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□特集論考口

韓国における住民参加型の農村計画の実践と課題

一農村マウル総合開発事業を事例として一

Study on the Actual Situation of Residents Participation in the Rural Village Development Project 

張京花＊

Kyoung-hwa CHANG 

1 はじめに

韓国の農村地域は 1960年代の経済発展推進による離

村向都現象で農村経済人口の減少，高齢化が進行され，

これによって生産性の低下と所得減少などの悪循環が持

続されている。このような問題を解決するため，政府主

導の多様な農村開発事業が進行中であり，農村地域の所

得向上，住民要求受容に及ぼす幅広い部門に持続的な投

資が行われている。しかし，このような事業を進行する

過程でトップダウン開発方式が台頭され，地域住民の意

見よりハードウェア中心の事業進行，事業後の管理監督

の不足，参加主体間の協力と連携不足などの問題点が指

摘されている。その中で， 2000年を前後に新たな農村

開発政策が登場することになる。その政策の共通点とし

て I), 2), ①事業推進の空間的な範囲を一番基礎的な共同

体であるマウル（日本の集落に該当する）を単位として

いること。②事業目標が物理的な現代化より，生活重視，

農外所得増大が強調されるようになったこと。③補助事

業の採択推進方式が公募となり対象地選定の推進方式

の変化したこと。④住民参加が強調されていることを挙

げることができる 3)。すなわち，政府及び自治体主導の

トップダウン開発方式から住民参加を中心にするボトム

ァップ開発方式に変化しているのである。このように変

化された開発方式の代表的な事例が 2004年度から施行

された農村マウル総合開発事業である。農村マウル総合

開発事業には丸以下のような特徴がある。①住民参加

を促進させる中心的な事業であること。②過去の郡単位，

面単位，マウル単位ではなく，同じ生活圏・営農圏など，

同質性を持った住民間の連帯感を持つ近隣 3~5ヶ所の

マウルで構成された小圏域を単位としていること。③農

村の多面的機能を総合的で体系的に整備・開発するもの

であること。④最大70億ウォンの事業費が投入される

事業であり，農村地域に及ぽす影響は大きいこと。⑤特

に地域の特性によって，農村マウル景観改善，所得基盤

拡充及び基礎生活環境整備施設支援などのハードウェア

事業とともに住民力量強化などソフトウェア関連事業を

同時に進められていること。⑥農村マウル総合開発事業

の結果としては農家の経済所得増加，落後施設（過疎対

策施設）の改善など肯定的な効果をもたらしていること。

上記の利点が指摘される一方で，問題点として，農村マ

ウル総合開発事業は幾つかのマウルを一つの圏域として

事業が推進されているために，マウル住民間のコミュニ

ティーと協力が必要であるが事業に対する理解及び経験

不足などによって問題が発生している。

また，韓国では 1995年以降に，地方自治体を重視す

る政策が本格化されることによって地域開発と住民参加

に関する研究が活発に展開された。その中で主な主張を

いかに紹介しておく。

特に，農漁村開発には住民の経済活動と日常生活に直

結され，住民の積極的な参加が必須的であると指摘され

ている S)。また，住民参加の意味は単純に政策及び計画

過程で参加すること以外にも，開発事業の施行と運営・

管理に直接参加することであると理解できる。さらに，

住民参加は各種の開発計画の収集と施行過程で関連住民

と専門家が参加することによって事業計画の進行過程で

発生する誤謬と問題点など事前に予防することができ，

住民意識を開発目標に具体化することができるという点

からその意義があるとも言われている 6)。地域住民の積

極的な参加は計画準備段階，計画樹立，計画補完段階，

事業施行，維持管理段階まで住民らが参加することを意

味するという指摘がある”。

農村マウル総合開発事業の主体は地域住民であり，住

民の積極的な参加がなければ，決して持続的で効率性が

ある成果を得られない。従って，農村マウル総合開発事

業は住民主導型に推進される農村開発事業として計画過

程において住民参加は重要な要素となる凡筆者は，こ
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れまで韓国における農村地域の政策．研究の経緯を踏ま

えて．研究に取り組んできた。以下では，その一端を紹

介したい。ここでは．農村地域開発政策としての農村マ

ウル総合開発事業が完了している地区の評価を通して事

業の不振要因など．住民参加型の農村計画について考察

している近年の韓国における主要な研究動向について紹

介し，評価することにする。以下，主な研究をあげておく。

2 農村マウル総合開発事業に関する既往研究

(1)農村マウル総合開発事業の政策に関する研究

朴らは，農村マウル総合開発事業の内容分析と示唆点

研究を通して. 2004年から 2007年事業対象地を中心に

事業内容事業内容に関する事業費の比重，事業内容に

関する年度別事業費の比重．地域別細部事業及び事業費

などを分析し，政策上の問題点として，所得事業の自己

負担及び敷地確保．住民力量の不足，観光客誘致のため

のソフトウェア事業のみならず，施設などのハードウェ

ア事業などの必要性を提示した叫

鄭らは，農村マウル総合開発事業の推進上の問題点と

改善方案研究を通して， 2004年から 2008年まで推進さ

れた農村マウル総合開発事業の 15個圏域を対象に現況

調査を実施し，実質的な住民参加の困難．対象圏域基準

設定の非効率性，事業参与マウル間葛藤発生．事業期間

の長期化及び段階別推進による事業成果及び住民意欲低

下などを提示した 10)0 

このような研究では．農村マウル総合開発事業の初期

段階で．事業が推進中及び推進予定の圏域に対して圏域

事業の内容及び推進体系を改善することであった。

(2)事業成果に関する研究

農村マウル総合開発事業の事業成果を評価する研究と

して．まず．韓国農漁村公社は農村マウル総合開発事業

の事業施行効果を分析するための主要成果の指標を導出

した研究である。主な指標としては人口増加率．法人所

得増加額．力量境域参加回数．訪問客増加数．新環境面

積増加率などを挙げて分析を行った叫金らは農村マウ

ル総合開発事業の成果を評価できる評価体制を開発する

ため住民満足度，住民参加度など22個の評価指標を構

築し．事業を評価した。事業施行後の 1~3年を 1段階

4~5年を 2段階として区分し，事業成果を総合的に評

価した 12)。韓らは．農村マウル総合開発事業の中間点検

のための評価指標の適用事例を通して評価指標に関する

研究を行った 13)。全は事例地域の地域的特性と与件を考

慮し．事業の目的をより効果的に達成できるように地域

資源を評価する指標を構築し．これらを事例地域に適用

することによって今後のマウル発展方向を提示した叫

李らは．所得基盤施設と農村観光施設に集中投資，計画

樹立．都市民誘致方法．体験場．ハードウェア施設の規

模検討，圏域住民の自発的な管理と運営，行政の意思な

どを強調した叫許らは．農村マウル総合開発事業の住

民参加特性を計画段階．準備段階．推進段階構築段階．

評価段階に区分し．これを推進委員と一般住民に区分し，

住民参加の特性を分析した叫菜は 2009年に農村マウ

ル総合開発事業が完了した 36個圏域の中. 10個地域を

経済的成果と関連したアンケート調査を実施し．事業の

経済的な成果を分析した 16)。安らは農村マウル総合開発

事業の問題点及び効率的な利用に関する研究で. 2009 

年に完了した圏域を対象に問題点と成功要因を分析し

た。その結果，問題点としては統合運営ホームページの

不十分．施設物の管理及び運営方案問題．圏域単位事業

に対する限界．住民参加の不足などを提示している。ま

た，成功要因としては．指導者のリーダーシップ．外部

ネットワークの形成，マウル所得事業の活性化などを挙

げられている 17)。程は農村マウル総合開発事業改善方案

研究を通して．本事業が農村地域コミュニティー維持に

及ぽす影響を分析した。その結果．本圏域の全般的な満

足度．農村アメニティー開発及びマウルに対する認識度

が高く評価された叫

このように．農村マウル総合開発事業の成果に関する

研究では多様な側面から行われてきた。特に，事業成果

を評価する指標の構築，施設事業側面での研究などが活

発であったが．事業運営管理上発生する問題点などに関

する研究は乏しい。

(3)事業推進過程の住民間の葛藤・住民意識調査に関す

る研究

朴らは，事業において．地域発展のビジョン提示．住

民理解調整者の役割の乏しさ，事業の運営法案に対する

具体的な検討が不十分の中，住民に依存する傾向がある

と指摘した 19)。ジュらは．事業推進過程の行政依存度が

深化し，推進機関と関連機関の連携不足．画ー的な事業

計画住民力量不足などを指摘している 20)。曹は，事例

を通して住民所得事業を対象に分析している叫金らは，

2004年度に選定された 36個圏域の中， 16個圏域を対象

に．農村マウル総合開発事業の内容変化と問題点，改善

法案などについて考察を行った 22)。菜らは.2010年度

に完了された圏域を対象に住民意識調査を実施し．住民

満足度．肯定的．否定的効果を分析し．肯定的な効果と

して訪問客の増加と圏域の農外所得の増加を挙げた 23)。

雀らは，地域類型を顧慮した農村マウル総合開発事業

の住民評価及び改善方案研究を通して．中山間地域に比

べて農村地域の住民らが住民の満足度が否定的であるこ

とを明らかにした叫

農村マウル総合開発事業の推進過程で発生する住民間
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の葛藤は重要な部門である。その為，住民を対象に満足

度及び参加度に対する調査が多く行われ，住民参加と住

民力量強化を明らかにする研究が多かった。また，既存

の事業とは違い，新しい施設とプログラムの適用に多く

の理解関係者らが参加し．彼らの参加によってこの事業

の成果が大きく左右されていることが分かった。

(4)農村マウル総合開発事業の活性化方案に関する研究

農村水産食品部は農村マウル総合開発事業の初期段階

から事業に対するモニタリングと現場訪問などを事業段

階別行い，問題の発見と改善に努力するようと指摘し

た叫鄭らは，中央部処が施行している農村関連事業を

活性化させるためには，住民の意識を高潮させられるプ

ログラムと広報．適切な人材養成とリーダーシップの持

続的な教育．マウル運営の効率性を極大化させる改善方

案が必要であると指摘した 26)。また，金は．地域の公共

財の効率的な運営と管理方案に対する時事点を提示し

た。研究結果．運営委貝会中心の運営を止揚し，構成員

らの自発的な参加を通した運営構築のためには構成員ら

の教育が必要であることを指摘した 27)。金は，農村マウ

ルで共同に使用している施設の運営及び管理方案を提示

している。施設の運営においては専門性を確保し．持続

的な管理が行われることを指摘した叫宋は．農村マウ

ル総合開発事業において．円滑な運営及び管理のために

はマウル共同の目標があることを指摘した叫朴は．農

村マウル総合開発事業の運営管理の問題点と改善方案研

究を通して．事業に関連している各部署に対する運営活

性化を通して事業を改善すべであると指摘している叫

農村マウル総合開発事業の活性化に関する研究は．事

業運営に関する研究と事業後の管理運営に関する部門

で，行政機関などの持続的なモニタリングを通した管理

が事業の活性化にも繋がっていることが分かった。

このように．農村マウル総合開発事業は事業を推進す

る過程及び事業運営．事業後の管理など住民の参加と協

調が重要であることがわかる。

3 農村マウル総合開発事業の推進現況と実態

農村水産食品部は 2004年（参与政府）農業・農村総

合対策政策として農村地域開発事業で農漁村マウ総合開

発事業拠点面総合開発事業を推進してきたが. 2010 

年度 (MB政府）の包括補助金制度の導入によって改変

された一般農山漁村開発事業内圏域単位総合整備事業に

統合され， 2015年（朴政府）に創造的マウル作り事業

に変更された。

農村マウル総合開発事業で着手年度を基準に 2005年

から 2010年まで総221圏域が進行．完了された。 2011

年から 2014年までは農村マウル総合開発事業は圏域単
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位総合整備事業に統合され. 361圏域で. 2015年には，

約 553圏域となっている 31)0 

4 農村マウル総合開発事業の完了地区に対する評価

農村地域開発事業により．マウルの訪問客の増加，人

口増加．事業の活性化によるマウルの自立の構築などの

効果もあったが，ここでは事業の不振の要因について整

理しておく。完了地区の現況調査を行った農林畜産食品

部は．農村マウル総合開発事業の不振要因を 5つに明ら

かにしている叫

①施設物の運営及び管理方案に対する具体的な計画の不

十分である。これらは，事業の初期運営及び事業後管

理に関するガイドライン提供不足とモニタリング提携

の未構築などによる初期事業地区の運営管理の方向性

提供が不足し．事業推進の時地域住民らの長期的な

事業運営に関する眼目不足などが運営不振の要因であ

ることを指摘されている。

②運営管理費用の過多支出要因である。同一機能の施設

重複造成とこれらによる運営人力及び運営管理費用の

重複支出が発生している。さらに．既存マウル施設と

機能重複で住民らの利用率が低調していることを明ら

かにしている。

③運営管理の専門性の欠如要因である。調査対象地の

16圏域の完了地区の中 13圏域が事務長を採用してい

った。この中， 4圏域を例外に， 1回以上の事務長人

力を交代していることが明らかなになっている。この

ような事務長の勤務の連続性の欠如は事務長の専門

性を低下かつ圏域に対する愛着心，地域住民との和合

などにおいて低い効率性を現わしていることが調査さ

れた。

④地域資源と連携された施設物を活用した運営プログラ

ムの不足の要因である。調査対象であった 16圏域の

中， 13圏域が単純な単純宿泊施設を活用した訪問客

中心のプログラムを運営していることが調査された。

⑤地域住民らの無関心と委員長の独端的な運営などが重

要要因として把握されたのは，事業に対する関心度側

面において事業選定／進行段階では事業を通して住民

の所得増加などの期待感で地域住民らの関心度が高か

ったが，事業終了後造成結果物に対する失望などに

よる施設物の運営に地域住民の関心度が低くなってい

ることが確認できた。このような結果は，地域住民ら

の事業に対する全般的な理解度の不足による結果であ

るため，計画樹立及び力量強化事業遂行段階で地域住

民の理解度を増大させる必要があることを指摘してい

る。また， このような問題点を克服するため，農林水

産部では圏域事業などを推進する際，段階別支援体系



と住民体験型ボトムアップ地域開発事業推進法案を導

入している。すなわち，農村マウル総合開発において，

予備→進入→発展→自立段階を設定し，住民らの力量

による段階的支援体制に改変された。

5 まとめ

韓国の農村整備事業の中で農村マウル総合開発事業は

住民が事業内容を自ら策定するボトムアップ事業であ

り，集落が連携し，事業の完了後にも事業の活性化を通

してマウルの自立と活動の継続を目指す総合的な農村整

備事業である。このような農村マウル総合開発事業は

既往研究から見られたように事業の推進過程上で大きな

問題点が指摘されながら事業推進後にも活性化できない

マウルが現れている。このような問題点の重要な要因の

一つとして住民らの事業に対する理解度の不足と住民力

量の不足などが指摘されて，これらによる施設と資源に

対する十分な活用と成果に至っていない実態であること

か明らかになった。このような問題点を克服するため

には，事業が完了したマウルを中心に事業推進の段階別

支援体制を把握することであり，このためにも明確な実

態把握が必要であると考えられる。
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