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教育と保健は朝鮮の社会主義文化建
設で特に大きく力を入れている分野であり、
この分野での建設成果は人民の教育に
対する権利と健康に対する権利の保障に
おいて重要な役割を果たしている。
敬愛する最高指導者金正恩同志は次

のように述べた。
「われわれは時代的要求に合わせて教
育機関の教育条件と環境を現代的に改
善するため、教育・保健施設の建設を積極
的に推進していき、保健、体育、文化施設
を最高の水準で立派に建設し、社会主義
文明国建設の新しく高い境地を開拓しな
ければなりません。」
朝鮮の教育と保健分野での建設は主

に、全ての人が教育に対する権利を思う
存分行使できる条件と環境を提供し、健康
に対する人々の権利をしっかりと保障する
ため、現代的な施設をより多く提供する方
向で行われている。
本稿では、最近朝鮮の教育と保健分野

でどのような建設の成果が実現され、それ
に従って人民の教育と健康に関する権利
がどのように向上しているかについて概括
的に紹介する。
朝鮮では、何よりも教育条件と環境を現
代的に改善するため、教育と保健施設の
建設を積極的に行い、教育に対する人民
の権利がより高い水準で実現されている。
教育条件と環境を現代的に改善するた

め、教育・保健施設の建設は学校の教育
機関と社会教育機関を新世紀の要求に
合わせ、整備するための事業と教育と関
連した工場、企業所を新しく建設したり、改
築したりする事業を通して進められるように
なった。
朝鮮では、まず学校教育機関の教育条
件と環境を新世紀の要求に合わせ一新
し、教育に対する学生たちの権利実現か
ら大きな前進が成し遂げられている。

朝鮮では2012年9月に行われた最高人
民会議第12期第6回会議で採択された法
令に基づき、全般的12年制の義務教育が
2017年から全面的に実施されている。
全般的12年制の義務教育が実施され

るにしたがって、6年制だった中学校を3年
制の初級中学校と3年制の高級中学校に
分け、小学校の年限を1年増やして5年制
にすることと関連して、校舎に対する需要
を解決することが切実に提起された。
したがって、朝鮮では2014年10月から
2017年の新学年度が始まる前までの期間
だけでも、全国で1500カ所の学校が改善、
改築され、1万790カ所の教室が新しく建設
された。
その結果、現在全国の全ての学生たち
は学習に必要なすべてのものが十分に揃
えられた学校で、無償で12年制義務教育
の恩恵を思う存分に受けている。
最近朝鮮では、育児園（乳児園）、愛育

園（児童養護施設）、初等学院のみなら
ず、平壌中等学院、元山中等学院、羅先
中等学院、南浦中等学院をはじめとする、
中等学院が至る所に立ち上がり、親のい
ない子どもも親のいる子どもと同じく、思う存
分学びながら幸せに育っている。
平壌中等学院は、延床面積が2万4050

平方メートルに達し、数十個の教室、実験
室、実習室があり、校舎と水泳をはじめとす
る、様々な運動ができるように整備された
体育館、寄宿舎、管理建物、補助建物な
どで成り立っている。学校の全ての教室は
子どもたちが授業の内容を十分に理解し
復習と予習などがしっかりと行えるよう多機
能化、情報化されている。
江原道の元山市には、育児園、愛育

園、初等学院、中等学院が同時期に建設
され、子どもたちが何の不便もなく託児所
から中学校の全過程を終わらせるように
なっている。

朝鮮では大学の校舎を新しく建設した
り、改築したりするための事業も活発に繰
り広げられている。その中で代表的なの
が、金日成総合大学3号校舎と平壌教員
大学である。
最近建設された金日成総合大学3号校

舎は7万平方メートル強の面積に多機能
な教育設備と科学研究に必要な実験実
習設備が完璧に調えられた現代的な校舎
とグラウンド、便宜施設等で成り立ってい
る。3号校舎の内部はガラスをはじめとす
る、特色ある仕上げ材で装飾した欄干と
研磨した御影石を被せた階段、淡いが重
みのある色タイルで装飾した廊下の床とア
クリル系の塗料、ガラスの仕切りなどで処
理した壁面、色々な装飾の効果が浮き上
がるように華麗なシャンデリアをはじめ、各
種照明と調和させ配置した天井にし、より
立派な条件と環境の中で学びの権利を思
うぞんぶんに享受しようとする学生たちの
要求をしっかりと満たしている。
平壌教員大学では延床面積2万4100

平方メートル強の改築工事を成果的に
行った。改善された平壌教員大学には小
学校の教科教育法実技室、自然実験の
教科教育法室、子ども知能開発技術補給
室をはじめ、専攻実践実技教育ができる
多機能教室が独特に整備されている。こ
のような教室で大学生たちは専攻部門の
豊富な知識を習得し、卒業後、子どもたち
の学びの夢をしっかりと花を咲かせられるよ
うな実践能力と経験を体得している。
この他にも朝鮮では金亨稷師範大学の
水泳館の建設、清津鉱山金属大学の図
書館建設をはじめとして、多くの大学の施
設の建設が成果的に行われ、より文明な
条件と環境の中で高等教育を受けようとす
る大学生の要求がしっかりと実現できるよ
うになった。
朝鮮ではまた学生少年宮殿、少年団

教育および保健分野における建設の成果と
それにともなう人民の文化的権利向上
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キャンプ場、図書館をはじめとする、社会
教育機関を現代的に改善し、学生のみな
らず全ての人々が自分の希望と才能、要
求に合わせて思う存分学べるようにしてい
る。
万景台学生少年宮殿、2月16日学生少
年宮殿をはじめとする、学生少年宮殿が
立派に改善され、学生青少年たちが自分
の希望と才能の花を咲かせるのに積極的
に寄与している。
新世紀の要求に合わせて改築、現代
化された万景台学生少年宮殿には、コン
ピューター班、物理班等がある科学棟と手
芸班、書道班、伽耶琴（朝鮮固有の撥弦
楽器）班、アコーディオン班、声楽班、民族
器楽総合訓練場、電子楽団総合訓練場
などからなる芸術棟があって、劇場、体育
館、プール、合宿をはじめとする、教育教養
と生活に必要な全ての条件と環境が高い
水準で整えられている。この宮殿を参観す
る多くの外国人は自分の才能を思いきり開
花させている学生少年たちの姿を見て感
心してやまなかった。
平安南道徳川市の大同江の麓に位置

している2月16日学生少年宮殿もその姿
を一新した。毎日数百人の学生少年たち
が訪れてきて数十個の班で現代科学技
術知識と文化知識の高い頂に登っていく
抱負を膨らましている。この少年宮殿のバ
レーボール班のメンバーは2017年に行わ
れた全国青少年学生体育競技大会（学
生少年宮殿、学生少年会館部門）で優
秀な成績を勝ち取り、卓球班のメンバーは
過去、正日峰賞全国青少年学生体育競
技大会に参加して数百個のメダルを勝ち
取った。
江原道元山市の松涛園国際少年団

キャンプ場をはじめとする、少年団キャンプ
場がこれから先も遜色なく改善され、学生
少年たちが学校で学んだ知識を実践と結
びつけ、生きた知識として習得し、自然と社
会に対する深い認識をもって、文化情緒的
な素養を高めるのに積極に貢献している。
松涛園国際少年団キャンプ場の野営場と
国際友好少年会館、野外運動場、室内体
育館、室内プールと野外遊泳場、水族館、
鳥類舎など、あらゆるものが立派に改善さ
れた。キャンプ場には朝鮮で初めて造っ
たウォータースライダーが設置されていて、

水族館と鳥類館では世界的に珍しい鳥と
魚、海の動物の標本がある。
最近4年の間、全国の6万余名に達する

学生少年団がこのキャンプ場で有意義な
キャンプ生活の日々 を送り、世界各国の多
くの子どもたちも訪ね、朝鮮の子どもたちと
一緒に幸せな日々 を送った。
平壌市妙香山登山少年団キャンプ場と

万景台少年団キャンプ場、江原道12月6日
少年団キャンプ場をはじめ、改善され、新し
く立ち上げた少年団キャンプ場でも学生
少年たちが歌う「世の中に羨ましいことは
ない」の歌声が高く響き渡っている。
科学技術殿堂が立派に建設され、全民

科学技術人材化実現に積極的に寄与し
ている。2016年1月1日に科学技術発展歴
史館、先端科学技術館、科学探究館、応
用科学技術館をはじめとする、10個の室
内科学技術展示場と野外科学技術展示
場を備え、多機能化された先進科学技術
普及の中心基地、社会教育の拠点である
科学技術殿堂が竣工した。科学技術殿
堂の周辺には地方から来る人々のための
宿舎と食堂が現代的に建設され、トロリー
バス路線まで新しく敷設された。
知識経済時代の要求に合わせて、科

学技術情報サービス能力と教育条件が
立派に整えられた、科学技術殿堂を訪れ
ている人々は一日5000人から最大1万人
強に達している。科学技術殿堂が竣工し、
過去3年間の参観者数と閲覧者数は年
数百万人で、ホームページ利用者数は年
数千万人に至っている。立派に整備され
ている科学技術殿堂を中心に全国的な
遠隔教育システムと科学技術普及システ
ムが形成され、朝鮮では誰もがどこにいて
も先進科学技術を習得しながら社会主義
強国建設に積極的に貢献している。
朝鮮ではまた、教育と関連した工場、企

業所を新しく建設したり、改築したりする事
業を積極に推進し、教育に対する権利実
現のため物質的な条件がしっかりと提供さ
れている。
36ページでも述べられているように、最

近、全国の幼稚園から大学に至る子どもた
ちと学生たちに供給する学習帳を専門的
に生産する現代的なミンドゥルレ学習帳工
場が建設された。この工場の年間生産能
力は数千万冊で学習帳に対する子どもた

ちと学生たちの全国的な需要を十分に保
障している。
現在朝鮮の子どもたちと学生たちはミン

ドゥルレ学習帳工場で生産した学習帳を
利用しながら愛国心を育て、祖国の富強
繁栄に貢献できるよう多方面的な知識を
習得している。
金正淑平壌紡績工場に現代的なカバ

ンの生地の生産基地が整備され、平壌カ
バン工場をはじめとするカバン工場（新義
州カバン工場、羅先カバン工場、沙里院カ
バン工場、平城カバン工場、江界カバン工
場など）が全国の至る所に建設され、カバ
ンに対する学生たちの需要をしっかりと保
障してくれている。
延床面積が1万590平方メートルである

平壌カバン工場は年間数十万個の学生
のカバン、数万余個の一般カバンを専門的
に生産する工場である。この工場では耐
水試験、衝撃試験、色落ち度測定などが
できるよう品質評価測定試験設備を製作
導入して、質の良い様 な々形式のカバンを
生産している。
教科書、学習参考書などを生産する平

壌教育図書印刷工場をはじめとする、印
刷工場の改築工事も力強く推進され、全
国の全ての子どもたちと学生たち、教員に
各種の教科書と学習参考書、教授参考書
などがしっかりと保障されている。
朝鮮では次に現代的な保健施設を

大々的に建設し、健康に対する人民の権
利が日々 向上している。
人民の生命と健康を保護することを党

と国の最も重要な政策の一つにしている
朝鮮では、既に1953年1月から全般的な
無償治療制が実施されており、それは現
代的な治療予防施設等の大々的な建設
を通して保障されている。
朝鮮では2017年に保健部門に関する

国家予算を前年比13.3％、2018年には前
年比6％増やすようにしたが、そのうち多く
の部分が建設に回った結果、数多くの現
代的な保健施設が建設され、改築されて
いる。
朝鮮では、まず現代的な病院の建設が

力強く繰り広げられ、病気の治療に対する
人民の権利実現に積極的に貢献してい
る。最近平壌市の紋繍地区に柳京眼科
総合病院が眼科分野の総合的な治療の



45ERINA REPORT PLUS

拠点、サービスの拠点として立派に建設さ
れた。
柳京眼科総合病院は人々が一目で眼
科ということが分かるように建物の外側を
特徴のあるように備え、4階建ての外来病
棟と8階建ての入院病棟には患者治療に
必要な最新式の眼科治療施設と家具備
品が完璧に備えられている。病院には眼
鏡の専門店もあり、眼科部門の病気の治
療のみならず、眼鏡に関する人々の要求が
しっかりと実現できるようにしている。この病
院では現在まで超音波乳化吸引術による
白内障の手術、網膜硝子体手術等の先
進的な治療方法を導入し多くの人々に希
望の光を見出させた。
現代的な病院の建設とそれに伴い、人
民の健康に対する権利の向上は、柳京眼
科病院に先立って、紋繍地区に建てられ
た他の病院の実態を見てもよく分かる。平
壌産院の乳腺腫瘍研究所では、建設後
1年余りの期間に数万名の女性たちが治
療を受け、玉流児童病院では300件余り
の心臓血管手術が成功的に行われ、心
臓疾患を患っていた子どもたちが思い切り
走り回り、学びの権利に恵まれるようになっ
た。柳京歯科病院でも開院以来、2年余り
の期間に8万5000余名に達する患者たち
を治療した。
高山果樹総合農場には、1700平方メー

トルの延床面積に2階建ての病院と補助
建物からなる高山果樹総合病院が新しく
建設された。この病院には総合手術台、腹
部超音波診断器、心電図、胃内視鏡、歯
科総合治療器、耳鼻科総合治療器、分娩
台と保育器など50種類の150個の医療器
具と設備が備えられていて、患者の治療
はもちろん、手術までも専門病院の水準で
行われている。この病院が建設されるにし
たがって、農場の農場員と家族だけではな
く、この付近に住んでいる住民たちも一般
治療だけではなく専門科的治療もしっかり
と受けられるようになった。
里人民病院も新しい時代の要求に合わ

せて現代的に備えられているが、その代表
的なものが黄海南道の東新興里にある里
人民病院である。東新興里に現代的な里
人民病院が備えられ、人民は他の病院に

行かなくても無償治療制の恩恵を思う存
分受けながら、幸せな暮らしが送られるよう
になった。この病院には10種類の治療室と
入院病棟、薬局、食堂があり、専門科的治
療が受けられる医療器具と実験器具が十
分に備えられ、ソーラーパネルが設置され、
どのような条件でも動力と照明、治療が保
障される。
朝鮮ではまた、保健事業と関連した現

代的な工場、企業所の建設が力強く推進
され、健康に対する人民の権利実現のた
めの物質的な条件保障に積極に貢献し
ている。
最近交通の条件が有利で、澄んできれ

いな空気が流れる首都郊外の樹林の中
に保健省の保健酸素工場が現代的に建
設された。この工場で生産する医療用の
酸素の純度は99.8％以上で、世界保健機
構の衛生学的な要求に符合する。現代的
な医療用酸素の生産及び供給基地が建
設されるに従って、病院に必要な酸素が
十分に供給され、救急患者をはじめとする
患者の治療に利用できるようになった。現
在多くの酸素瓶に満タンになった医療用
の酸素が病院に供給され、患者の治療と
健康に対する首都市民の権利の実現に
積極に貢献している。
平壌製薬工場が改築され、数十種類

の錠剤とシロップ、各種の仁丹と顆粒及び
粉薬を生産する総合的な製薬生産の拠
点として立派に備えられた。
この工場では医薬品生産及び品質管
理、統合生産体系を自らの力と技術で構
築しておき、生産現場に対する浄化工程
と作業場、設備に対する衛生管理、原材
料と製品の保管管理、生産出荷された
製品に関する管理などが適正製造規範
（GMP）の要求に合わせて行われてい
る。この工場では各種の樹脂の薬瓶など
を作り、医薬品の包装の需要も保障してい
る。
朝鮮では長い歴史をもっている平壌製

薬工場の改築が、患者の治療と予防に必
要な様 な々新薬及び高麗薬（漢方薬）をさ
らに高い水準で保障し、日常生活と健康
に必要な薬品に対する人民の要求をより
しっかりと実現させる方向で、継続して推

進されている。
高麗薬（漢方薬）を専門に生産する高

麗薬品（漢方薬品）生産工場の改築も力
強く推進されている。熙川市高麗薬（漢方
薬）工場では、自らの力で総合操縦室、原
料1次加工室をはじめとする1000平方メー
トルの生産建物と文化厚生施設（福利
厚生施設）を改善し、1500平方メートルの
構内の改装を進め、工場の姿を一新した。
（平壌市）中区高麗薬工場、南浦高麗薬
工場をはじめとする多くの高麗薬品生産
工場も衛生学的な要求を高い水準で保
障できるように備えられ、朝鮮で長い歴史を
もっている高麗医学で病気の治療を受け
ようとする人民の要求実現に大きく貢献し
ている。
妙香山医療器具工場、平壌電子医療

器具工場、松林栄誉軍人矯正器具工場、
咸興金属医療器具工場をはじめとする医
療器具工場の現代化工事も積極に行わ
れ、朝鮮の商標を付けた先端医療設備と
器具、医療用消耗品が多く出ている。
年間数千万個の歯磨き粉、うがい薬、

各種の歯科衛生道具を生産する平壌歯
科衛生用品工場が新しく建設され、人々
の健康に重要である歯に関する保護と管
理を自らできる条件がよりしっかりと整えら
れた。この工場の延床面積は1万2720平
方メートル強であり、すべての生産工程が
現代化、自動化され、衛生学的な要求も十
分保障されている。
朝鮮の教育と保健部門での建設成果

は朝鮮人民自らの力と努力で築いたもの
で、その結果は全的に人民の教育と健康
に対する権利向上に向けられている。
2019年4月に行われた最高人民会議第

14期第1次会議では全社会的に教育を最
優先にする気風を掲げ、社会主義保健事
業に特に大きく力入れることが社会主義
文化を開化発展させるにつれて重要な課
題として提起された。
今後、朝鮮での教育と保健部門での

建設はさらに力強く推進され、人民たちは
社会主義教育制度、社会主義保健制度
の恩恵をよりよく受けられるようになるであろ
う。

［朝鮮語原稿をERINAにて翻訳］
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