
2023年3月号 2023年3月号は、
情勢記事、青商会活動紹介、MVM紹
介、朝青企画をお伝えいたします。

■ 海外同胞権益擁護法の制定

最高人民会議第14期第6回会議（2022
年2月6、7日）で、海外同胞権益擁護法
（以下、「権益擁護法」）が採択され
て1年が過ぎた。朝鮮で制定される法は、
法令、政令、決定、命令、指示に分類
されており、重要事項は法令または政
令の形で立法化される。その中でも、
国家の政策上とりわけ重要な事項は、
国家で最高の権限を持つ最高人民会議
において法令の形で採択される。たと
えば、「全般的12年制義務教育を実施
することについて」（2012年9月25日最
高人民会議第12期第6回会議で採択）や
「朝鮮民主主義人民共和国核武力政策
について」（2022年9月8日最高人民会
議第14期第7回会議で採択）などが挙げ
られる。この点、権益擁護法は、2021
年に開かれた朝鮮労働党第8回大会で党
規約が改正され、序文に歴史上初めて
海外同胞関連規定が挿入されたことに
よる後続措置であり、国家の基本制度、
祖国統一と密接に関連するものである
ため、最高人民会議において法令の形
で採択されたといえる。

教育援助費と奨学金をはじめとする朝
鮮の海外同胞重視政策は法制定前から一
貫していたが、それを強制力ある法とし
て整備することによって、海外同胞の権
益を守るための確固たる基盤が確立した。
権益擁護法において規定された内容の多
くは、既存の政策を成文化したものであ
るが、中には今までにない特別な恩恵も
規定されている。今回は、教育に関する
条文に着目し、権益擁護法から導出され
る民族教育の展望について探ってみる。

■ 権益擁護法の概要

権益擁護法は、5つの章、54の条文で
構成されている。

権益擁護法の使命は、「海外同胞の民
主主義的民族権利と利益を擁護し、彼ら
を愛国愛族の旗の下に固く結びつけ、民
族的自尊心と愛国的熱意を呼び起こし、
祖国の統一発展と隆盛繁栄のための道を
歩むようにする」ことである（第1条）。
すなわち、海外同胞は単に朝鮮によって
守られる客体ではなく、祖国統一と社会
主義建設の一翼を担っている主体である
という観点から出発している。
権利は行使してこそ意味があるもので、

権益擁護法も例外ではない。同法におい
て規定されている権利を行使することは、
海外同胞である自らへの恩恵のためのみ
ならず、朝鮮の発展に寄与する側面もあ
るだろう。
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族」と定義している（第2条）。これに
沿って、各条文も海外朝鮮公民（朝鮮民
主主義人民共和国の国籍保持者）と外国
籍保持者を区分し、前者により手厚い保
障を規定している。第25、26条も、その
区分が明確にされている条文の一つであ
り、海外朝鮮公民は朝鮮で教育を受ける
場合、入学、授業、実習など教育課程で
かかる諸費用が全額免除される。一方、
外国籍保持者は、「優待教育」を受けら
れるとだけ規定されており、その内容ま
では明らかにされていない。海外朝鮮公
民に対してより手厚い保障を規定してい
ることに鑑みると、学費の全学免徐とま
ではいかなくとも、奨学金の支給などが
あり得るかもしれない。

■ ウリハッキョ卒業生の進路拡大

第27条は「海外の民族教育機関で発給
した卒業証書と専門家資格は国内の教育
機関で発給したそれらと同じである」と
規定している。同条は、今までの政策で
は見られなかった新しい恩恵的措置であ
り、教育に関する条文規定の中で一番画
期的なものといえる。

朝鮮高級学校に通う生徒は進学、就職
のために高卒認定試験を受けなければな
らないし、朝鮮大学生は大学院に進学す
るために事前資格審査を通過しなければ
ならない。なぜなら、日本の法律上、朝
鮮学校で発給された卒業証書は、日本学
校で発給されたものと同等に扱われない

■ 教育の権利保障

教育に関する権利は第3章の第23～27
条で規定されている。
第23条は「海外同胞は居住地に関係

なく、民主主義的民族教育を受ける権
利を有する」とし、内閣など各機関が
民族教育事業を積極的に支援しなけれ
ばならないと規定している。同条は、
既に朝鮮で推進されてきた政策を成文
化したものだろう。1957年1月に開かれ
た内閣会議から毎年、朝鮮の国家予算
には在日同胞子女のための教育援助費
と奨学金の項目が含まれている。また、
高校無償化からの除外をはじめとする
日本政府の差別政策についても外務省
スポークスマン談話の発表や国連人権
委員会の対日本審査の場における発言
を通じて支援してきた。

第24条は「海外同胞は朝鮮で学業及
び学術研究、修学旅行などをできる」
と規定している。新型コロナウイルス
によって現在は祖国訪問の道が閉ざさ
れているが、同条も法制定前から海外
同胞が受けてきた恩恵である。
第25、26条は「海外朝鮮公民の無償

教育（25条）」と「外国籍保持者の優
待教育（26条）」を規定している。そ
もそも、権益擁護法は海外同胞を「朝
鮮民主主義人民共和国の国籍または外
国籍を持って外国に居住する朝鮮民



2023年３月号【３】 情勢

める学校の卒業証書や成績証明書の提出
が求められるからである。したがって、
第27条は、進学、就職における従来の手
続の壁を無くし、ウリハッキョ卒業生の
新たな進路を開拓する糸口になる可能性
を持っているだろう。

■ 民族教育の発展に向けて

一方、第27条が規定する「民族教育機
関で発給した専門家資格」が何を指すの
かは明らかではない。そのため、あくま
で可能性としての議論になるが、ウリ
ハッキョの先生たちに「教員資格」を付
与することが考えられる。日本の学校で
教鞭をとる先生は当然「教員免許」を取
得しており、これは子供を学校に預ける
保護者にとって教育の質や教師に対する
信頼に繋がっているともいえる。

この点、朝鮮でも「普通教育法」第31
条によると、普通教育機関（幼稚園～高
級中学校）に勤務する教員には、1～5級
の教員資格が付与されており、3年周期
で級の判定が行われる。ウリハッキョ教
員にも、このような「教員資格」を付与
することで、教員の実力アップを促し、
民族教育に対する信頼を高めることがで
きるかもしれない。
以上のように、海外同胞権益擁護法は

教育に関する権利を手厚く保障している。
まだ具体的内容が明らかになっていない
文言もあるが、権利を行使できる海外同
胞の立場から、民族教育の発展に向けた
新たな試みが求められるだろう。

からである。朝鮮学校卒業生はウリ
ハッキョで学位を取得しても、同等の
学力があることを他の手続を通してわ
ざわざ証明しなければならないのであ
る。しかし、第27条によって、民族教
育機関で発給された卒業証書が朝鮮で
発給されたものと同等であると認定さ
れれば、ウリハッキョ卒業生の進路の
幅は広がる。
たとえば、文部科学省は2003年9月に

大学受験資格に関する弾力化措置を発
表し、従来の「①3つの英米系の学校評
価機関の認可したインターナショナル
スクール」に加えて、「②本国におい
て本国の高校と同等の課程と位置付け
られていると公的に確認できる者」、
「③それ以外で各大学が個別審査に
よって認定した者」を設置し、3つのカ
テゴリーのいずれかに該当する外国人
学校・民族学校の高校に相当する課程
を卒業した者に大学受験資格を認定す
るとした。朝鮮学校は③に分類された
が、第27条をもって②に該当するとな
れば、各大学における個別審査は不要
になる（日本は朝鮮を国家として認め
ていないので一筋縄ではいかないが②
の適用に向けた権利闘争は非常に意義
がある）。

また、留学や海外で就職する際の手
続でも朝鮮民主主義人民共和国が認め
た卒業証書を提出できれば、朝鮮学校
が日本の学校と同等の教育課程に該当
するという煩雑な説明を省くことが可
能になる。多くの場合、留学生のため
に設置された受験手続では、本国が認
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2/11

新潟県青商会と中央生活文化部
とのあいだで交流会が行われ、今
後実施する新潟県青商会主催の県
内同胞イベントについて、一緒に
討議しました。スローガンは
「やっちゃえ！青商会！新潟・魂
(ホン)」に決定しました。
＃同胞行事 ＃新潟青商会 ＃魂

新 新潟県青商会

＞全国の青商会活動をご紹介＞NEWS

＃OBからの激励

2/21 神奈川県某所

神奈川の歴代会長、副会長、幹
事長をお招きし、コロナによって
中断されていた会が3年ぶりに実
現！OB先輩と現役が集い、過去の
体験談で盛り上がりました。現役
メンバーに向けて激励をくださり、
とても有意義な会となりました。
＃三年ぶり ＃激励 ＃歴代

神 神奈川県青商会

＃フットサル交流会

2/18 大蔵海岸

明石地域青商会＆朝青フットサ
ル交流会を開催！朝青だけではな
く、OBの先輩方やその他ゲストも
参加され、総勢12名が集まり、久
しぶりにいい汗を流して楽しい時
間を過ごしました！
＃フットサル ＃交流 ＃青商会
＆朝青

明 兵庫・明石青商会

新潟ハッキョ

2022年８月号

静岡県青商会・静岡朝鮮初中級
学校教員との交流会がありました。
今年6月に静岡で初めて行われるヘ
バラギ学園開催にむけてみな燃え
ています！

＃交流 ＃ヘバラギ学園 ＃焼肉
＃ＳＲＧ

第1回会員交流スキーモイムを開
催。今回青商会がレンタルの段取
りからスキースクールの打ち合わ
せまで計画し子供たちのゲレンデ
デビュー、スキーのレベルアップ
を後押したイベントでした。
＃スキー ＃交流 ＃デビュー
＃レベルアップ

長野県青商会静岡県青商会 長静

2/122/18 長野県某所静岡県某所

＃スキーモイム＃初のヘバラギ学園へ ＃やっちゃえ、青商会

＃県を超えた交流会

2/19 滋賀ハッキョ

三 滋
三重県青商会
滋賀県青商会

滋賀と三重で交流会を行いまし
た。滋賀ハッキョを見学したのち
食事会を開催。滋賀メンバーと三
重メンバー間でハッキョの学生た
ちの為に出来ることはないかと議
論が行われ終始、笑顔が絶えず熱
い刺激を貰った一日となりました。
＃交流 ＃ウリハッキョ ♯見学
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MVM
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今月号も必見！朝青紹介コーナー！
朝青から青商会へ、未来へのバトン繋いでいきましょう！
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