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日本の農村․農業の構造と課題

일본 농촌․농업의 구조와 과제 

          

柏 雅 之

(茨 城 大 學)



穀物需給率の状況 곡물수급율의상황



총인구와농업생산등의추이 （1965년＝100）

1965年 1985年 2002年

農業の基本的指標 농업의기본적지표



농가호수의추이

農家の動向 농가의동향



1960년 1975년 1990년 2010년

耕地利用の動向 경지이용의동향



농업지역유형별고령화율과경작포기지율의관계 <1990년-2000년>



중산간지역농업의현황



중산간지역의직접지불제도실시상황및경작포기지의관계



농가 1호당농지면적의비교
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韓國의 産業化와 農村․農業의 實態

農村의 內發的 地域活性化에 關한 韓․日 比較 硏究 

鄭 起 煥 

(農村發展硏究센터長)
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産業化

農業•農村 問題 發生의 原因에 대한 認識

過度한 農業人口의 都市 移動

農村人口 過疎化 現像 深化

農村人口의 老齡化

農村社會組織의 弱化

資本移動에 따른 農村經濟의 萎縮

國內 農業生産의 縮小

農産物 價格下落 招來

農業生産調整과 構造調整 不可避

市場開放



農業•農村發展을 위한 세 部門 모델(旣存 패러다임)



輸出主導型 産業化 戰略과 農業•農村 門題의 發生



韓國 産業化의 特徵

産業化의 進展과 農業部門의 對應

• 工業化 優先 不均衡 成長戰略
• 輸出主導型 工業化戰略

• 大都市 中心 成長戰略

• 短期間의 高度 成長

• 首都圈과 大都市 人口 集中

• 選擇的 人口 移動



圖 3 GDP 成長 趨勢(달러/1人; 1961-2004)
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表 1. 1970-2000期間 中 各道 人口 增減 總量(仟名)

註: * 農村人口 比率은 2000年度 統計임.

1965     1975     1985       1995       2004

總人口(仟名) 28,705  35,281   40,806    45,093   48,082

農業人口(%) 55.1 37.5 20.9       10.8 7.1

農村人口(%) 67.5 50.7       34.3       21.2       19.9*



圖 4. 市道 人口 增減 總量(仟名: 1970-2000)
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圖 5. 農家人口 構造의 變化(%; 1970-2000)
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表 2. 農村人口의 構造變化에 따른 人口 指標 比較

1970 2000
總人口 農村人口 農家人口 總人口 農村人口 農家人口

14歲 以下
人口 比率 42.1     45.1     45.2          20.9       18.6         11.4

64歲 以上 3.3      4.2       4.9             7.3       14.7         21.7

人口 比率

老齡指數 7.8         9.3 10.9 35.0 78.7            190.9



表 3. 道別 人口 過疎化地域의 分布

總 邑面 數 에 대한 過疎化 邑面 比率

總 邑面 數 過疎化 邑面 比率(%) 

全國 1390 718 51.7
京畿道 153              10 6.5        

江原道 114              49             43.0

忠淸北道 103              53              51.5

忠淸南道 169              72              42.6

全羅北道 159            119              74.8

全羅南道 229            173              75.5

慶尙北道 238            135              56.7

慶尙南道 213            104              48.8

濟州道 12               3               25.0



圖 6. 耕地面積 變化(천ha; 1970-2003)
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農業構造調整과 農家經營

安定化 對策

産業化의 影響에 대한 農業部門의 對應

農村地域活性化 對策

• 經營規模 擴大와 品目別 專業農 育成
• 農地 流動化 促進/農地制度 改善
• 後繼 農業經營人 育成
• 農業部門 競爭力 强化/技術開發 投資擴大
• 農外所得原 開發 促進
• 作物保險 擴大, 所得安定 計定制 導入
• 競爭力은 效率的인 營農組織體의 育成

• 郡單位 農村地域綜合開發事業 (1985 以後)
• 農村定住生活圈開發事業 (1990 以後)  
• 農村工業化政策/農工團地 助成事業(1985以後) 
• 觀光農園造成 및 그린 투어리즘 (1984 以後)
•綠色農村體驗마을 등 都•農 交流에 의한 農村 地域 活性

化 프로그램 等



農業部門 對應에 대한 評價와 反省

政府主導로 推進

낮은 住民 參與

政府主導에서 地域社會 住民 主導로

內發的 地域活性化 政策으로의 轉換해야 함

非效率性 發生

地域社會의 力量 減退



圖 7. 內發的 地域活性化의 條件과 相互作用 關係

地域社會 內部 條件 外部의 支援



韓•日 共同硏究의 韓國側 主要 硏究 內容

主要 硏究 小主題

農村社會構造의 變化와 內發的 地域活性化의 條件

內發的 地域活性化를 위한 政策的 條件

農業構造 調整과 地域農業의 內發的 展開

內發的 農村發展을 위한 地域社會 條件과 政策的 支援



向後 3年間의 全體 硏究 內容

産業化의 條件과 人口移動의 패턴 및 農村人口 構造의 變化

國土政策과 農村 地域開發政策의 展開 過程

農業構造調整 政策의 展開 過程

地域社會의 對應

農村地域의 內發的 發展 條件

東아시아 適用 可能한 內發的 農村 發展 모델과 政策 方案 提示



2005年度(1차 年度) 硏究 內容

韓•日 兩國의 産業化 條件과 農村人口 移動 패턴에 관한 比
較 硏究(鄭起煥)

韓•日 兩國의 都•農 交流政策의 展開와 마을 事例 (宋美令)

日本의 部落營農 事例 硏究(金泰坤)
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韓國의 産業化와 農村․農業의 實態

農村의 內發的 地域活性化에 關한 韓․日 比較 硏究 

鄭 起 煥 

(農村發展硏究센터長)
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1. 序 論 

○ 1960年代 初까지 小農經濟를 特徵으로 하는 農耕社會에 머물러 있던 韓

國은 短期間에 産業社會로 移行한 成功的인 事例國家로 손꼽히고 있음. 

○ 그럼에도 불구하고 産業化過程에서 나타난 農業․農村問題는 內部的으로 

深刻한 問題를 안고 있음. 

- 農業生産性 萎縮, 農家所得 減少, 食糧自給率 下落 등  

- 都․農間發展隔差, 農村人口의 過度한 離農, 人口過疎化 地域의 擴大, 農村

地域社會 組織의 弱化, 農村 人的資本 및 社會資本의 縮小, 市場開放에 의

한 農業所得 減少 등 

○ 이와 같은 農業問題를 解決하기 위해 韓國政府는 1980年代부터 農業構造 

調整과 農村地域活性化對策을 積極 施行하고 있음. 

○ 그러나 政府가 主導的으로 施行하는 農業構造調整과 農村地域의 活性化

對策은 政府의 補助金이나 外部의 支援 等 外生的 要件만으로는 滿足할

만한 成果를 거두기 어렵기 때문에 農村地域 住民의 積極的인 參與를 前

提로 하는 內發的 地域活性化 대책이 要請됨.   

○ 이 硏究에서는 韓國의 産業化過程에서 나타난 農業․農村問題를 살펴보

고 向後 進行될 農村의 內發的 地域活性化 硏究의 韓國側 事業 槪要를 

簡略하게 論議하고자 함. 

2. 農業․農村 問題 發生의 原因에 대한 認識  

○ 旣存의 農業發展에 關한 패러다임은 技術力과 生産性이 낮은 傳統的인 

農業은 産業化過程에서 過剩된 農業勞動力을 都市 非農業部門으로 移動

시키고 技術을 향상시킴으로써 生産性 높은 近代的인 農業으로 發展하게 

된다고 認識. 

- 農業部門은 값싼 人力과 土地, 工業原料 등을 非農業部門에 提供
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- 非農嶪部門은 肥料, 農藥, 農機械 등 原資材를 供給하여 農業部門의 生産

性을 增大시키는데 寄與 

圖 1. 農業․農村發展을 위한 세 部門 모델(旣存 패러다임) 

國際交易部門 國際市場 進出 

非農業部門
자본과 기술

資本 製品生産 分配 

  勞動力

低 生産性

農業․農村部門

高生産性

過剩 勞動力 高所得 

(傳統的 農業)  (近代的 農業)
 

(近代的 農業)

技術

(人力,資本, 原料供給) 

(農資材  供給) 

○ 그러나 旣存의 農業發展패러다임과는 달리 韓國과 같이 産業化가 短期間

에 이루어질 때 多數의 問題들을 發生시키게 됨. 

- 過度한 農業人口의 都市移動은 農村人口 過疎化 現像 深化, 農村人口의  

老齡化, 農村社會組織의 弱化, 資本移動에 따른 農村經濟의 萎縮과 活力 

喪失 등이 나타나 農村 地域의 活性化가 當面課題로 擡頭됨.

- 市場開放은 國內 農業生産의 縮小와 價格下落을 招來하여 農業生産調整과 

構造調整이 불가피함.              

○ 따라서 現在 韓國이 當面한 農業․農村問題는 1960年代 初부터 始作된 
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工業化 中心의 産業化로부터 始作된다고 認識함. 

○ 특히 韓國의 境遇, 强力한 輸出主導型 工業化政策을 推進한 結果 農業의 

市場開放 速度가 가속되었고 農業․農村部門에 急激한 衝激을 주어 構造

調整이 빠르게 진행되고 있음. 

圖 2. 輸出主導型 工業化 中心 産業化 戰略과 農業․農村 門題

工業化 中心 産業化 

農村人口 /資本

의 都市 移動 

農業問題

農村問題 

○ 低農産物 價格

○ 農業生産 縮小

○ 農業生産組織 變化

○ 食糧自給率 下落

○ 農業所得 減少 

農業 構造 

調整 政策

○ 農村人口의 老齡化

○ 農村人口 過疎化

○ 農村社會組織 瓦解

○ 農村經濟活動 弱化

○ 리더십 弱化 

農村 地域

活性化 政策

世界市場 進入/國內市場 開放

(農村人口의 農村定着 및 經濟 活性化 圖謀)
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3. 産業化 過程에서의 韓國 農業․農村 實態와 問題

3.1. 産業化의 進展과 農業部門의 對應

가. 韓國 産業化의 特徵  

○ 1950-53期間의 韓國戰爭으로 國家의 生産基盤과 下部構造 徹底히 破壞 

○ 1960年代까지 韓國社會는 農耕社會的 特徵을 지닌 世界最貧國의 하나로 

남아 있었음. 

- 慢性的인 財政赤字와 極甚한 食糧不足 

- 높은 人口 成長率, 높은 失業率,  

○ 1962年부터 始作된 韓國의 産業化는 農業成長의 뒷받침 없이 短期間에 

高度 經濟成長을 이룩. 

- 1962年度 GDP US$ 87의 世界 最貧國에서 2004年度 GDP US$ 12,628

- 工業化 優先의 不均衡 成長戰略 

- 輸出主導型 工業化戰略  

- 大都市 中心 成長戰略 

圖 3 1961-2004 期間 中 GDP 成長 趨勢(달러/1人)
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나. 産業化의 副作用   

○ 國土空簡의 不均衡 開發과 人口의 大都市 集中  

表 1. 1970-2000期間 中 各道 人口 增減 總量(仟名)

1965 1975 1985 1995 2004

總人口(仟名) 28,705 35,281 40,806 45,093 48,082

農業人口(%) 55.1 37.5 20.9 10.8 7.1

農村人口(%) 67.5 50.7 34.3 21.2 19.9*

註: * 農村人口 比率은 2000年度 統計임. 

圖 4. 1970-2000期間 中 各市道 人口 增減 總量(仟名)
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○ 農村 人口의 老齡化와 過疎化 現像 深化

圖 5. 1970-2000期間 中 農家人口 構造의 變化(%)
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表 2. 農村人口의 構造變化에 따른 人口 指標 比較 

區 分
1970 2000

總人口 農村人口 農家人口 總人口 農村人口 農家人口

14歲 以下 幼年人口 比率

64歲 以上 老年人口 比率

42.1

 3.3

45.1

 4.2

45.2

 4.9

20.9

 7.3

18.6

14.7

 11.4

 21.7

老齡指數  7.8  9.3 10.9 35.0 78.7 190.9

乳兒 扶養率

老年 扶養率

總扶養率

77.2

 6.1

83.3

88.8

 8.2

97.0

90.6

 9.9

100.6

29.2

10.2

39.5

27.9

22.0

50.0

 17.0

 32.5

 49.5

表 3. 道別 人口 過疎化地域의 分布  

道
總 邑面數

  (A)

過疎化 邑面

邑面數(B) 比率(B/A)

全    國 1390 718 51.7

京 畿 道

江 原 道

忠淸北道

忠淸南道

全羅北道

全羅南道

慶尙北道

慶尙南道

濟 州 道

153

114

103

169

159

229

238

213

12

10

49

53

72

119

173

135

104

3

6.5

43.0

51.5

42.6

74.8

75.5

56.7

48.8

25.0

資料: 鄭起煥 外, 1999.

○ 市場開放에 의한 農業生産 萎縮

- 農産物 輸入과 國內 生産過剩에 의한 農産物 實質 價格 下落  

- 都市 勤勞者 所得 對比 農家所得은 1995年度에 95.1%에서 2003년도에

76.2%로 擴大 

- 農地 等 生産手段의 遊休化 進展 
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圖 6. 1970-2003期間 中 耕地面積 變化(천ha)
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○ 都․農 隔差 深化에 의한 農村地域의 活力 喪失    

3.2. 産業化의 影響에 대한 農業部門의 對應  

가. 農業構造調整과 農家經營 安定化 對策 

○ 1980년 以後 二重穀價制 撤廢 등 增産政策 後退

○ UR 協商에 進行되면서 國內外 農業與件 變化에 適應하기 위한 農業部門

의 構造調整 政策의 本格化 

- 經營規模 擴大와 品目別 專業農 育成 

- 農地流動化 促進을 위한 農地制度 改善 

- 農業經營者 老齡化에 對備한 後繼農業人 育成  

- 農業部門 競爭力 强化를 위한 技術開發 投資擴大

○ 米穀中心의 所得構造에서 脫皮하기 위한 農外所得原 開發 促進 

- 農外所得原開發 促進法 制定 및 農工團地 育成 

- 農村觀光을 農業部門의 主要 政策으로 導入 

○ 農家 등 經營体의 經營 持續可能性에 대한 疑問이 提起되어 農家의 所得

安定化가 政策의 優先으로 擡頭
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- 直接支佛制를 活用한 農家所得 補塡 對策 講究

- 農家 經營安定을 위한 作物保險 擴大, 所得安定 計定制 導入 檢討   

○ 農業構造 調整 政策의 成果 

- 1990-2000 期間 中 營農規模 3ha 以上의 大農比重이 2.5%에서 6.1%로 增加

- 中農層의 兩極分解

- 農業所得의 依存度가 높은 大農層의 農業所得이 減少하고, 經營主의 老齡

化가 빠르게 進展되는 狀況에서 規模擴大에 의한 農業의 競爭力 强化는 

크게 기대하기 어려운 것이 現實.   

○ 向後 韓國 農業의 競爭力은 效率的인 營農組織體의 育成에서 찾아져야 할 

것임. 

- 競爭力 있는 專業農 育成 

- 家族農을 主 構成員으로 하는 營農組合法人 育成 

- 組合型 法人 혹은 農業企業 育成  

- 企業과 家族農이 垂直的으로 統合된 企業型 農業經營체 育成 등     

나. 農村地域 活性化 對策  

○ 傳統的인 韓國 農村은 마을 共同體가 스스로 生存戰略을 摸索하고 當面

한 問題를 住民이 自治的으로 解決하는 메커니즘을 지니고 있었음. 

- 마을의 共同關心事를 自治的으로 解決하는 大同契

- 經濟的 協同을 위해 組織 運營해 온 修理契, 쌀契 等 

- 社會的 協同을 위해 組織 運營해 온 婚姻契, 裳事契, 親睦契 等    

○ 1971年부터 始作된 農村새마을운동은 政府가 運動을 主導하 지만 실제 

새마을사업은 마을 단위에서 農業生産基盤 整備, 生活環境 改善, 所得增

大 活動 등 農業生産性 增大와 所得增大 活動을 農村住民 主導로 推進. 

- 住民參與에 의한(people' participation), 住民의 意思決定에 의한(people's 

empower- ment), 住民이 主導한(people's initiative) 농촌새마을운동은 1970年

代의 內發的 農村地域活性化의 成功的인 事例로 評價될 수 있음.  

○ 1980年 以後 急激히 進行된 高度 經濟成長의 결과 심화된 都․農間發展
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隔差, 離農에 의한 農村 地域의 空洞化, 1986年부터 進行된 UR協商 등에 

對備하기 위해 政府는 農村 地域 活性化를 위한 政策을 强化 

- 郡單位 農村地域綜合開發事業 導入(1985 以後)

- 農村定住生活圈開發事業 導入(1990 以後)  

- 農村工業化 政策에 의한 農工團地 助成 事業 推進(1985 以後) 

- 觀光農園 造成 및 그린 투어리즘 도입(1984 以後)  

- 綠色農村體驗마을 등 都․農 交流에 의한 農村 地域 活性化 프로그램 等 

○ 그러나 1980年代 以後 施行된 政府의 農村支援 政策은 農村地域의 住民

組織과 地域社會의 運營原則에 의해 住民爲主로 推進되기보다는 政府主

導로 推進되어 住民 參與度가 낮았다고 評價됨. 

- 특히, 農村地域에 就業可能한 人力 不足으로 農工團地 就業에 의한 農外所

得 增大에 限界가 있으며 

- 觀光農園政策도 農村住民보다는 外地에서 移住해 온 사람들이 地域農業과 連

繫를 갖지 못하고 運營한 결과 地域의 發展에 寄與하는 程度가 낮은 것으로 

評價 됨. 

○ 따라서 2000年代 以後의 農村 地域活性化 政策은 政府主導에서 地域社會 

住民이 主導하는 內發的 地域活性化 政策으로의 轉換해야 함. 

  1) 地域의 主體 勢力化   

- 住民이 主導的으로 地域活性化事業을 推進할 수 있도록 住民을 勢力化

- 주민을 組織化하고 事業을 推進할 機構를 造成 

- 專門家 集團은 諮問活動에 參與.

  2) 地域 主體의 力量 强化 

- 地域社會 指導者의 育成 

- 地域 構成員이 地域活性化 事業을 推進할 수 있는 力量을 갖추도록 訓練  

  3) 地域의 資源의 生産化 

- 農村 地域社會와 農家가 지니고 있는 地域資源의 最大한 活用 

- 地域社會 組織의 參與 機會 擴大와이를 通한 組織의 能力提高  

  4) 地域社會 改善을 위한 活動 支援 
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- 政府는 地域住民의 地域社會 活性化 活動을 支援하는 役割에 忠實. 

- 政府, NGO 等은 一方的으로 事業을 決定하기보다는 住民이 必要한 事業

을 住民이 自律的으로 決定하고 運營할 수 있도록 支援 

  5) 外部의 支援

- 外部의 支援은 財政的, 技術的 支援을 原則으로 함. 

- 外部에서 一方的으로 支援하기 보다는 地域住民과 政府 혹은 地域住民과 

NGO 間의 파트너십 形成을 通해서 推進함으로써 事業의 主人意識을 鞏固히 

하도록 함. 

○ 以上의 內容을 圖式化하면 다음과 같음. 

圖 7. 內發的 地域活性化의 條件과 相互作用 關係 
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4. 韓․日 共同硏究의 韓國側 主要 硏究 內容  

   2005∼2007년까지 3個年에 걸쳐 韓․日 간 共同捐軀로 遂行 

4.1. 主要 硏究 小主題 

1) 農村社會構造의 變化와 內發的 地域活性化 條件   
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2) 內發的 地域活性化를 위한 政策的 條件 

3) 農業構造 調整과 地域農業의 內發的 展開

4) 內發的 農村發展을 위한 地域社會 條件과 政策的 支援   

4.2. 3年間의 全體 硏究 內容   

1) 産業化의 條件과 人口移動의 패턴 및 農村人口 構造의 變化

2) 國土政策과 農村 地域開發政策의 展開 過程 

3) 農業構造調整 政策의 展開 過程 

4) 地域社會의 對應 

○ 農村人口 및 地域社會 變化에 對應한 內發的 地域活性化 戰略 

○ 地域農業 構造와 生産體制 變化에 對應한 內發的 地域活性化 戰略 

○ 農村地域 活力喪失에 對應한 內發的 地域活性化 戰略

- 地方自治團體의 地域活性化 政策과 都․農 交流 實態

5) 農村地域의 內發的 發展 條件  

6) 農村의 內發的 地域 活性化를 위한 東아시아의 成功的 모델과 이를 實踐

하기 위한 政策 方案 

4.3. 2005年度(1차 年度) 硏究 內容 

1) 韓․日 兩國의 産業化 條件과 農村人口 移動 패턴에 관한 比較 硏究

2) 韓․日 兩國의 都․農 交流政策의 展開와 마을 事例 

3) 日本의 部落營農 事例 硏究 

4.4. 2次年度 硏究   

○ 韓․日 兩國의 國土開發政策과 農村地域 政策의 展開 過程 및 內發的 農

村發展을 위한 中央과 地方政府 및 마을 住民들의 役割 關係 

○ 日本의 農村마을의 社會組織의 形態 및 機能과 內發的 農村地域 活性化 

條件 
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○ 韓․日 兩國의 地域農業 構造의 變化 過程과 內發的 發展을 위한 住民의 

對應 戰略 

4.5. 3차년도 연구   

○ 硏究綜合 

○ 農村의 成功的인 內發的 地域活性化 모델 提示

○ 東亞世亞 農村發展을 위한 政策 提案 
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日本におけゐ都市農村交流によゐ內發的農村開發について

一グリ一ソツ一リズの價値構造について一

千賀 裕太郞(東京農工大學)

劉 鶴 烈(日本學術振興會特別委員)
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：「野仏」（9つ）



観光資源に対する来訪者の満足度
관광자원에 대한 관광객의 만족도

「職人の家」、「集落景観」、「野仏巡り」の満足度が高い

光 資 源観 アンケー ト項 目
満足 度

(%)

「 職 人 の 家 」 体験を し た り 、 職 人 と の 交 流 が楽し か っ た 。  64.1

「 集 落 景観」 集 落 の 町 並 み （ 白 壁 の 家 屋 、 水 路 の 花 ） の 美 し さ が楽し め た 。 52.6

「 野仏巡 り 」 野仏を 巡 り な が ら 自 然 散 策 が楽し か っ た 。 48.7

「 農 産 物 直 売所 」 新 鮮 な 野 菜 や 果 物 を 買 う こ と が で き た 。 34.6

「 豊 楽 館 / 香 り の 家 」 手 作 り 味噌や 蒟 蒻 な ど 、 地 域 の 特 産 物 を 買 う こ と が で き た 。 32.9

「 豊 楽 館 / 香 り の 家 」 そ ば や 豆 腐 料 理 な ど 、 地 元 の 料 理 が 美 味 し か っ た 。 32.1

「 地 域 住 民 」 地 元 の 人 と 挨 拶 や会話 を し た り し て楽し か っ た 。 28.6

あ ま り お 金 を か け な く て も楽し め た 。 ( 入 場 料 、 駐 車 料 金 無 料 ) 64.1

他 の観光 地 を 訪 れ る 際 の 宿 泊 ・ 休 憩 場 所 と し て 便 利 で あ る 。 2.6

村 ま で の ア ク セ ス （ 道 路 ・ 交 通 機関） が 便 利 で あ る 。 6.8

サー ビス



観光資源別の収入比率比較
관광자원별 수입비율비교

「豊楽館/香りの家」への収入が多い

観光資源の 内容 収入比率（%）
職 人 の 家 （22軒 ） 工 芸 体験や 工 芸 品 の 販売 32.1

土 料 理郷 （そば 、豆 腐 ）の 販売

特 産 物 (味噌・納 豆 ・蒟 蒻 など)の 販売

農 産 物 直 所売 新 鮮 な野 菜 ・果 物 の 販売 17.8

民間の 店舗（１３軒） 郷土料理や 土産物の 販売 デ ー タなし

野仏巡り 野仏や 史跡を 巡りなが ら の 自然散策 -

集落景観
昔の 面影を残す 萱葺き 屋根の 民家や
水路の 花

-

地域住民 地域住民と の 交流（あ い さつ ・会話） -

観光資源

豊 館楽 /香 りの 家 50.1
収
入
有
り

収
入
無
し

（事業主体へのヒアリングより作成）



36.4

22.8

18.5

12.4
10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

職 人 の 家 野仏めぐり 集 落 景観 豊楽館 農 産 物 直売所

29.9

0.0 0.0

47.2

23.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

職 人 の 家 野仏めぐり 集 落 景観 豊楽館 農 産 物 直売所

来訪者からみた観光資源に対する魅力
관광객 측면에서의 관광자원에 대한 매력

観光資源から得られる経済的収益
관광자원에서 얻은 경제적 수익



● 観光資源の特性 관광자원의 특성

①～②：「職人家」

③～④：「農産物直売所」

②：「集落景観」、「野仏めり」

③：「豊楽館」、「香りの家」

来訪者の満足度

収
益

高い 満足 低い 満足

高い 収益 ① ③

低い 収益 ② ④

「集客性の高い観光資源」 「収益性の高い観光資源」

必ずしも一致するわけではない



「野仏巡り」と「集落景観」の維持管理の現状と
課題

役場の事業担当者

● 調査方法

ヒアリング調査：

各集落（須川宿、東峰須川、笠原、谷地）の区長



景観形成活動（「道普請」と「花植え活動」）を持続
的に行っていく上での課題

● 来訪者の増加による生活環境の悪化への対策

● 景観形成活動の価値に対する地域住民の認識

● 収益性の高い観光資源から、景観形成活動への 収益

の再配分



活動への参加率と参加形態

● ３ゾーン全体 「参加している」：３６２人（３２．１％）

（複数回答）

> 入須川集落（住民主導）における参加率が高い。

> 女性（37.8%）、高齢者（38.0%）の参加率が高い。

> 農家（専業農家：55.2%）の参加率が高い [1%有意]

注）「飲食・土産物店」など他に5形態

項 目 人 数 ％

直 売 所 へ の 農 産 物 の 出 荷 193 53.3

都 市 農 村 交 流 施 設 で の パ ー ト 95 26.2

活動の参加形態



● ３ゾーン全体での「事前説明」「意見反映」への評価

● 属性別の特徴

> 男性、高齢者、農家（特に専業農家）の評価が高い。
⇒[いずれも1%または5%有意]

> 入須川集落(住民主導)での評価が高く、須川宿集落 （行政

主導）での評価が低い。⇒[いずれも5%有意]

３ゾーン全体では評価が低い

項目 人数 （%）

十分であった 303 28.1

どちらとも言えない 368 34.1

不十分であった 409 37.9

項目 人数 （%）

十分であった 289 27.4

どちらとも言えない 492 46.6

不十分であった 275 26.0

事前説明 意見反映



活動参加と「行政の姿勢」に対する評価との関係性

① 「事前説明」と「参加の有無」との関係性

② 「事前説明」と「参加意志」との関係性

「事前説明」と「参加の
有無」に相関が見られる。

「事前説明」と「参加意志」
に相関が見られる。

20.6

42.7

38.3

26.6

41.1

30.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加していない

参加している

十分で
あった

どちらとも
言えない

不十分で
あった

16.6

18.9

36.5

35.2

43.3

26.0

48.2

37.8

37.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加意志なし

どちらとも言えない

参加意志あり
十分であっ
た

どちらとも
言えない

不十分で
あった

カイ二乗検定で
1%有意

カイ二乗検定で
1%有意

参加している

参加してない

参加意志あり

どちらとも
言えない

参加意志なし



>「来訪者のマナー指導」

>「集落間での事業効果の公平性」

>「役場と住民との意見交換」

若年層、須川宿集落に多い

施設非立地集落
新巻集落に多い

若年層に多い

（複数回答）

⇒[いずれも1%または5%有意]

項 目 人数 （％ ）

来 訪 者 へ の マナー 指 導 682 63.6

集 落 間 での 事 業効果 （収入 ・雇 用 ）の 公 平 性 480 44.7

役 場 と住 民 との 意 見 交 換 470 43.8

若 年 層 の 参 加 機 会 の 提 供 400 37.3

過 度 の観光 化 ・商 業 化 の 防 止 187 17.4

活 動 へ の 批 判 層 に対する説得 186 17.3

集 落内へ の来訪 者 の 自 動 車 の乗り入 れ 制 限 147 13.7

住民が認識する事業の課題と要望



１）３ゾーン全体の総合評価

53.3%

32.3%

14.4% 支持層

中間層

不支持層

「支持層」が過半数以上を占めている

注）支持層：都市農村交流による地域活性化について
「好感が持てる」、「まあ好感が持てる」

住民による事業の総合評価



２）総合評価に影響を及している要素の分析

● 目的変数：「総合評価」

● 説明変数

・中間、不支持層

・支持層

：「十分であった」

：「そう思う」

：「そう思う」

：「そう思う」
支持層

分析結果
（的中率：７８．９％）

４０項目から
１２項目を選定

● 分析方法

数量化理論Ⅱ類

① 意見反映

② 誇り・愛着の向上

③ 収入の増加

④ 道路整備による
利便性の向上



３主体による評価・分析結果の統合化

事業主体による
事業の自己診断の

結果

住民による
事業評価の結果

来訪者による
事業評価の結果

各地域の事業の課題の析出

計画づくりへの提言



「職人の家」、「集落景観」、「野仏めぐり」の質の維持のための役場から
の支援は十分ではない。

新治村「農村公園」の課題の整理

集客性の高い観光資源の価値の再認識と保全対策

「集客性の高い観光資源」と「収益性の高い観光資源」は相互依存の関
係にある。

住民は収益性の高い観光資源への評価が高く、集客性の高い観光資
源への評価は低い。

事業主体

来訪者

住民



● 若年層の地域への定着の促進

● 住民と来訪者の“交流”の場・機会の提供

● 来訪者の増加による住民の生活環境の改善

● 農村空間の観光地化・商業化の抑制

新治村「農村公園」におけるその他の課題



計画づくりへの４つの提言

１．行政主導から住民主導への計画プロセスの移行

住民主体による
事業の実施

行政主導による
事業の実施

活動参加率が低い

行政主導から住民主導への
計画プロセスの移行

今後の活動意欲が低い

活動参加率が高い

今後の活動意欲が高い



２．観光資源の特性を把握した事業計画の策定

来訪者の満足度 収益の多寡

観光資源の特性把握

収益性の高い
観光資源

集客性の高い
観光資源

都市農村交流における観光資源の
保全・開発戦略の策定

観光資源の相互依存関係の把握



３．来訪者の特性を把握した事業戦略の策定

観光資源・サービスに対する評価パターン
による来訪者の類型化

地域に適した
来訪者の選定

リピータの嗜好の
把握

持続的な事業戦略の策定



４．住民の生活空間と来訪者の余暇活動空間 との

調整

住民の
“生活の場”、“生産の場”

来訪者の
“余暇活動の場”

ゾーニング・来訪者の動線計画（ルーティング）

空間秩序計画



農村地域

都市地域

① もの（農産物）

② お金

：価値交換の場

現在

グリーンツーリズムにおける
農村と都市の新たな関係

都市地域

① 都市住民（with お金））

② 都市住民
（with ものと満足）

農村地域

価値交換の場としての農村

自然
体験文化

交流

農産物

景観



都市農村交流の先進事例紹介

長野県飯山市「なべくら高原森の家」

地域自然を活かしたグリーンツーリズム
外部からの若者スタッフによる運営・管理
多様な体験プログラム実施













森の学校７月のメニュー（一部）



地元企業主導によるまちづくり先進事例紹介

長野県小布施町「小布施堂」

地域の伝統産業を活かしたまちづくり
地域の伝統文化を活かしたまちづくり



小布施の町並みと地元企業
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1. 1. 도농교류의도농교류의 배경과배경과 관점관점

일반적일반적 정의정의

도농교류는도농교류는 사람사람, , 물품물품, , 서비스서비스, , 정보정보, , 문화문화 등의등의 측면에서측면에서 도도

시와시와 농촌의농촌의 상호관계상호관계

현실적현실적 효용효용

농촌의농촌의 지역개발지역개발 수단수단 →→ 농촌의농촌의 부존자원을부존자원을 활용하여활용하여 도시민들의도시민들의 다양한다양한 필요를필요를

충족시킬충족시킬 수수 있도록있도록 함으로써함으로써 농촌주민의농촌주민의 소득소득 증대증대 및및 농촌의농촌의 산업구조산업구조 다양화다양화

도시의도시의 문화운동문화운동 수단수단 →→ 건조한건조한 도시적도시적 삶의삶의 양식양식, , 삭막한삭막한 현대적현대적 물질문화물질문화 등에등에

대응하여대응하여 자연과자연과 전통이전통이 충만한충만한 대안적대안적 삶의삶의 양식과양식과 문화문화 체험체험



1.1. 농촌의 현실

(1) 산업적 기반 약화

- 농업소득 증가율: 연 -1.6%(1994-2003)

- 도시근로자가구소득 대비 농가소득: 76.0%(2003)

- 농가부채 부담 정도: 호당 2,020만원(2000)

- 농외소득 비중:

한국(32.3%), 일본(62.6%), 대만(64.8%)

1. 1. 도농교류의도농교류의 배경과배경과 관점관점



1.1. 농촌의 현실

(2) 인구의 감소와 노령화

- 농촌인구 감소: 연 -3.26%(1980-2000)

- 농촌인구 비중: 43%(1980) - 20%(2000)

- 65세 이상 노령인구: 14.7%(2000)

- 농업경영체 60세 이상 인구: 58%(2000)

- 주민자율적 개발역량 약화

1. 1. 도농교류의도농교류의 배경과배경과 관점관점



1.1. 농촌의 현실

(3) 농촌 환경의 질 저하

- 기초시설 및 서비스 수준 낙후로 생활 불편

- 소규모 분산 난개발 등 생태, 경관 훼손

1. 1. 도농교류의도농교류의 배경과배경과 관점관점



1.2. 도시의 현실

(1) 삶의 질을 저하시키는 도시환경

(2) 식품 안전성에 대한 불안

(3) 누적된 스트레스의 일상화

(4) 여가 인프라의 부족

1. 1. 도농교류의도농교류의 배경과배경과 관점관점



1.3. 도시와 농촌 모두의 윈-윈 전략 모색

- 양방향성, 반복성, 지속성

1. 1. 도농교류의도농교류의 배경과배경과 관점관점

일상을 탈출하여
좋은 환경과 경관을 갖춘 곳에서

특별한 체험을 하고
믿을 수 있는 농산물도 사고 싶다.

유동인구 증가, 고용 및 소득 증대,
생활환경 개선, 자연경관 복원 등을

기대하며...

농업, 농촌의
무한한 잠재자
원



도 농간
불균형
성 장

농 촌

- 인구 감소 자본 유출
- 노령화

도 시

- 인구 자본 집중
- 시설 서비스 집중

농업경영체 해체
농 산지의 유휴화

지역경제의 위축

시설 서비스 낙후

외부불경제 확대
사회적 비용 증가

도시농촌 통합형
정주기반 형성

도시 농촌 계획

시설 서비스 공유
산업의 연계 등

- 도 농 균형 발전

<과제>

1. 1. 도농교류의도농교류의 배경과배경과 관점관점



2. 2. 농촌개발정책의농촌개발정책의 전개와전개와 최근의최근의 동향동향

농촌개발정책의농촌개발정책의 전개전개 과정과정

1950, 601950, 60년대년대: : 농촌개발정책의농촌개발정책의 도입기도입기

–– 19581958년년 CDCD사업이사업이 출발출발

–– 마을단위의마을단위의 주민교육과주민교육과 계몽계몽, , 소득개발소득개발, , 생활환경개선생활환경개선 등등 종합종합 개발개발

–– 주재지도원이주재지도원이 도와도와 주는주는 주민참여주민참여

19701970년대년대: : 농촌개발정책의농촌개발정책의 확산기확산기

–– 새마을운동새마을운동

–– 마을단위의마을단위의 기초환경개선기초환경개선, , 농촌지도자농촌지도자 발굴발굴 및및 육성육성, , 소득증대소득증대 등등 종합개발종합개발

–– 정부의정부의 강력한강력한 추동으로추동으로 동원된동원된 주민참여주민참여
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농촌개발정책의농촌개발정책의 전개전개 과정과정

19801980년대년대: : 농촌개발정책의농촌개발정책의 제도적제도적 정착기정착기

–– 부처별부처별 단위사업단위사업 신설신설 및및 군군 단위단위 농촌지역종합개발농촌지역종합개발 시범사업시범사업

–– 중앙정부중앙정부 주도의주도의 물량물량 위주위주 인프라인프라 정비정비 주류주류

–– 19841984년년 농촌휴양자원개발사업농촌휴양자원개발사업 시작시작

19901990년대년대: : 농촌개발정책의농촌개발정책의 양적양적 팽창기팽창기

–– URUR협상협상 계기로계기로 농촌개발농촌개발 예산예산 확대확대

–– 부처별부처별 법률법률 제정제정 및및 단위사업단위사업 확대확대 강화강화

–– 인프라인프라 정비정비 더욱더욱 치중치중: : 동력화동력화, , 콘크리트화콘크리트화

–– 중앙정부중앙정부 하달식하달식 행정행정, , 지방은지방은 집행자집행자, , 주민은주민은 수혜자수혜자 구조구조 정착정착



2. 2. 농촌개발정책의농촌개발정책의 전개와전개와 최근의최근의 동향동향

농촌개발정책의농촌개발정책의 반성과반성과 새로운새로운 시도시도

물리적물리적 인프라인프라 정비정비 중심의중심의 농촌개발농촌개발

하향식하향식 개발행정으로개발행정으로 지방의지방의 자율성자율성, , 주민참여주민참여 약화약화

소비자를소비자를 고려하지고려하지 않은않은 농촌개발농촌개발

20002000년대년대: : 농소정농소정 협력사업협력사업, , 마을단위마을단위 관광사업관광사업,1,1사사11촌촌 및및 55

도도22촌촌 운동운동 전개전개

–– 마을마을 중심중심

–– 물리적물리적 인프라인프라 정비와정비와 소프트웨어소프트웨어 조화조화 도모도모

–– 주민참여주민참여 강조강조

–– 소비자를소비자를 대상으로대상으로 인식인식
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최근최근 농촌개발정책의농촌개발정책의 변화변화 동향동향

지방일괄이양법지방일괄이양법 제정제정: : 사무의사무의 지방이양지방이양

국가균형발전특별회계국가균형발전특별회계 신설신설: : 예산한도내예산한도내 지방계획지방계획

삶의질향상특별법삶의질향상특별법 제정제정: : 지방의지방의 농촌개발계획농촌개발계획

신활력사업신활력사업 신설신설: : 낙후지역의낙후지역의 혁신계획과혁신계획과 자율실천자율실천

–– ““농업에서농업에서 농촌으로농촌으로””

–– ““지방의지방의 계획과계획과 실천실천””을을 강조하는강조하는 추세로추세로 급변화급변화 중중!!



마을에서마을에서 운영하는운영하는 펜션펜션

(A) 양양군 어성전2리
: 새농어촌건설운동 등

(B) 제천시 학현리
: 아름마을사업
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마을에서마을에서 운영하는운영하는 도농교류행사도농교류행사

강원도 화천군 신대리(토고미마을): 도시민과 함께 하는 오리입식행사

3. 3. 마을단위마을단위 관광사업의관광사업의 실태실태



마을에서마을에서 음식도음식도 팔고팔고 농산물도농산물도 팔고팔고

충북 보은군 구병리 아름마을
: 음식과 농산물 판매

3. 3. 마을단위마을단위 관광사업의관광사업의 실태실태



참여지수와참여지수와 성과지수성과지수 비교비교

주민참여지수주민참여지수 높은높은 마을이마을이 사업성과지수도사업성과지수도 높음높음
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신대리신대리구병리구병리

부래미부래미 동촌리동촌리

학현리학현리
용천리용천리

하천리하천리

상천리상천리
죽정자리죽정자리

자채방아자채방아

사업성과사업성과
지수지수

주민참여지주민참여지
수수

두 지표 간
상관계수
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0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
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5억원 미만 10억원 미만 15억원 미만 15억원 이상

주민참여지수

사업성과지수

((마을당마을당 투자액수투자액수))

((참여지수참여지수 및및
성과지수성과지수))

마을당마을당 투자한투자한 액수도액수도 참여지수참여지수 ·· 성과지수와성과지수와 관련관련

–– 시행된시행된 정책사업의정책사업의 수수 또한또한 두두 지표와지표와 연관연관

마을별 투자액수에 대비해 본 주민참여지수와 사업성과지수



3. 3. 마을단위마을단위 관광사업의관광사업의 실태실태

몇몇 가지가지 성과성과

가능성과가능성과 자신감자신감 얻는얻는 계기계기

리더십있는리더십있는 지도자지도자 발굴발굴 계기계기

주민참여의주민참여의 구체화구체화

보람과보람과 긍지긍지

경제적경제적 투자에투자에 대한대한 성과는성과는 미흡미흡

일부일부 주민주민 소외와소외와 주민간주민간 갈등갈등 증폭증폭

난개발난개발

※※ 주민주민 공동체로서공동체로서 해야해야 할할 마을마을 일에도일에도 경제적경제적 인센티브인센티브 바라는바라는 왜곡의식왜곡의식

남겨진남겨진 과제과제



4. 4. 향후향후 연구연구 방향방향

주요주요 내용과내용과 방법방법

사례마을의 선정

일본과 비교

공통점과 차이점 도출

농 촌 개 발 정 책 변화 이 론 적 논 의

분 석 틀 의 설 정

일본일본 사례마을사례마을 선정선정 조사조사

한국한국 사례마을사례마을 선정선정 조사조사

-- 정책의정책의 적용적용 과정과정
-- 도농교류의도농교류의 전개전개
-- 참여의참여의 유형과유형과 활동활동

-- 잠정적잠정적 성과와성과와 과제과제
-- 양국의양국의 공통점과공통점과 차이점차이점
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韓國의 都農交流를 通한 內發的 農村 發展: 

硏究의 觀點과 方向

          

宋 美 玲 

(KREI 硏究委員)
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1. 都農交流의 背景과 觀點 

○ 都農交流는 단순히 그 자체의 語義로는 “사람(人,) 物品, 서비스(service), 

情報, 文化 等의 제 측면에서 都市와 農村의 相互關係”라고 할 수 있음. 

- 현실적으로 都農交流는 農村의 地域開發을 위한 하나의 手段으로서 意義

를 가지며, 나아가 대안적 文化運動의 한 흐름으로서도 意義를 가짐.

 ․農村地域에 內在되어 있는 有․無形 賦存資源을 活用하여 都市民들의 多樣한 

必要를 充足시킬 수 있도록 함으로써 農村住民의 所得을 높이고 農村의 産業

構造를 多樣化하여 地域 活性化의 계기를 마련할 수 있다는 점에서 地域開發

의 한 手段이며,

 ․都市民들에게 건조한 都市的 삶의 양식, 삭막한 現代的 物質文化 等에 對

應한 自然과 傳統이 充滿한 대안적 삶의 양식과 문화를 經驗하고 波及할 

수 있는 기회를 제공할 수 있다는 점에서는 文化運動의 한 手段이라 할 

만함.

1.1. 農村의 現實

○ 農産業 基盤의 弱化

- 農業所得 增加率 下落: 年 -1.6%(1994∼2003)

- 都市勤勞者家口 所得 對比 農家所得: 76.0%(2003)

- 農家負債 부담 정도의 심각성: 農家당 負債規模는 2,020만 원(2000) 

- 農外所得 比重 微弱: 韓國 32.2%, 日本 62.6%, 臺灣 64.8%

○ 農村人口의 減少와 老齡化로 地域社會의 活力 低下

- 農村人口의 과소화: 人口 減少率은 年 -3.26%(1980∼2000). 2010年 人口 2

千名 未滿의 邑․面이 全體의 40%로 增加할 展望
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 ․邑․面 所在地 機能 弱化에 따라 農村地域 活力이 다시 低下되는 惡循環 

우려 

- 農村人口의 노령화: 65歲 以上 老齡人口 比率 14.7%.1) 農業人口 中 50歲 

以上이 75% 占有, 60歲 以上이 60%

 ․後繼 農業經營體 단절로 農産業 자체의 위축도 우려

- 住民 共同體 意識 및 自律的 開發力量 과거보다 弱化. 어느 마을에 가나 

“어차피 관에서 모두 해 줄 것인데...” 하는 依他的 意識이 팽배

<표 1> 읍․면 지역의 인구 추이(1980∼2000년)
단위: 명

구  분 1980년 1985년 1990년 1995년 2000년

전국(A) 37,436,315 40,448,486 43,410,899 44,608,726 46,136,101

동 지역 21,434,116 26,442,980 32,308,970 35,036,473 36,755,144

읍‧면 

지역(B)

읍 지역

면 지역

16,002,199

 4,539,666

11,462,533

14,005,506

 4,817,236

 9,188,270

11,101,929

 3,603,647

 7,498,282

 9,572,253

 3,484,148

 6,088,105

 9,380,957

 3,755,782

 5,625,175

구성비(B/A) 0.427 0.346 0.256 0.215 0.203

자료: 통계청, 해당 연도, ｢인구주택총조사보고서｣.

<표 2> 농촌의 인구감소지역 증가 추이와 전망(1990∼2010년)
단위: 개

연도

읍‧면 개수
1990년 1995년 2000년 2005년 2010년

인구 2천 명 미만 30 97 170 333 470

인구 1천 명 미만  3 10  17  46 109

  주: 2005년 및 2010년의 수치는 현재 읍‧면별 인구 증감 추세가 지속되는 경우를 가정한 전망

치임.

자료: 송미령 외, 2002.

1) 우리나라 전체는 7.3%이므로 농촌의 노령인구 비율은 매우 높은 수치이다.
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○ 農村 環境의 質 低下 

- 그간 農村地域에 많은 投資가 이루어졌다고는 하나 都市地域에 比較하면 

여전히 生活에 必要한 基礎 施設 및 서비스 水準이 전반적으로 落後한 편  

- 아름답고 깨끗한 自然景觀, 生態環境을 損傷시키는 開發행위가 산재한 상태

 ․都市近郊, 道路周邊의 난개발은 심각한 수위에 도달하 으며, 농촌 마을 

내에도 공가, 유휴지, 유흥시설, 소규모 공장 등을 비롯한 농촌 마을과 어

울리지 않는 개발행위 빈번 

1.2. 都市의 現實

○ 삶의 質(Quality of Life)을 低下시키는 우리의 都市 環境

- 高密度, 交通滯症, 環境汚染 등 生活의 質을 떨어트리는 外部不經濟的 요

소들 산적  

○ 食品添加物, 殘溜農藥, 收入農産物 등 安全한 먹거리에 대한 불안 증대

○ 累積된 스트레스(stress)의 日常化

- 週 당 실제 勤勞時間은 平均 55時間으로 世界 最高 水準

- 2004年 週5日 勤務時代가 開幕되었으나 이의 影響을 받는 勤勞者는 약 

13%에 不過

○ 餘暇 인프라(infra)의 不足

- 國民 餘暇生活 1위는 TV시청, 2위는 휴식․수면, 3위는 가사잡일 등(통계

청, 사회통계조사보고서, 2000)

- 國民 觀光需要 중 農村觀光에 대한 需要는 1.7%에 不過(KREI, 농업전망, 

2005)
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1.3. 都農交流에 대한 期待

○ 위와 같은 都市와 農村의 現實을 염두에 두면, 都市와 農村의 現實 問題

를 함께 풀 수 있는 連結고리로서 都農交流를 理解할 수 있음. 

- 農業․農村의 多元的 機能에 대한 認識 보편화

- 食品 安全性과 質에 대한 관심 고조

- 田園生活에 대한 동경 구체화

- 多樣한 餘暇文化生活 욕구 충족 필요

 ․週5日 勤務制, 週5日 修業制, 完全 老齡年金 支給(2008년) 등 本格化 到來

○ 都農交流는 農村과 都市 모두에게 利益이 되는 윈-윈(win-win) 戰略

- 農村은 都市民과의 交流를 통해 農外所得, 農産物의 直去來, 聯關産業 擴

大 등을 통한 地域 活性化를 기대할 수 있음.

 ․流動人口 增加

 ․聯關産業 擴大로 雇傭 및 所得 增大

 ․生活環境 改善

 ․自然環境 및 景觀 改善

 ․未來 納稅者인 國民에게 農業․農村의 價値 體驗

 ․都市 및 農村 住民의 삶의 質(Quality of Life) 向上

- 都市는 農村과의 交流를 통해 安全한 食品, 새로운 餘暇活動, 自然․傳統

과 文化에 대한 敎育과 體驗 등을 經驗할 수 있음. 

○ 都農交流를 통한 가장 큰 期待效果는 農村 住民과 都市 住民의 共感 形

成 및 相互 滿足임.

- 장기적이고 거시적으로는 未來의 納稅者들이 農村 어메니티(amenity) 資源의 價値

를 認識하고 그것이 維持․保存․管理될 수 있는 계기로서 活用하는 意味도 큼. 
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<그림 1> 都農交流의 背景
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2. 韓國 農村開發政策의 展開 및 最近의 都農交流 關聯 政策 

動向

○ 1950․60년대: 農村開發政策의 導入期

- 1958년 Community Development Program으로 출발

- 마을(village)을 단위로 한 住民敎育과 啓蒙事業, 所得開發事業, 生活環境改

善事業 等이 망라된 綜合的 개발 형태

- 駐在指導員의 助力이 뒷받침된 住民參與

○ 1970년대: 農村開發政策의 擴散期

- 새마을운동(New Village Movement)

- 마을(village)을 단위로 한 綜合的 개발 형태
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- 中央정부의 强力한 行政的 드라이브가 있었으나 積極的 住民參與

○ 1980년대: 農村開發政策의 制度的 定着期

- 聚落構造改善事業, 農村所得道路事業, 農工團地造成事業 등 中央정부 部處

別 單位事業이 制度化되기 시작

- 시․군 단위를 定住圈으로 設定한 都․農統合형 農村地域綜合開發 主唱

- 綜合開發 → 單位事業, 住民 → 水鞋子

 ․사업내용은 물리적 기반정비 위주

 ※ 1984년 農村休養資源開發事業은 오늘날 都農交流事業의 出發이라 평가 

가능  

○ 1990년대: 農村開發政策의 量的 膨脹期

- UR협상을 계기로 農漁村構造改善 및 農特稅 등 特別會計가 신설되면서 農

村地域開發의 豫算規模도 擴大

- 農村開發政策과 關聯한 각종 法律의 制定 및 單位事業의 擴大

- 中央정부는 事業企劃, 地方自治團體는 事業執行, 農村 住民은 事業水鞋子로서 

構造化 

 ․사업내용은 물리적 기반정비 위주

○ 2000년대: 農村開發政策의 變革期

- 물리적 기반정비(hardware) 위주의 농촌개발, 住民參與를 소홀히 한 농촌개

발, 消費者를 고려하지 않은 농촌개발에 대한 반성이 대두

- 農消政協力事業의 登場(2000)
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<그림 2> 農消政 協力事業의 槪要

農

政消

都農交流

고용기회, 소득증대
농촌지역사회 유지․활성화
유무형 부존자원 보전...

농업․농촌에 대한 국민적 
공감대 형성

국토의 균형 발전...

안전한 농산물
의미 있는 여가와 휴식
농업․농촌 이해...

- 마을단위 觀光開發 中心의 農村開發事業 登場(2001)

 ․ 행자부 아름마을가꾸기시범사업

 ․ 농림부 녹색농촌체험마을조성사업

 ․ 농진청 농촌전통테마마을조성사업

 ․ 해수부 어촌체험마을조성사업 등

- 1社1村運動의 出發(2004)

 ․5都2村, 2村5都 캠페인 등 전개

3. 硏究의 方向 設定

○ 事例마을의 選定

- 마을의 槪要

- 政策의 適用(中央정부-地方自治團體-마을)
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- 都農交流의 展開

- 參與자의 類型과 活動

 ․마을지도자, 마을주민, 공무원, 외부 전문가, 기타

- 暫定的인 成果와 課題(內發的 發展)

○ 日本의 關聯 政策 및 事例와의 比較

○ 共通點과 差異點 도출
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農業構造の比較

日本の集落營農にする調査計劃

金 泰 坤

(KREI 연구위원)



はじめに

韓国の農業構造の特徴は、専業的農家が中心であり、同時にコメへの依存度が
高い。最近、市場開放や価格支持の低下により所得問題が発生し、また後継者
不在による問題も懸念される。

地域レベルでの所得確保や資源管理という視点から、集落的な対応策を探りた
い。日本の集落営農の事例を調査し、その代案としての可能性を確認することが、
この調査の目的である。

報告の順

調査の背景としての韓国農業の直面した問題

日本の集落営農に対する期待や調査計画



農業構造の特徴

農家の農業所得やコメ所得への依存度が高い

政策もコメに集中した結果、所得問題や生産歪曲

区分 韓国(2003) 日本（2002）

国民への食料供給力（％）
穀物自給率（％）
コメ自給率（％）

27
98

28
96

農家の農業所得依存度
農業所得率（％） 39.3 12.7

農家構成
専業農比率（％） 64.3 14.5

コメの位置（1戸当たり）
農業粗収入（％）
農業所得（％）
農家総所得（％）

34.1
46.5
18.3

25.1
30.4
3.9



コメの需給変化や在庫増加

コメ消費量が大幅減少

2004年度の在庫率は21.6％、04年産の豊作で05年は30.0％
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コメの需給変化、1990-2005



現時点における農業問題

農政理念：都農間の所得均衡

コメ価格支持により実現

農家の所得問題の発生：都農所得格差の拡大

市場開放による価格下落、コメの価格支持の低下
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WTO 출범

農家と都市世帯の所得比較、1980-2003年



コメ農家の性格変化

専業農中心、経営主の高齢化、後継者不在

後継者いる農家 ：15万 1,000戸（確保率14.0％）

52.042.831.1経営主60才以上割合（％）

67.057.560.8専業農割合（％）

1,0781,2051,508コメ農家数（千戸）

200019951990

資料：農業センサス



コメの追加的市場開放

関税化猶予の延長
履行期間 ： 10年間（2005－14年）

ＭＡ米の増量 ： 4.4－7.96％（225,575ー408,700ﾄﾝ）

消費者向けの市販 ： 10－30％（22,557－122,610ﾄﾝ）

1年目に輸入量の10％、6年目に30％、以降30％維持

在庫増と輸入米によるコメ価格の大幅下落が予想
コメ所得補填直接支払を講じても、所得問題の加速化



コメ農業の見通し

価格支持の低下や輸入米の増加による市場価格の下落
所得問題の拡大

今後、高齢専業農家の引退
地域的な農地管理の問題

→ 代案的接近：日本の集落営農



日本の集落営農に対する期待

集落営農に対する関心度
基本計画で、日本農業の担い手の一つとしての位置付け

経営政策や構造政策の対象

集落営農への期待
高付加価値化（生産、加工、交流）

地域資源の保全

地域の振興



集落営農に対する調査計画

調査の趣旨
高齢専業農中心の地域で、地域農業の後継者

所得問題の緩和あるいは解決

韓国農業への適用可能性の捉え

調査地域
作業受託中心の集落

加工や直販、交流等への事業多角化する集落



集落営農に対する調査計画

調査のポイント（文献や事例地域）

主体（主導的、補助的）

集落構成員の合意形成（原理、方法）

組織運営の原理

経済的効果（コスト面、交渉力）

その他効果

事業多角化への展開事例（加工、販売等）

内外の与件変化に対応した新しい流れ

調査日程、韓国での調査
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集落營農をどのように評價すか

構造政策から地域政策

淵野雄二郞․尹起喆

(日本共同セミナ〡)



農業集落の変貌
농업취락의변모

①農業集落数の減少

１９７０ １９８０ １９９０ ２０００

142,576 142,377 140,122 135,163
‘７０－’００ －7,413集落（－5.2%)

集落消失の意味：「主として、農家数が減少したこと等により、農道や

農業用用排水路の共同管理といった農業上の地域内の結びつきが失

われたものを調査の対象から外したものであり、必ずしも集落そのも

のが消失したわけではない」←集落機能を喪失した集落



農業集落の非農業化
농업취락의비농업화
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資料：農林水産省統計情報局「農業集落調査報告書」各年版

（％）

農業集落内
の全戸に出

役義務

農家のみ
出役義務

1990 132,579 100.0 37.4 26.8 0.8 35

2000 122,091 100.0 33.2 30.7 0.6 35.4

農業用 1990 128,044 100.0 32 42.8 0.8 24.4

用排水路 2000 123,044 100.0 31.2 46.6 0.4 21.8

農業集落と
して管理し
ていない

農道

調査年
施設のあ
る農業集

落数
合計

共同作業
人を雇っ
て行う

農業集落として管理している

農道・農業用用排水施設の集落管理
농도・농업용용배수시설의취락관리



農家カテゴリーの変化
농가카테고리의변화

販
売
農
家

26.025.725.425.123.022.5自給的農家（％）

41.240.739.939.637.2副業的農家（％）

17.718.319.019.220.2準主業農家（％）

15.015.315.716.019.7

77.5

主業農家（％）

298303307312344383農家戸数（万戸）

２００３２００２２００１２０００１９９５１９９０

主業農家：農家所得の50％以上が農業所得、65歳未満の農業従事60日以上

の者がいる。

準主業農家：農家所得の50％未満が農業所得、65歳未満の農業従事60日以

上の者がいる。

副業的農家：65歳未満の農業従事60日以上の者がいない。

自給的農家：経営耕地30a未満かつ、販売額50万円未満。



主副業別農家分類
주/부업별농가분류

専業農家

第１兼農家

第２兼農家

副業的農家 1,237千戸
（53％）65歳未満の農業従事60日以上の者がいる

主業農家

500千戸（21％）

準主業農家

599千戸（26％）

副業的農家

農
業
所
得

５０％
以
上

農
業
所
得

５０％

未
満

（599千戸）

（284千戸）

（216千戸）

（65歳未満の農業従事60日以上の者がいない）

副（210千戸）

副（66千戸）

副（962千戸）



農家経済の概要
농가경제의개요

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

A.．農業所得 219 365 508 1,146 952 1,065 1,120 1,442 1,084

B．農家所得 411 761 1,393 3,414 4,515 5,502 6,834 6,895 6272

C．家計費 368 655 1,225 2,650 3,942 4,700 5,415 5,705 5,397

　a）農家１人当たり   ---- 116 236 546 823 981 1,158 1,276 1,356

　b）勤労者（全国）    ---- 140 249 510 725 874 1,032 1,094 1,207
D．勤労世帯（可
処分所得）    ---- 715 1244 2586 3667 4484 5286 5786 5674
①農業所得依存
率（A/Ｂ） 53.2 48 36.5 33.6 21.1 19.4 16.4 20.9 17.3
②家計費充足率
（A/C） 59.5 55.7 41.5 43.2 24.2 22.7 20.7 25.3 20.1
③農工所得格差
（Ｂ／Ｄ）    ---- 106.4 111.9 132 123.1 112.7 129.3 119.2 110.5
④家計費格差
a／b    ---- 82.9 94.8 107.1 113.5 112.2 112.2 116.6 112.3

資料：農水省「農家経済調査」「農業経営動向統計」、総務省「家計調査年報」（旧総理府総務庁）
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集落営農の担い手群の重層構造
취락영농의노동력의중층구조



資料：農業センサス

　　　（％）

1985年 1990年 1995年 2000年

総農家 92,671 150,655 161,771 210,019

　　　うち販売農家 73,420 112,618 120,358 154,358

　　　うち自給的農家 19,251 38,037 41,413 55,661

土地もち非農家 38,063 66,130 82,543 132,770

合計 130,734 216,785 244,314 342,789

総農家 70.9 69.5 66.2 61.3

　　　うち販売農家 56.2 51.9 49.3 45.0

　　　うち自給的農家 14.7 17.5 17.0 16.2

土地もち非農家 29.1 30.5 33.8 38.7

合計 100.0 100.0 100.0 100.0

　　　　　　　

耕作放棄地の拡大
경작포기지의확대



集落営農の特徴
취락영농의특징

（１）集落営農は、集落のほぼ全員が土地、労働、資本を一部もし
くは全部を持ち寄り、共同（構成員の共同の意思で）で管理す
る体制である。集落営農の実態は、農家の単なる集合体とし
ての性格が強いものから、企業的要素の強い集団まで幅があ
る。

（２）多く場合、農地を提供（貸し付け）し、かつ何らかの作業に従
事するが、経営はメンバーから選任された役員が担当する。

（３）任意組合→特定農業団体→特定農業法人へのステップアッ
プが期待されている。



集落営農の必要性
취락영농의필요성

（１）農業所得の向上によって参加農家の総所得の増加を実現す
るとともに、集落の農業を中心的に担う人材の経済的自立を
集落全体で支援すること。

（２）集落の農業生産と農家生活の基礎資源である農地を守り、
農業の維持発展を図って集落を定住可能な地域社会として維
持すること。

（３）大規模経営を形成して高生産性・低コスト農業を実現し、食
料の安価かつ安定供給を図ること。



集落営農の経済的意義
취락영농의경제적의의

（１）経営及び作業の面積が拡大し、農用地の団地的利用が可能になる。

経営の零細性と農地の分散生の克服、農家の参加率が高いほどこの効
果が大きい。

（２）機械・施設の適正な装備と効率的な利用が可能になる。

（３）農地の適正耕作、転作作物の団地化やブロックローテーション可能にな
り、経営の複合化が図られる。

（４）栽培技術や栽培管理の高位平準化が進み、集落全体の単収の向上や
品質向上が期待される。

（５）集落の農地が特定の農家に集積されると、共同作業や賦役の形で維持
管理されている農道や用排水路等にかかる社会的費用が顕在化するが、
集落営農ではこれらの問題が回避される。



集落営農のコメ生産費
취락영농의쌀생산비

　　　　　　　区　　　　　分 販売農家 １０ha以上 協業経営体 全作業
平均 受託組織

　　　 物財費 79729 66017 67014 54745
　　*１０ 　　肥料費 8281 7342 8047 6241
　　　ア 　　農業薬剤費 7496 6405 6787 5947
　　　｜ 　　土地改良及び水利費 79650 7837 8144 6600
      ル 　　賃借料及び料金 12512 7672 12042 5777
　　　当 　　農機具費 27868 22162 16666 17652
　　　た 労働費 55832 29918 40318 39611
　　　リ 費用合計 135561 95935 107332 94356

生産費（副産物価額差引） 132609 90878 105162 92239
生産費（支払利子・地代参入） 137655 90878 115422 98749
全参入生産費 167893 100169 137460 123443
粗収益 136395 124123 139262 135935
所得 50122 47624 58171 73132
収量（kg） 520 494 511 503
労働時間（時） 36.79 18.92 23.4 21.94

６０㎏当たり生産費（副産物差引） 15293 11045 12348 11014
１組織（戸）当たり作付面積（a） 104.3 1361.9 1901.4 1247.7
　　資料：「米麦生産費調査」「農業組織経営体の生産費」（H11.3）



集落営農の発展類型 －構造政策から地域政策へ
취락영농의발전유형 －구조정책에서지역정책으로

（１）構造政策の視点からの集落営農

規模拡大志向農家への農地集積を市場メカニズムに任せていては進

展しないので、集落組織という「場」を用いて円滑に進めて行こうという

路線がしかれた。

集落営農組織→特定農業団体→特定農業法人

◇「効率的かつ安定的な農業経営」という「担い手」になれるか？

（２）構造政策から地域政策へ

集落営農の立ち上げの動機は「集落の農地や周辺の農業資源をいかに守
るかが主な目的になっている」ケースが多い。

◇集落営農支援は「経営体」育成というよりは「地域社会」の維持におかれ
るべきである。



特定農業法人
특정농업법인

特定農業法人とは、中山間地域などの土地利用型農業の担い手が不

足している地域を念頭において、農業経営基盤強化促進法で制度化さ

れた農業生産法人である。

「農用地利用改善団体（地権者・地主集団）の構成員から、その所有す

る農用地について利用権の設定等または農作業の委託を受けて農用

地の利用集積を行う」法人であり、将来、集落の農用地利用の過半を集

積することを条件に、「農業収入の１０％以下の積立と、５年以内の取り

崩しに対して圧縮記帳・損金算入という税制上の特典が認められている。



特定農業団体
특정농업단체

◇特定農業団体の要件（２００３年法改正）

（１）定款または規約を有していること。

（２）以下の計画を有し、その実施が確実と見込まれること。

①５年以内に法人化する予定であり、その実施時期が定められているこ
と。

②主たる従事者が将来的に目指す農業所得及び当該組織が目指す経
営規模が基本構想で掲げている目標及び指標と同等以上であること。

（３）資材購入から販売、収益配分に至るまで、一元的に経理を行っている
こと。

（４）将来的に当該組織が利用集積を図ろうとする農用地の目標面積が、
地域内の農用地の２／３以上であること。

（５）水田経営規模が20ha以上であること（中山間地域は知事特認で10ha
以上）



特定農業法人（大東農産）
특정농업법인 (大東농산)
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資源保全施策・支援のイメージ
자원보전시책・지원의이메지
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