護 20.2%)

出典：カン・ウナ他(2019)、2019年度介護実態調査



・ 介護施設
健康危険群の集合的居住施設という点で感染危険空間

・ 訪問介護
訪問介護労働者に安全なサービス提供を保障するのか、
誰が感染者や自主隔離の利用者を介護するのか、
いくつかの問題に直面している(ヤン・ナンジュ、2020)。

・ このような状況で介護労働者は感染症の危険を甘受し、
介護サービスを提供しなければならない

・ 介護を受ける高齢者は感染脆弱階層である高齢者なので、
介護労働者の責任がより求められる

年齢別コロナ死亡者比率(%)

60歳以上が92.5%

出典：疾病管理庁(2021.1.7、0時基準)
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2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ

高齢者介護サービスの現況



新型コロナ感染症(COVID-19) 介護士被害実態(アンケート調査)

参加人員 : 在籍中の ソウル市の介護士 3,456人
調査期間 : 2020年4月23日〜4月29日

女
性

男
性

<調査対象者性別> <調査対象者年齢> <給与種類別所属機関>

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 訪問介護 デイケア
センター

施設
(介護施設等)

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ



新型コロナ感染症(COVID-19) 介護士被害実態(アンケート調査)

<雇用中断の有無>
中断経験あり
20.8%(714人)

あ
る

な
い

<雇用の中断期間>
中断経験のある回答者のうち

1か月以上の中断比率44.5%(313人)

<雇用中断の程度>
一部中断76.2%(539人)

1〜4日 5〜9日 10〜29日 1か月以上 すべて
中断

一部
中断

その他

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ



<雇用中断の事由>

利用者又は
家族の通知

機関の
要請

本人の意思
(感染憂慮等)

<コロナによる雇用中断時の機関の措置事項>

新型コロナ感染症(COVID-19) 介護士被害実態(アンケート調査)

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ

待機措置(無給) 他の利用者にサービス提供
自発的な退社
強要

その他

機関の一方的な解雇(辞職書作成等)



<感染の恐れに対する不安> <雇用中断と所得減少に対する不安>

新型コロナ感染症(COVID-19) 介護士被害実態(アンケート調査)

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ

(とても)ある 普通 （全く）ない (とても)ある 普通 （全く）ない



新型コロナ感染症(COVID-19)による介護士被害事例

▶介護士の雇用中断による生計の脅威

1) お年寄り、保護者からサービス中断の要請

2) 介護機関の一方的な措置

: 無給休職同意書強要、一方的な人員削減通知、個人都合の辞職書強要

▶ 健康権の死角地帯 : 感染の恐れ及び防疫物品の不備

▶ 介護施設でのコホート隔離による権利侵害

生計の脅威
介護士A

「コロナで急に、午前に介護してい
たお年寄りの家から、来ないでくれ
と連絡がきたんです。仕事が中断し
たので、収入がちょうど半分に減り
ました」

健康権の死角地帯
介護士B

「コロナで私たちも不安で、お年
寄りも不安に思っているところに、
介護士のマスク支援は無くて…、
最低時給の賃金をもらう私たちは、
個人費用でマスクを買うのが、と
ても大きな負担です」

コホート隔離による権利侵害
介護士C

介護施設にコロナ感染が広がり、介
護施設で隔離される。
施設内に休憩室が無く、休むこともで
きず、夜間も利用者に介護を提供し
たが、夜間手当ももらえなかった。

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ



介護労働者の被害実態と苦労

▶感染症の広がりに脆弱な仕事

・ 必須でない仕事(non-essential)

在宅勤務が困難な仕事(low work-from-home)

高度対面接触の仕事(high physical-proximity)

最近これらの仕事の減少が現れた(オ・サミル、イ・サンア、2020)

・ 雇用中断の続出で介護労働者の質的及び所得の減少、雇用不安定がより酷くなっている

▶訪問介護労働者の孤立感

・ ソーシャルディスタンスにより訪問介護労働者の孤立感が深まっている

・ 高危険、高ストレス業務の苦労をどこかで分かつことができず、支持を受けられない

これへの支援が必要

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ



エッセンシャルワークを行う介護労働者への
評価

▶介護労働者への全般的な評価

・ 低賃金の未熟練労働者として評価される

・ 代表的な女性の仕事として、低賃金と不安定雇用等の劣悪な仕事として

再生産されている

・ 現在の教育課程と体系では、力量のある現場専門家として成長するのが大変

・ 未熟練労働者としてのイメージが再生産されている

・ 介護士は職業展望を持つのが難しい

・ これにより力量ある介護士人材の供給不足が現れている

2. 韓国介護労働者の現住所 : 介護労働者と新型コロナ
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新型コロナ以降、韓国の
介護労働者支援政策の現況



■ 介護サービス分野オーダーメイド型支援の在り方
①施設対象

- 防疫管理者指定配置
- 週52時間制安着のための交代勤務人員追加確保

’20年50〜299人施設: 795人 / ’21年5〜49人施設: 3,127人支援

②訪問対象
- 高齢者オーダーメイド介護サービス従事者安全管理実務
マニュアル、ストレス管理教育及び従事者バーンアウト予防
特別講義等

■ 訪問介護従事者等一時生計支援
①支援対象 : 訪問介護従事者(全国43万人規模)

1年以内業務従事
②支援水準 : 1人当たり50万ウォン支給(最大9万人)

経過

▶ 2020年3月から新型コロナ対応の案内

2021年11月現在、新型コロナ感染症流行対備社会福祉施設対応指針(9版)

▶ 2020年10月

「新型コロナ社会の必須労働者安全及び保護強化対策」発表

▶ 2020年12月

「新型コロナ対応のための必須労働者保護・支援対策」発表

3. 新型コロナ以降、韓国の介護労働者支援政策の現況 : 中央政府

「新型コロナ対応のための必須労働者保護・支援対策」

▶ 2021年5月

「必須業務指定及び従事者保護・支援に関する法律」制定

(11.19施行)



経過

▶ 2020年12月

第2次ソウル市労働政策基本計画(’20〜’24)で必須業種提示

*必須業種: 保健・医療、介護、交通・運輸、清掃、宅配・配達

*労働民生政策官(現、労働・公正・共生政策官)、労働政策担当官

内に「必須労働支援チーム」新設

3. 新型コロナ以降、韓国の介護労働者支援政策の現況 : ソウル市

第2次ソウル市労働政策基本計画(2020〜2024)

▶ 2021年1月

「ソウル特別市必須労働者保護及び支援に関する条例」
制定

■ 必須労働者オーダーメイド型支援の在り方
条例制定、担当部署新設、実態調査、防疫及び健康保護、
介護サービス、心理相談及び治癒、認識改善キャンペーン

■ 介護労働者処遇改善
ソウル市介護士処遇改善総合計画の体系的推進、高齢者ケア
従事者支援センター及び「休む場所」拡充、社会サービス院直接
採用、民間介護施設支援、障がい者活動支援者リフレッシュ支援



社会サービス院

3. 新型コロナ以降、韓国の介護労働者支援政策の現況

· 社会サービスの公共性強化と良質の仕事を創出するため推進した代表政策

· 「地方出資出捐法」により市・道知事が設立する公益法人

①緊急介護提供、②安全点検及び労務・債務コンサルティング等民間機関支援、③総合訪問サービ

ス提供と国公立施設受託・運営等を通じて社会サービスの公共性向上、④従事者処遇改善を通じて社会

サービス品質向上を目的に設立される地方自治団体出資機関

· 2022年1月現在、ソウル等、全国14市・道設置、2022年まで全国17市・道設立予定

· 主要事業

- 総合訪問センター運営：(ソウル市社会サービス院)訪問介護士、障がい者活動支援士等、訪問介護労

働者の常勤月給制実施、ソウル市生活賃金適用等、公共のディーセントワーク創出に寄与

- 保育園運営、民間サービス提供機関支援、国公立施設委受託運営、緊急介護事業



社会サービス院

3. 新型コロナ以降、韓国の介護労働者支援政策の現況

· 緊急介護事業

2021年1月から新型コロナにより介護空白を解消しようと家庭、福祉施設及び医療機関対象に

介護人員及び介護サービスを支援する緊急介護事業実施

<社会サービス院緊急介護対象者及びサービス(例示)>

○ 新型コロナ感染又は濃厚接触者として自宅隔離された児童・高齢者・障害者等の脆弱階層に対し

(24時間)介護サービス提供

○ 家族の新型コロナ感染及び入院等により一人で家庭に残り、ケアする人がいない児童・高齢者等

の脆弱階層に介護人員を支援

○ 従事者の新型コロナ感染で人員が不足した社会福祉施設等の機関に介護人員支援

○ その他に緊急の必要があると自治体と社会サービス院が認めた場合、介護サービス提供

出典：保健福祉部報道資料(2021)空白なき介護支援のための2021年社会サービス院緊急介護事業施行、2021.01.09.
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新型コロナの中、介護労働者支援
事業の成果

: ソウル市高齢者ケア従事者支援センターを中心に



事業対象

• ソウル市の介護要員、介護士7万4千人余り、社会福祉士、看護師

運営根拠

• ソウル市介護要員処遇改善及び地位向上に関する条例(’16.1.)

• 老人長期療養保険法(’16.5.)による介護要員支援センター国内1号

運営法人 : 社団法人 保健福祉資源研究院

ビジョン : 「介護労働が尊重される社会」

ミッション

• 介護労働者の力量強化のための教育権支援

• 介護労働者のリフレッシュのための健康権支援及び自助力量強化

• 介護労働者の権益向上のための労働権支援

• 相互尊重し配慮する良い介護文化拡散支援

• 介護労働ネットワークのハブ及び介護労働支援プラットフォームの役割 :

• 家族介護者支援

ソウル市高齢者ケア従事者総合支援センター

* 総合支援センター(広域)/ 4圏域センター + 8地域「休み場」

-ソウル市25自治区のうち12自治区に設置運営



ポストコロナ時代の介護労働の再照明と社会的支援
の在り方国会討論会開催(2020.9.4.)
エッセンシャルワーカーのための政策及び制度準備
国会討論会など討論及び政策提案

新型コロナ介護士実態調査及び政策提案
新型コロナ政策情報提供
新型コロナ労働相談、労災相談
新型コロナバーンアウト予防のための介護士心理相
談
デジタル力量強化事業及びオンライン教育強化

ソウル市の公的マスク支援(1次〜7次) 
支援数量 : 総計605,938枚
支援人員 : 総計 35,018人

コロナ介護士対策TF



 第1期ソウル市介護士処遇改善総合計画案

• 期間: 2019年〜2021年(3年間)

• 予算: 122億ウォン

• ビジョン: ディーセントワーク拡大で介護の公共性強化

• 目標: 介護機関の介護士処遇改善

• 構成: 4分野 – 8政策課題 – 25細部事業
* ソウル市高齢者ケア従事者総合支援センター、25細部事業のうち10事業遂行
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ビジョン ディーセントワーク拡大で介護の公共性強化

目標 介護機関の介護士処遇改善

政策

分野
労働基本権保障 健康な介護労働支援 良い介護力量強化 疎通活性化及び管理監督強化

政策

課題

介護士の標準労働
権利保障支援

介護要員の身体・精神的
健康保障

良い介護の拡げ方
準備

介護現場のコミュニケーション
活性化

·標準カイド発刊・普及

·介護労働者労働尊重宣言

·介護士介護アカデミー

·標準人件費基準開発

·労災予防ガイドライン発刊・普及

·筋骨格系疾患予防装備補強

·介護士心理相談サービス支援

·介護士休息・治癒のための活動支援

·介護士インフルエンザ予防無料接種

·良い介護機関基準開発及び普及

·良い介護実践ガイド準備

·ソウル市介護施設・機関長教育

·介護現場政策ネットワーク運営

·介護政策協議会運営

介護士雇用安定性強化
社会的資源である介護労働者へ

の
認識改善

介護士力量強化 介護機関管理監督強化

·社会サービス院公共雇用拡

充

·代替人員支援事業

·介護サービス利用者教育資料開発・普

及

·利用者認識改善キャンペーン

·介護士基本力量強化

·ソウル市介護士職務教育機関指

定

·ソウル市介護機関指定制運営基準整備

·介護機関財務透明性

·ソウル市-健康保険公団業務協約

·自治区専門人員確保及び支援組織強

化

ソウル市介護士処遇改善総合計画

* 赤字：センター受託事業



今後の課題

1) 「所得支援雇用安定」と「公共性強化」
• 新型コロナ等、災難脆弱階層の介護労働者への所得保全及び雇用安定支援政策

: 介護士、障がい者活動支援士など訪問介護労働者を特別支援職種に選定する必要

: 介護労働者処遇改善の必要性についての社会的共感拡散（参考；米国等、新型コロナ以後、医療及び介護労働者等、
エッセンシャルワーカーへの賃金引上げ及び労働条件改善）

• 介護の公共性確保

- 社会サービス院等、公共介護機関の拡充で雇用の質とサービスの質向上

- 良い介護認証制、介護機関の設立要件強化及び指導監督強化等で、民間介護機関を含む公共性強化

- 現場参加ガバナンスをとおした民主的公共性強化

• 介護制度改革

: 不安定労働、低賃金等、介護労働者の犠牲を前提にした介護制度の全面改革の必要性

低い介護報酬-悪い雇用-低いサービスの質から脱皮し、「良い介護、良い雇用」に転換するため政府政策の転換と制度改
善



2. 介護労働に対する社会的価値認定と尊重

• エッセンシャルワークとしての介護労働に対する再評価と労働権利保護

• 持続可能な介護のための安定した雇用保障

: 訪問介護士の常勤月給制を通した不安定労働の解消、施設介護士の人員配置基準の強化等

• 政府と自治体レベルの介護要員支援センター(介護労働者支援センター)を通した介護労働者への多角的

支援

3. 新型コロナ感染症予防等、「介護労働者の健康権保障」

• 感染症予防のための保護具支援及び安全衛生管理

• 感染予防のための介護現場に合わせたマニュアル提供
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