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◆韓国における社会運動及びソウル市調査 報告書（メモ） 

白石 孝 

１ 調査の目的 

 韓国における民主化後の社会・市民運動および労働運動は多くの成果をあげている。社会運動にお

いては、立法・司法・行政の腐敗や不正を監視する運動、市民による政策提案の運動、社会的協働事

業を発展させようとする運動などが注目される。 

そこで、東京都知事選挙を市民派候補として闘った宇都宮健児および希望のまち東京をつくる会と

して、実地調査を行い、今後の日本での取り組みに反映させるとともに、日韓・韓日の友好・連帯運

動を進めていく第一歩とする。 

 

２ 訪問団の構成 

 ◇団  長  宇都宮 健児（日弁連元会長、当会代表、反貧困ネットワーク共同代表ほか） 

 ◇事務局長  白石 孝  （当会事務局、ＮＰＯ法人官製ワーキングプア研究会理事長） 

 ◇アドバイサー 安 周永 （常葉大学講師） 

 ◇団  員 ・猪股 正  （首都圏生活保護支援法律家ネットワーク共同代表、 

日弁連貧困問題対策本部副本部長） 

・告坂 真二 （東京土建） 

       ・松本 秀典 （東京地評） 

       ・高畠 素昭 （東京学習会議） 

       ・井ノ尾 寛利（奈良労連） 

       ・龍野 瑶子 （希望のまち東京をつくる会） 

       ・前田 かおる（前江東区議会議員） 

       ・渡邉 由紀子（パルシステム東京監事） 

       ・須澤 秀人 （日本海賊党～記録担当） 

 ◇アレンジ・通訳 鈴木 明 

 

３ 日程 

１０月６日（月） 

   ８：４０  ソウル市役所１階ロビー集合 

   ９：００  ソウル市 ソ・ワンジン（徐旺鎮）政策首席秘書官 

              アン・ギュンオ（安均吾）政策補佐官 

チョー・ソンジュ（趙誠柱）労働補佐官 

  １２：００  昼食 

  １３：３０  福祉国家ソサエティ イ・サング（李相九）共同委員長 

  １６：００  希望製作所 ユ・シジョ（柳時珠）企画理事、元所長 

１８：３０  チョン・ウォンガク（鄭元珏）さん（社会的協同組合・Ｉ ＣＯＯＰ協同組合支

援センター理事長）、キム・ヒョンミ（金亨美）さん（財団法人Ｉ ＣＯＯＰ協同
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組研究所 所長）、イ・ヒャンスク（李香淑）さん（同・研究員） 

         夕食 

 

１０月７日（火） 

   ９：３５  地下鉄６号線望遠駅集合 

  １０：００  ソンミサン地区共同体視察ツアー（スライドによる説明、保育園、共同住宅、 

学校、書店、市民劇場、共同スーパー、共同カフェなど視察） 

  １２：３０  昼食（ソンミサン共同食堂） 

  １３：３０  戦争と女性の人権博物館 見学 

  １６：００  参与連帯 ハン・サンヒ（韓尚熙）運営委員長、イ・テホ（李泰鎬）事務局長 

  １８：３０  憲法裁判研究所 チョン・ヨンホン（鄭永薫）責任研究員   

          イ・ヘジン（李恵珍）研究員 

夕食 

         

１０月８日（水） 

   午 前   自由行動 

  １２：００  日本大使館前での日本軍「慰安婦」水曜デモに部分参加 

  １３：００  マニュフェスト実践本部 イ・クァンジェ（李光在）事務局長 

  １５：３０  調査団まとめ会議～現地解散   

 

４ 主要団体のあらまし 

 

◆福祉国家ソサエティ（2007年設立） 

 会員1,000名（１万ウォン／月）、政策委員92名（3 万W／月）。ネット配信9,200名。経費は事

務所家賃、少人数のスタッフ人件費、外部からの財政的支援は受けない。政党や国会議員への政策提

案に影響力を持っている。９０数名の専門家で設立、2010年3月には「福祉国家提案大会」を開催、

また、国会議員約60人で「福祉国家を考える議員の会」も作っている。 

 

◆希望製作所（希望を創造する実践的研究所）（2006年3月設立） 

会員約 6 千名、研究員 46 名、年間予算約４億円。市民社会運動の自己革新、批判のみでなく、政

策提案と市民運動の同時取り組み。社会革新センター、社会的経済センター、シニア社会貢献センタ

ー、教育センター、ルーツセンターなど会員参加型と専門家による政策提案と社会活動を展開。会員

制度も創造的で事務所にも工夫がみられる。 

 

◆参与連帯（1994年9月発足） 

会員14,500名、運営委員113名、執行委員36名、活動専門家203名、活動グループ100、インタ

ーン・ボランティア 230 名、ネットフォローアー約 41,500 名。活動の柱は監視、チェック。司法監

視、公益訴訟、内部告発支援、国会議員監視、人権擁護、社会福祉推進（国民生活最低線運動）。 
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20年間の実績は、声明・論評5,383、公益訴訟357、国家監査請求265、立法請願553、レポート

発表354、討論会・会見開催1955、講座382コースなど。4階建てビルの1階はカフェ。 

 

◆マニュフェスト実践本部（2005年9月準備会議、06年2月発足） 

専任スタッフは選挙時13名、通常6名。120名のボランティア研究者。収入は120名の研究者の

寄付、講演会収入、委託研究費。年間予算約1,200万円（家賃、人件費）。 

 公選法でのマニュフェスト規程はなく、広報物義務化を活用。マスコミ・国民世論、政界の同意、

経済界の同意を元に、大統領選挙、自治体首長選挙で実施。ほぼ 100％の候補者が公表。マニュフェ

ストの特徴は財政計画とセットであること、公表・公開が市民の参加度を高めている。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

＜資料１＞ソウル市と韓国の基礎情報           

【通貨】１０００ウォンが約１００円に相当。 

【ソウル市】ソウル市の人口：1,038万人（2014年３月）  韓国の人口5,044万人 

首都圏の人口約2,500万人。首都圏に、韓国の人口の約２分の１が集中している。 

 

【ソウル市議会と市長】 

韓国の地方議会選挙自体は、朝鮮戦争最中の1952年5月に初めて行われたが、ソウル特別市では

選挙が実施できず、休戦後の 1956 年 8 月に初めて市議会議員選挙が行われた。しかし、2 回目の選

挙（1960年12月）が行われた翌年の1961年5月に発生した軍事クーデターで、地方自治が停止さ

れ市議会は解散させられた。その後、1987 年に民主化が実現したことで地方自治が復活、1991 年 6

月の市議会議員選挙後の同年7月、30年ぶりにソウル市議会が復活した。 

市長は1961年の軍事クーデター以後、政府による任命制となっていたが、1995年に地方自治体首

長の公選が復活し、1998年以降は4年ごとに選挙が行われている。朴元淳市長は2011年11月の市

長選挙で当選し、2014年7月の市長選挙で再選された。 

 

◆ソウル市議会・党派別議席数（2014年7月1日現在） 

106議席（地域区96議席＋比例代表10議席）地域区は小選挙区制。7割が朴元淳市長を支持。 

（以上、ソウル市の資料はWikipediaを引用・参照） 

（資料編集・前田 かおる） 

 合 計 新政治民主連合 セヌリ党 無所属 

合計 １０６ ７６ ２９  １ 

地域区  ９６ ７１ ２４  １ 

比例代表  １０   ５   ５ -- 
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●ソウル市調査報告     宇都宮 健児 

＜２０１４年１０月６日（月）午前９時より ソウル市市役所にて＞ 

 

１． チョー・ソンジュ（趙誠柱）労働補佐官の話の要旨 

（パク・ウォンスンソウル市長が、市長就任後、青年ユニオンの 

活動家チョー・ソンジュ氏を労働補佐官として政治任用） 

（自己紹介） 

 私チョー・ソンジュは国会で労働分野の活動した後、青年ユニオンの政策

チームに入って活動してきた。 

 パク・ウォンスン市長１期の時、労働補佐官として働いたが、６月に市長

選挙があったので一度退任して選挙キャンプに入って活動し、この９月に再

び労働補佐官に復帰した。宇都宮先生や全労連のことは、よく知っている。 

皆さんとお会いできて光栄です。 

 私は主に労働政策と青年の問題について話をしたい。 

 

（労働補佐官について） 

 中央政庁においては、雇用労働秘書官、省庁として労働部がある。地方政府には労働部がなかっ

た。これまでは中央政府中心の労働政策が行われてきた。 

 パク・ウォンスン市長になってソウル市は、２０１１年に労働補佐官を置き、２０１２年に労働

政策課を設置した。 

 民間委託した企業で労使問題が起こった場合、ソウル市が間に入って調整する。 

 仕事づくりについては仕事づくり課がある。労働政策課は、仕事づくりの質の問題に対処する。

中央政府の労働部の下に労働庁（日本の労基署）がある。雇用や求人についてもソウル市は対応し

ている。ソウル市は労働相談については公益労務士２５名を任命して配置している。 

 

（労働福祉センターについて） 

 ２５の区のうち４つの区に労働福祉センターを作った。３人の職員が配置されている。そこでは

労使問題に関する相談、研究活動、文化活動などを行っている。近く、中央労働センターを設置す

る予定である。 

 

（青年雇用特別法について） 

 公共部門において新規採用者のうち３％を青年から採用するという青年雇用特別法が２００４

年に成立した。 

 労働団体、市民団体からは、これを義務化すべきだという要求が出てきている。パク・ウォンス

ン市長になって、ソウル市と青年ユニオンとの間の協約を結んだ。新規採用者のうち５％を青年か

ら採用することにした。これは２０１３年より実施している。 
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（非正規職の正規化について） 

 パク・ウォンスン市長の特徴は、市民との対話を重視することである。社会的対話を基盤に、事

前に合意を得て政策を実施に移す。青年ユニオンとの協約もその一つである。 

 ソウル市の非正規職の正規職化は、まず他の地方政府に影響を与えた。次に中央政府に影響を与

えた。 

 中央政府も一部公共部門の正規職化、雇用の無期化したが、賃上げはしなかった。ソウル市は正

規職化だけでなく賃上げを行った。正規職化しなければいけない労働者の準備期間について、中央

政府は１１ヶ月で正規職化したが、ソウル市は９ヶ月で正規職化した。 

 民間企業の正規職化については中央政府の管轄領域である。民間においてもソウル市にならって

高い基準で正規職化する傾向がある。ソウル市は民間企業の模範となることで影響を与えようとし

ている。 

 ソウル市と労働者の間に用役会社が入っていた。ソウル市が直接雇用することによって用役会社

に支払う費用がいらなくなった。賃上げしたが予想より財政負担がかからなかった。１０％の付加

価値税も払わなくてよくなった。 

 １次、２次、３次にわたり非正規職を正規職に転化したが予算はそれほどかからなかった。正規

職への転化については労働組合の協力があった。 

 清掃分野の労働者は労働組合に組織化されている。２年間ベースアップを凍結するなど労働組合

と協定をして正規職化した。 

 非正規職の正規職化については、経済界の抵抗は予想より少なかった。中間で搾取しているよう

な用役会社は発展的な会社ではないので、経済界の抵抗はあまりなかった。 

 

（ソウル市立大学の授業料の半額化） 

 ２０１１年秋にパク市長が当選し、２０１２年から授業料（学費）の半額化を実施した。５０％

はソウル市が負担することになった。韓国の地方政府の財政は悪化してきている。給食の無償化な

ど福祉に対する財政支出が多くなっている。 

 これまで学校の施設などに金をかけていたが、金をかけなくなったことに対する批判が出ている。

なるべく施設にかけていた金は削らないようにしている。韓国は学費が高額化している。学費、授

業料を半額化したことによりサークル活動をする学生が増えた。 

 政策の評価については、対象の満足度、生活の変化などの視点からもチェックする必要がある。 

 

（財政の健全化問題について） 

 ソウル市は借金が多い。負債の多くは土木工事による負債である。過去の大規模な土木建設工事

による負債が残っている。おさえるところは土木工事を抑えるようにしている。 

 

（福祉政策について） 

 福祉政策には金がかかるが、選別的福祉ではなく、普遍的福祉を心がけている。 

 中央政府は税を集めて地方政府におろす。中央政府との話し合いが必要になっている。パク・ウ

ォンスン市長の当選には、福祉の問題があった。無償給食を実施するか否かが大きな問題になって、
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前市長が辞任し、ソウル市長補選が行われることになり、パク市長が誕生した。今、韓国人の間で

は福祉は与えられるものではなく権利であるという風にかわってきている。 

 福祉は権利として認識されるようになった。福祉に対する観点が急成長してきている。福祉に比

べて、労働はまだ権利という認識が育っていない。 

 

（公共工事について） 

 公共工事の入札は最低賃金ではなく市場に基づいて計算するようになっている。ソウル市では、

ソウル市が発注元になっている公共工事については先月生活賃金で予算化することを決定した。来

年からそうなると思う。 

 ソウル市が発注したものを更に発注することは法律で禁止されている。ただし、建設の場合は、

４次、５次までの下請がある。建設に関しては、建設業界で決められている基準がある。工程ごと

に基準労賃がある。それでも不法請負、もぐりの業者はいる。ソウル市が発注した事業で法律が守

られているかどうかを点検する請負点検チームがある。 

 

（公務員攻撃について） 

 韓国では強力な公務員攻撃が行われている。過去においては、公務員は好まれる職業ではなかっ

たが、２０００年以降は公務員は羨望の職業になった。格差が広がる中で今、公務員年金に対する

攻撃がかけられており、政府は公務員年金を削減しようとしている。公務員の労働組合は、これに

反発し対抗しようとしている。 

 

２．ソ・ワンジン（徐旺鎮）主席政策秘書官 

（エネルギー環境問題の専門家。２０１１．１０のソウ 

ル市長補選でパク市長が当選した際、一緒にソウル市庁

に入った。ソウル市の政策がパク市長の哲学に基づいて

遂行されるように調整する役割。） 

 

  アン・ギュンオ（安均吾）政策補佐官 

（パク市長当選後ソウル市庁に入ってずっと政策 

補佐の役割を果たしてきた。市長再選にあたっても 

すべての公約を統括する役割を果たしてきた。） 

 

 

＜以下はアン・ギュンオ政策補佐官の話の要旨＞ 

（政策補佐室について） 

 秘書室の中には、企画秘書室と政策補佐室がある。政策補佐室は公約の実行度・実践度をチェッ

クしている。 

 企画補佐室は、当選後新たに追加ででてきた政策を検討している。企画調整室は公約の評価・調

整をしている。 

左がソ・ワンジンさん、中央がアン・ギュンオさん 
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 政策補佐官は、公務員組織の中の各部署・事業部署に対する市民参加をチェックしている。事業

部署が事業案・計画案をつくると、そこに市民の声が反映されているかチェックしている。重要な

政策については事業部署と政策補佐室が協力している。政策補佐室は、公務員組織の中で、パク市

長の政策がちゃんと実行されているかどうかチェックしている。 

（中間支援組織） 

 政策の実行過程において、事業部署が立てた事業計画を支援する①まちコミュニティ支援センタ

ー②社会的経済支援センター③新環境給食支援センター④金融福祉相談センターなど、の中間支援

組織がある。 

 公務員が中間支援組織を置くことに理解がなかった。中間支援組織・民間ガバナンスは市民との

対話を通じて方針を決め実行する。以前と比較すると公務員はしんどくなった。以前に比べると時

間がかかるようになったが、市民の側からすると自分たちの意見が反映されやすくなった。 

 以前であれば公務員は方針が決まれば実行するだけだった。しかし実行、執行の段階で意見が出

て遅れることが多かった。市民との対話を重視すると、当初は時間がかかるけど実行の段階では早

くなる。 

 

（マニフェスト実践本部との関係について） 

 マニフェスト実践本部は純粋な民間組織である。政策の立案過程においてマニフェスト実践本部

と協議することはない。毎年２月頃書類を提出するだけである。パク市長再選後、マニフェスト実

践本部が公約を追加修正する段階に参加したいといってきている。 

 

（市民、住民との対話による政策の決定） 

 地域開発、地域再開発問題については、賛成の人、反対の人の間で対話や討論をさせている。最

初は市長が個別に賛成の人、反対の人別々に話を聞く。落ち着いたところで双方に対話や討論をし

てもらう。何で言い争っているのかというところをしっかりととらえることが重要であると思う。

最終的には住民の望むとおり・住民が決めたとおりに行っている。ソウル市の市民参加の動きは他

の地方政府にも影響を与えている。 

 ソウル市の地域再開発箇所６００ヶ所のうち３００ヶ所がこのようにして結論を得た。市民から

提案があった時、話を聞くことが一番重要だ。ＳＮＳを通じて市民の声を聞く、聴策（聴く政策）、

専門家を集めての集中会議などを重視している。これらの会議に市長が同席することがある。当該

地区を回って公民館などで市民の意見を聞く「現場市長室」のような取り組みもしている。 

 市民の代表は市議会議員だけでなく、市長も市民の代表である。市長は市議会議員の声も聴かね

ばならないが、市民の声も聞く必要がある。 

 ソウル市議会の与党対野党の比率は、７対３である。 

 

（市民参加予算制度） 

 ソウル市予算２０兆ウォンのうち５００億ウォンを市民参加で予算を決める制度を導入した。市

民から出てきた予算案を広場にはり出して、この予算案に市民が投票する（第１次投票）。 

 その後、市民のさまざまな階層から選ばれた市民代表１００人が第１次投票の上位予算案１００



 

8 

 

０億ウォンくらいまでの予算案を投票して決める（第２次投票）。 

 予算案は各区で公募し、誰でも参加できる。具体的に市民から提案された政策には、①地域にお

年寄りが集まる敬老の施設を作ってほしい②道路を広げて欲しい③主婦が学習するサークルの活

動費を出して欲しい④町内で起業するのに支援してほしい、などがある。 

 区長が裏で動いて区長のための予算提案をしてきた区があったが、その区については一切予算を

つけなかった。 

 市民の意識が変わってきている。市民が主導する市政の方向に行っていると思う。この市民参加

予算制度は市民団体が要求してきたものである。他の自治体でも、自治体が政策を提案して市民に

選ばせる制度はあるが、計画段階から市民が参加しているのはソウル市だけだ。市民からは５００

億ウォンの予算枠をもっと広げてくれという要求が出されている。市の予算全体に対しても、市民

の関心、監視が強くなってきている。 

 

（ソウル市民の投票行動） 

 ソウル市長選の投票率は５６．８％だった。若い人の投票率が低く、年配の人の投票率が高い。

２０代・３０代と５０代以上の投票率はこれまでと変わらなかった。４０代の投票が選挙の行方を

決めた。 

 ２０代、３０代が選挙に行くよう誘導している。まだあきらめてはいない。年配の人が徐々に保

守化していくのはしょうがないが、４年後には投票権が得られる高校生を対象としたアジェンダに

力を入れている。たとえば無償給食などを提案、実行している。青年若者対象の労働について革新

的な対応をしようとしている。具体的には、生活賃金の問題など。ソウル市に青年課をつくった。

将来的には青年課課長には青年がなるだろう。 

 

（パク市長１期目の評価） 

 パク市長が再選されたということは、１期目の政策がそれなりに評価されたのだと思う。地方選

挙においては前市長の任期における政策の評価が６～７割は影響してくると思う。 

 

【ソウル市の概要】ソウル市庁の職員は約１万６０００名、年間予算は２０兆ウォン。 

ソウル市の人口は約１０００万人、うち有権者は８４４万人である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ソウル市庁舎にて。 

後列の左端に見えるのは 

朴元淳市長の等身大の人形。 
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●福祉国家ソサエティ     猪俣 正 

 

 運営委員長、フランス社会政策を研究する常任研究員によるレクチャー 

 

１ 組織の概要 

  ２００７年設立 

  「福祉国家」の実現を目指す政策シンクタンク・運動団体 

⑴  組織 

   学生運動、金大中・盧武鉉政権に参加した活動家、 

行政経験のある者、研究者など、９２名の政策委員によって構成 

   活動に賛同する一般会員は１０００名 

   ネット配信９２００名 

 ⑵ 活動資金と経費 

  ア 会費による運営 

一般会員１万ウォン／月、政策委員３万ウォン／月 

  イ 外部からの財政的支援は受けないことを原則 

    国からの委託研究費も受けない 

∵ その研究成果を国民の誰が信頼するのかという議論 

  ウ 経費は少人数のスタッフと事務所家賃程度 

    経費を最小化するために個人がそれぞれネットワークを活かし、課題について共同研究 

 

２ 設立の経緯について 

学生運動、金大中・盧武鉉政権に参加した活動家、行政経験のある者、研究者など９２名が集まって

設立。 

１９９７年に民主主義勢力によって政権交代が実現し、金大中政権が誕生、盧武鉉政権へ 

２人の大統領の政策立案に関与（例えば、基礎生活保障法関連、普遍的な無償教育）するなどの

経験をした者が、福祉国家ソサエティに参加 

政権に１０年間参加して努力したが、韓国に十分な変化はなかったことから、１年間、持続的に

セミナー、討論を行い、韓国が抱える部分的な問題から、韓国全体の政治システムの問題に介入で

きるように、意見を集約して、設立 

 

３ 理念等 

 ⑴ 「福祉国家」の実現 

選別的福祉ではなく、普遍的福祉の実現 

労働に対する規制で可処分所得を増やす、内需拡大による福祉実現など 

 ⑵ 党派的中立性の維持 

   特定の政党を支持することはなく、中立を維持しつつ、福祉国家を支持するところに協力する。 
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 ⑶ 国民への伝え方、共感作り 

   国民が、どこで生活困難を感じているかを把握し、「暮らしが大変だ、それを解決するのが福祉

国家だ。」「不安を変えていくのが福祉国家だ。」と訴え、怒りを世論化し、集会にし、組織する。 

   「普遍的福祉」を、国民にも説明 

   「福祉の拡大」ではなく、「福祉国家」と説明 

   北欧型の福祉国家などを参考にしつつ、韓国式の制度をどのように作動させるかが課題 

   最も重要なのは、国民が何を望んでいるか分析し、争点化し、力にすること。関心を高め、公

約化し、そのためにマスコミも使うこと。 

具体的な実現可能な政策を研究し、提案し、政治家、マスコミ、国民の共感を作ること。 

  

４ 活動内容 

 ⑴ 政策提案・争点化・共感作り 

持続的に、学習会、教育の場を設けて、政治家、マスコミ等に、福祉国家が必要だという共感

作りを継続 

その結果、マスコミも、福祉国家に共感し意向を汲んで公表するようになり、政治家も、政策

を取り入れる方向へ向かっていった。 

ア ２０１０年３月、「福祉国家提案大会」開催 

政策提案し共有するということをマスコミを通じて表明 

  イ 普遍的な無償給食の理論的裏付け、争点化 

京畿道（キョンギド）という地域のキム・サンゴン教育長が、無償給食を公約に掲げた。無

償給食について、普遍的にサービスを提供するのか、お金がない人だけを対象にするのかが、

２０１０年の統一地方選の争点ともなった。福祉国家ソサエティは、無償給食が、「普遍的福祉」

の一部であるという哲学的な裏付けを行った。 

    ２０１１年１０月、無償給食指示していた、朴元淳ソウル市長が誕生 

  ウ 普遍的福祉が与野党の政策に 

    中央政府の状況としては、２０１１年１０月３日に民主党の全党大会で普遍的福祉が議題に

上がり、党の政策が普遍的福祉に大きく変わった。また、同年１１月には、ハンナラ党の有力

な大統領候補のパク・クネ（朴槿恵）が、ハンナラ党を福祉方向へ変えるべきと主張し、福祉

国家作りを重視することになった。こうして、与党と野党が両方とも、普遍的福祉を党の約束

に掲げることとなり、福祉国家が時代の要求となった。 

  エ ２０１２年選挙の際の政策提案、「福祉国家を考える議員の会」の発足 

    ２０１２年の国会議員選挙と大統領選挙で与野党が激突することとなった。 

このときも、福祉国家ソサエティは政策を作って提案をし、６１０万人の高齢者の生活が苦

しいので、基礎年金を２倍にすることを提案した。その結果、当時の与野党の有力候補が、福

祉国家ソサエティの提案を公約化した。医療費の公的負担を高めることも提案し、野党はこの

政策を受け容れ、パク・クネは４つの疾病に限定して無償化する政策をとった。 

選挙に際し、福祉国家を考える広報を推進し、賛同した国会議員約６０名で「福祉国会を考

える議員の会」が組織された。 
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  オ 小括 

このように、問題提起し、イシュー化することで、それに国民がついてくるという流れを作

り、市民社会、労働界、野党の共同戦線を作ることができた。 

シンクタンクを作って、具体的な政策として提案するというところや、政策立案や行政に携

わった人間が、政治の変化と同時に、政策を実現するというところに日本との違いがある。 

⑵ 出版 

専門家が集まって具体的に実現可能な制作提案について研究し、現在、２０を超える著作物が

ある。 

 

５ 政治的影響力を持てた理由について 

  金大中政権等で、政策を実現し、そこで、実現能力を育てたこと 

国会議員の政策作りを支援して、実力を認識させることができたこと 

  政策を開発するだけでなく、国会議員と一緒に具体化作業をやったこと 

  具体的な政策を提案し、反対勢力と論争して勝ちきることをやり、マスコミも私たちの主張をの

せるようになったこと 

  英国やアメリカの団体などをベンチマーキングし、研究し、シンクタンクを体系化したこと 

  最も重要なのは、国民が何を望んでいるか分析し、争点化し、力にしてきたこと 

 

６ 財政問題についての考え方 

 財政の問題は、真の福祉国家を作るかどうかの物差しだと考えている。 

 パク・クネも増税なき福祉と言い、野党も税収について言及していないので、国民は、与党も野

党も実現できないだろうと判断している。 

 国民は、金持ちから税金をとれと言っているが、与野党はそれについて言及しない。 

  フランスのオーランド大統領は、７５％の富裕税導入を主張して当選した。オバマも、オキュパ

イ運動をへて、金持ちから税金をとると言って当選した。 

  韓国は、フランスやアメリカと条件も違うが、公正な税制、能力に見合った徴収が真の福祉国家

を実現するものとして国民の支持を得ていくと思う。 

 税収を社会サービスに振り分け、雇用を増やす必要がある。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉国家ソサエティの事務所で表敬の

あいさつをする宇都宮さん。 

正面中央が委員長のイ・サングさん。 
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事務所の外観 

●希望製作所（The Hope Institute）  渡邉 由紀子 

どのような団体か？ 

政府や企業の出資金なしで設立された独立した民間の研究所。市民が自ら

社会デザインの担い手になることを目指し2006年3月27日創立。現ソウル

市長の朴元淳氏が市民活動家として中心メンバーとなった団体の一つ。 

市民と共に社会革新を実践する Think and Do Tank  がキーワード。 

あらゆる場面で市民が社会へ提案することや実践参画することへの後押しを

している。様々な政策課題に対して単なる批判や監視だけでは社会は変革で

きないことから評価視点と新たな代案づくりをポリシーとしている。 

また、市民の生活実態の中からうまれる「希望」の種を花へと、実現に結び

つけることを常に目指している。 

希望製作所発行資料 日本語版より抜粋 

ビジョンとミッション 

  

1. 韓国社会の進歩に貢献するために 

・ 政府や市場の革新を要求して後押しすること 

・ 市民社会の自己革新と力量強化 

・ 「21世紀の大韓民国の希望エンジン」 

2. より良い社会に進む代案を 

・ 公共精神が生きている正義の社会、創意的な文化と芸術 

・ 生態主義の観点らが実装される代案社会 

・ 批判と監視を超え、新たな視点と方法論を 

3. 実事求是の方法で 

・ 事実に基づいて真理を探究する 

・ 「上からのスローガンではなく生活に根ざした、小さいが賢明な考えや願望がまさに希望

の源泉」 

・ マクロ談論や抽象的理論、陣営論理によってではなく、現実の具体的な問題に関わって 

4.  市民と共に 

・ 「全国至るところに希望を咲かせるため、努力してきた多くの市民らとともに、希望の種

を細かな網の目にして」 

・ 市民の観点で世界を把握して、市民の知恵と力量をコンバージェントする通路を確保して、

市民たちの支持と擁護によって保たれる 

5.  想像／探索／研究して実験／実行する 

・ 政府と市場の影響力から自由な、市民社会に基盤した 

 

そもそも設立したのは？ 

 民主的社会に多くの市民が関心を寄せてきた歴史的背景、朴元淳氏をはじめとする市民社会運動家
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によって、市民による市民のための政策立案実現を可能にすること、それを実践できる人材を育成す

ることなどが設立に至った 。参与連帯は政治への監視、希望製作所は代案づくりを重視することで、

それとなく活動目的が分担されている。 

 

どのような運営なのか？ 

多くの企業や個人による会員制をとっている。理事会のもとに専従者を置き、現在研究員（非常勤含

む）46名を抱えている。政府への政策提言、人材育成、シニア層の社会活動、また会員が気軽に集え

るサークルやボランティア活動の場づくりなど。 

図１ 

 

 

 

財源のしくみ 

一定額の収入が得られるしくみを構築してきた。

2006年当初は25億ウォンだったが2013年度に

は40億ウォンの収入。 

 

2013年の収入内訳 

総収入のうち43%は寄付。寄付は会員から。事業

収入の内容は 委託研究費、イベント参加費など。 

 

 

 

理事会 

社会革新センター 

社会的経済センター 

シニア社会センター 

教育センター 

ルーツ（根）センター 

牧民官クラブ 

共感センター 

経営支援室 

完州CBセンター 

水原市生涯学習館 

公共研修 

事業 

57% 

寄付・

後援 

43% 

図２ 
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寄付が集まる 

市民活動に寄付文化を定着させるのに貢献したの

が、朴氏が設立した「美しい財団」(※１)。１％分

かち合い運動を展開している。希望製作所では、研

修制度のなかに寄付集めを体系的に学ぶ専門家コー

スがある。当然、希望製作所自身がこれら専門家集

団により運営されているため、一過性ではない継続

的な寄付が効果的に集まるしくみができている。 

  

 寄付の種類  1～3万w    6000名 

10万w    300名 

1000万w  （3年間で） ？名   

 

１００４は韓国語で「天使
チョンサ

」と同じ発音であるため、1000万w会員

は、天使会員と呼ばれている。天使会員は、事務所内に顔写真や 1000

万寄付ストーリーを掲示するなど特別会員の扱い。 

 

その他会員向けサービス 

・ニュースレターを週1回発行。 

・新規会員を「感謝の食卓」に招待。 

・サークル活動では、登山やハイキング。 

・高額会員向けには、英国大使館へのツアーや貧民街での奉仕活動など。 

 

 

※１ 美しい財団：   

朴元淳氏が 1999年 5月に市民公益財団の設立を提案、その後宗教界や市

民社会団体、法曹界などで活動していた専門家らが参加し、2000年8月財団

法人として設立。韓国社会に誠実な寄付文化を広げること、かつて韓国にあ

ったナムル(分かち合い)文化を地域に根付かせ、広げることを目的とし様々

なキャンペーンや事業を行っている。 

過去には東日本震災において【韓国の1004
チョンソ

円が日本で被災した人を守る

“天使
チョンソ

”になる日本の震災応援の1004円寄付】なども実施。 

 

 

 

 

  

92 

30 

8 

70 

2008

2013

企業 一般 

図３ 

▲事務所入口前の壁の飾り。 

黄色い星の中には、月ごとの加入者 

の名前が書かれている。加入者が多い

月は星が大きくなる。 

下の数字は現在の会員数。 
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●ソンミサン・マウル    龍野 瑤子 

日時：2014年10月7日 10:00pam～、ソンミンサン・マウル内のフリースペースにて 

お話：マウルガイドの”シャンティ”さん(サンスクリットで”平和”の意味。 

ソンミサン・マウル文化の1つ :呼称の平等(ニックネーム)) 

通訳：鈴木 明さん(日本語資料作成) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜ソンミサン・マウルとは＞ ～韓国で唯一の複合的マウル～ 

・ ソウル市マッポ区西部地域、標高66mの「ソンミサン(山)」の半径１km以内の地域 

・ ｢マウル｣：「持続可能な村」、さまざまなコミュニティーのネットワーク 

→都会で｢マウル｣はコミュニティー 

⇔農村のマウル(村)とは違う、都会の生活･文化関係ネットワーク   

・ ソンミサン･マウルの規模：約500~700 世帯(30～40代の家族が中心) 

・ さまざまなコミュニティー：団体、店、同好会など、約70余り 

  →各単位が全て独立のコミュニティー 

 

 

＜歴史＞ ～偶然の出発と自覚、そして新しい企画～ 

・ 初期(1994年～2000年) 共同保育協同組合、保育園   

  →韓国初、親が組合員の共同保育組合の設立 

  →’96年～協同組合学童が保育園付設として始まる 

(保育型放課後児童クラブ) 

  →特徴：親が参加する統合教育(年齢、性別、しょうがいなど) 

      自然環境の中で子どもを育てる=自然環境の保有 

  ⇒共同保育の経験が、コミュニティー形成に繋がる 

 

・ マウル(2001年～2003年) ～ソンミサン･マウル、この時期から～ 

  生活協同組合設立(2001年マッポトゥレ生協設立) 

  2001年～ソンミ山保護運動 →’03年、運動勝利 

  ⇒緊密なネットワーク形成、協同経験(記憶)、勝利による自信 

 

・ 拡大(2003年～2010年) ～様々な実験・試み～ 

  「ソンミサン学校」：2004年開設。非認可都会型対案学校。運動場はない。建物は自己 

    所有。小･中･高の12年制、統合教育。政府からの支援も干渉もない。180名在学、 

    教師40名(含む講師)。障害児統合学校(定員の10％選抜)。農村学校(生態学校)。    

        ほとんどはこの地域の人。学校ができた時は他の地域の人が来た。学校に入って、 

    移住してくる人も多い。ソンミサンのいろいろなコミュニティのうち最大。受験 

    のすさまじい韓国で受験勉強しないことを合意を得たうえで入学してもらう。大 
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    学の中に｢オルタナ学校卒業｣の入学枠があるところもある。ソンミサン学校から 

    所謂"良い"大学に入るのは難しい。そこが全国のオルタナ的学校の悩み。 

 

   マウル祭り：年に1度の住民自らが楽しむお祭り。合唱、バンド、演劇、美術、写 

    真など、1週間に60余りのプログラム(2013年)。 

 

  「市民空間「NARU(ナル)」：ソンミサン・マウル劇場。’09年オープン。住居圏内の複 

    合文化芸術空間。協同組合が運営、しかし運営は困難あり。女性民友会、緑交通、 

    市民行動、環境正義の４団体で公有(土地を買ってビルを建てた)。シアターは地 

    下にある。住民のミーティングもここで行う。近所にあるのがいいところ。 

 

  マウル成人式：毎年8月に行う。マウルで育った地域の若者の通過儀礼。 

 

・転換(2011年移行) ～他の町のコミュニティー活性化支援～ 

  →マッポ地域団体と交流 

 

 

＜マウルの企業＞ ～必要により、自発的に。競争でなく持続可能性～ ※現在20余り 

・響きトゥレ消費者生活協同組合（(旧)マッポトゥレ） 

  2000年3月設立。初期発起人12人、2013年現在7,000 世帯、

常勤者も1人から現在 

  60人。2003年法人に転換。マッポ区に合計3店舗。2012年の年

間売上高60億。有機 

  農水畜産物と生活用品等、多様な物品販売。       

  

・ 第2生活材事業：ケアトゥレ(ホームヘルパー派遣事業) 

 

・ テサリムカゲ(蘇らせる店)  

  2007年設立。マウルで唯一の非営利店。ボランティア14人の協同組織、 

リサイクルショップ、地域貨幣(トゥル)が流通、各種講座及びフリーマーケット。 

  購買時には、現金50% + 地域貨幣(トゥル)50%で買うことができる。 

 

・石鹸トゥレ 

  2008年設立。お母さんたちの作業共同体(生協生産者に認定)。 

様々な生活用品(自然熟成石鹸、アロマ用品、ハーブ指圧枕、小豆

ホットパック) 

 

 

生協の店舗前で 
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・一針トゥレ(衣類と日用品） 

  2007年設立。祭りを契機に出発。自分の家で作業して生協に納品。 

そばがら枕、ハンカチ、綿生理帯、かばん、衣類等 

 

・モグラ実験室 

  2013年4月オープン。青少年休息カフェ。10代のコミュニティー空間。おにぎり、 

  マフィン、スコーン、各種茶、コーヒー。集まりでの使用可能。メニュー価格は低廉。 

 

・ソンミサン工房 

  2009年オープン。ソンミサン学校が支援する障害、非障害統合作業場。天然パスカル 

  キャンドル、羊毛フェルト、ヴァルドルフ人形 

 

・ ソヘンジュ(疎通がある幸せな住宅) 

  共同住宅専門施行社、エコハウジング(共同住宅)施行社。コミュニティー形成ノハウ。 

  現在３号住宅推進中。1,2号住宅は各9世帯。大規模住宅ではなく、何世帯かのアパー 

トが多い。”家を探すのが大変！”という声から、株式会社(マウルを基盤に)創業。 

大家族を感じられる住居空間をめざす。共有スペース、共同倉庫もある。 

 

・ トンネプオク(まちの台所) 

  2002年設立。最初のマウル企業。8人のお母さんが出資して始まった。有機農惣菜店 

 

・ ソンミサンまちの金庫(金融セーフティネット) 

  自助的協力システム(公的機関ではない)。2011年3月発足。預かり金約5千万ウォン、 

  積立金は毎月約１千万ウォン。 

 

・チャグンナムカフェ(小さい木カフェ) 

  2004年開店。アトピーの子どもでも食べられるアイスクリームを作りたい、とお母さんたちが 

有機農アイスクリーム専門店｢こかげ｣創業。 2007年｢小さい木｣として再開店。 

  5人のお母さんが共同創業 → 1人が引継ぎ → ソンミサン学校教師委託運営  

→ 住民出資に拡大(現在、出資者 200人) → 協同組合転換推進(代表的なマウル企業)。 

  水曜音楽会、キャンドルナイト、マウル写真展等、文化空間であり応接間の役割。 

 →今、建物自体が売却されてしまい、店舗を探している。 

 →家賃問題(空間の安定性に欠けている)＝マウル共通の課題 

 

・ソンミサン食膳(有機農食堂) 

住民の要求から、料理好きのお父さんが”脱サラ”して、初期出資者10人で 2009年オープン。 

料理講座、親環境食堂探訪。 

  2010年4月オープン。100人の出資者(個人及び団体) によるマウル企業。材料は産直、 
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  トゥレ生協 (調達可能な有機農材料)。 

 

・リラ(ヒーリング＆アート) 

  2010年 12月オープン。女性が中心の治癒とアートの空間。 

 

 

＜ソンミ山保護運動＞ ～住民関係がより深まるきっかけ～ 

・町内の出来事を全国的な関心事に 

・自然なリーダーシップの転換 

 

・第1次ソンミ山保護運動(2001～2003年) 

2001年5月 排水地建設 計画発表 

2001～03年 ソンミ山保護キャンペーン 

2003年1～7月 物理的な抵抗 

2003年5月17日 世論形成(公聴会) 

2003年8月18日 排水地建設 計画廃止 

 →開発による山の切り崩し計画に反対して冬の山上で籠城、進入路で集会、重機進入阻 

  止、住民公聴会など行い、勝利した 

 

・第2次ソンミ山保護運動(2008～2011年) 

2008年1月 ソンミ山住民対策委発足 

2008年 ソウル市に請願、抗議、提案等 

2009年 ソウル市議会工事計画案通過 

2010年 ソンミ山毀損阻止 

2011年 裁判所判決 

 →1次の時より多くの人が参加したが、一部開発されて学校にされた。しかし保護運動に 

  よって、当初の計画より開発するエリアを小さくさせることはできた。 

 

 

＜分かち合い活動＞ 

・福祉団体 

ケアトゥレ：マッポ希望分かち合い。2005年発足、後援会員300名。会費1ヶ月1万 

 ウォンで運営。おかず支援、家事支援、移動支援、家の修理活動、児童支援(心理相 

 談、学習支援(メントリング))、相談(国民基礎生活保障法上の権利を見つける支援) 

 

  ケアトゥレ_マッポトゥレ：生協付設(第二生活材)。地域コミュニティに基づいたケア 

   システム。ケースワーカー養成及び事業運営。ケアセンター基金積み立て中 
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・ 子ども書店「ケトギネの遊び場」 

  2011年オープン。ポリ出版社支援で設置。子どもたち

の文化空間として機能。 

 

・ ソンミサン町内講 

  2005年設立。相互扶助と親睦を図る集まり。 

マウル出資＝リサイクルショップ、小さな木カフェ。 

マウルの金融機関を指向。2011年現在、講参加者90名 

 

・マッポＦＭ 

マウルから始まり、マッポ地域放送局に転換した共同体ラジオ放送(コミュニティFM) 

しょうがいしゃ、性少数者など、当事者の番組もある。 

 

・マッポ医療生活協同組合 

  2012年6月創立、2013年下半期病院開設推進 

 

・ウリ動物病院生命協同組合(ウリドンセン) 

  5月25日創立、組合員142名。動物代表は犬の「ポリ」。2014年動物病院設立を目標。 

 

 

＜解散団体＞ 

  ソンミサン車病院協同組合、参加と自治のためマッポ連帯、自動車トゥレ(カーシェア 

  リング)、プルバングリ(引っ切り無しに出入りの意)_マウルの店、マウルの学び場 

 

 

＜マッポマウルネット＞ ～マッポ地域でマウル共同体事業を支援するネットワーク～ 

  教育ネットワーク、女性ネットワーク、福祉ネットワーク、都市農業ネットワーク 

  ソンサン賃貸アパート支援ネットワーク、キョンイン地上鉄道公園化ネットワーク 

 

 

＜マウル文化のキーワード＞ ～差異と共存・配慮と協同～ 

争わない、意思疎通重視、当事者主義、自発性(やりたい人が行う)、多様性認定、水 

平的組織、呼称の平等(ニックネーム)、性平等文化 

 →本人の関心事により活動範囲が決まってくる。関心ある人がやって始めてうまくいく。 

 →結果より過程を重視。    

▲子ども書店 
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●参与連帯 참여연대 チャミョヨンテ 

ＰＳＰＤ（People's Solidality for Participatory Democracy） 白石 孝 

 

１ ポイント 

 １９９４年９月「参与民主社会と人権のための市民連帯」として２４４人で発足、「政府の横暴化を

監視、財閥規制への市民参加を通して民主主義社会の基礎を固め、人らしく生きることができる社会

の実現をめざす社会運動を進めてきた。基本的なスタンスは、「市民参加」「市民連帯」「市民監視」「市

民代案」。 

 今年発足２０年を迎え、会員数は１４，５０５名と過去最高に達している。２０年史による活動現

況は、運営委員１１３名、執行委員３６名、活動専門家２０３名、活動グループ１００、インターン・

ボランティア２３０名、ネットフォローアー約４１，５００名。 

活動の柱は、司法監視、公益訴訟、内部告発支援、国会議員監視、人権擁護、社会福祉推進（国民

生活最低線運動）である。 

２０年間の実績は、声明・論評発表５，３８３、公益訴訟３５７件、国家監査請求２６５件、立法

請願５５３件、レポート発表３５４回、討論会・会見開催１９５５回、講座３８２コースなど。４階

建てビルの1階はカフェとなっている。 

 

２ 設立の背景 

民主化以降の韓国における本格的な市民運動団体である経済正義実践市民連合（経実連、１９８９

年７月発足）は、民衆運動や労働運動の政治的な運動方向を批判して一線を画し、「民衆運動」ではな

く「市民運動」であることを強調して活動を進めてきたが、文民政府（金泳三）に対し協調姿勢を採

ったため、「保守的市民運動」であるとの批判を受け、民衆運動や労働運動との対立が深まった。この

ような状況に対し、民衆運動と市民運動が連携する「進歩的市民運動」の模索が知識人や専門家の間

で進められ、１９９４年９月に「参与民主社会と人権のための市民連帯」として発足した。創設者は

朴元淳（パク・ウォンスン）。 

国家の横暴化の阻止、財閥規制に対する市民の介入と実践を通じ、民主主義の基盤を押し固め、誠

実な人が人らしく生きることが出来る社会を実現するための政治的民主主義の実践するために努力す

ることを目的としている。（参与連帯紹介の日本語訳から引用） 

 

３ ヒアリングメモ 

＜組織＞ 

組織が非常にしっかりと作られている。総会、運営委員会、執行委員会という意志決定と執行体制

が整備され、運営委員は会員から選出されるというボトムアップ型が基本となっている。ただ、全国

単一組織で、地域支部はなく、分野ごとのチームが活動している。 

＜財政＞ 

収入では会費７４％、寄付１６％と市民からの浄財が大半を占め、残りは１階のカフェや講座受講
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料などの事業収入で、政府などからの公的助成は受けていない 

会費は月額１万Ｗ（約千円）だが、３万～１０万Ｗ支払う会員もいる。銀行引き落としで納入。 

＜活動について＞ 

設立当初の「国民基礎生活法」制定、１９９６年「腐敗防止法」立法運動（０１年制定）、２０００

年に展開した国会議員「落選運動」で大きく注目され、落選リストに挙げた８６名のうち５９名が落

選という画期的な運動となり、日本でもこれによって知られるようになった。（因みにこの直後に、私

が招聘し、報告会を開催したことがある） 

なお、韓国の運動スタイルは、課題ごとの共同闘争が特徴で、落選運動に関しても「２０００年総

選挙市民連帯」というネットワーク運動体を４２１団体で結成し、運動を進めた。 

国会議員監視のポイントは、腐敗（食事・ゴルフ接待、花札賭博）、選挙法違反、過去の軍事政権へ

の協力、セクハラ、脱税などについて、過去１０年の報道、インターネット情報、情報公開請求、直

接調査などで議員ごとの状況を把握し、公表している。 

 また、「司法監視」も活動の大きな柱で、事務所内に「民主主義の壁」というコーナーがある。裁判

官などの個別ファイルがあり不公正判決を監視している。司法制度改革（捜査、起訴等の問題提起）、

裁判所人事批判し、大法院（最高裁）への推薦にも取り組んでいる。 

 その他、ＩＭＦ監視下での「財閥監視活動」（オーナーたちの不正蓄財の告発など）、クレジットカ

ード破産者対策（利子制限法復活運動）、イラク派兵反対、科学技術監視、生命倫理法制定、非正規雇

用対策などに取り組んできた。 

＜政党や労働運動との関係＞ 

微妙な問題だが、どの政党とも排他的な支持関係はない。ソウル市長選挙では初代代表だったパク・

ウォンスン氏を組織としては支援しなかった。もちろん、個人として応援した会員はいる。また、主

要な運営委員については政党への参加を禁止し、実際、党から脱退した方もいる。 

非正規労働者問題は大変深刻。産別賃金がなく事務所ごとにあらわされるが単位労組はそれに対応

できていない。参与連帯には社会労働委員会がある。それは主に非正規労働者の権利を守るために活

動している。  ＊この項については、前田かおるさんのメモを参考にさせていただいた。 

 

４ 感想 

 どのような社会運動を行っていくのか、民主社会実現のためには何が必要なのかという軸がしっか

りしている。また、組織の作り方が会員民主主義を具体化しており、会員からの信頼度は高いのでは

ないか。また、市民寄付という寄付文化が短期間で定着し、財政構造が会費、寄付、事業収入という

自立体制となっており、運動の主体性が担保されている。それにより若い世代が、研究者やスタッフ

として専従者になるという好循環にも繋がっている。 

 ただし、運営委員長から以前伺った話しとして、参与連帯運動自体の全面的な見直しの作業に入っ

ているとのことで、新たな時代での新たな社会運動の模索期に入っているとのこと。次回調査に際し

ては、このことをさらに深く追求したい。 

 ひとつの課題だけの運動体ではなく、社会運動を牽引している運動体が韓国に在ることを、私たち

がどう受けとめていくのか、学ぶべきこと多い団体である。 
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●韓国マニフェスト実践本部   前田 かおる 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

お話して下さった方：李光在（イ・クワンジェ）事務局長 

設立年月日：2006年2月6日 

目 的：政策選挙の普及による政治の民主化と市民参加の促進 

活 動：公約の公表・実践とその監視・評価、普及のための調査研究・教育啓発 

組 織：会員数は不明、専従者は選挙時13名、通常は6名。ただし初期段階では専従が40名必要だ

ったとのこと。公約の内容チェックに無償で協力する専門家（行政学の専門家が多い）や活動家が120

名、提出を監視する大学生ボランティアが100名いる。 

財 政：年間１億2000万ウォン（約1200万円）。支出は家賃が一番多い。収入源は(1)自治体や大学

での講演費(2)無償協力者による寄付(3)地域開発のための委託研究費 

概 要：日本でのマニフェスト運動をきっかけに韓国で開始されたマニフェスト運動は、政策や財政

をめぐる市民の具体的な評価・議論を可能にし、市民による政治関与の方法として普及した。マスコ

ミや選挙管理委員会を含め、活動を支える幅広い同意と協力層があり、組織は少人数で運営している。 

ＨＰ： www.manifesto.or.kr（ハングル表示のみ） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１・設立の背景と運動の主体 

 かつて韓国は大統領さえ公約を簡単にホゴにする状況だった。日本のマニフェスト運動を機に、韓

国でもマニェスト運動を始めた。マニフェスト運動はイギリスでは政党中心、日本は候補者中心だが、

韓国の場合は市民運動が主体で、公約の評価と監視にも積極的にとりくんでいる。普及にむけ選挙管

理委員会の協力を得た点も、日本と異なる。 

 80年代に民主化運動を経験した「３８６世代（80年代の韓国民主化運動を経験した1960年代生ま

れの世代）」の幅広いつながり（政党・行政関係者も含む）を背景に、2005年9月にネットワークづ

くりを始め、2006年2月6日に設立した。 

 運動を持続させるために「三つの同意」が重要。それは（1）マスコミ、(2)政治圏、(3)企業・市場、

の同意。政治圏の同意は５年かけて説得し、獲得した。企業と市場に対しては「マニフェスト運動が

経済にとってよいものである」と説得して、同意を獲得した。市場は「予測可能な政治」を求めてお

り、イギリスではマニフェストが株価の安定に貢献している。今では国民の９２％がマニフェスト運

動に肯定的。 

 

２・マニフェスト運動の意義 

 選挙で福祉や雇用創出を公約にしない候補者はいない。言葉は同じでも、その具体的な内容や候補

者の哲学を証拠化させることで違いを有権者に分かるようにさせるのが、マニフェストの役割。投票

で縁故や経験を重視する有権者もいるが、政策で投票する人が５％いるだけで政治は大きく変わって

くる。そこに期待している。政治哲学と歴史観、政策を実行する方法への注目を呼びかけている。 

 公約がいくつ守られたかということより、公約を真摯に守ろうとする「姿勢」を重視している。パ

ク・クネ大統領は公約よりも老人年金を縮小したところ、１日で13％も支持率を下落させた。国民は

http://www.manifesto.or.kr/
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政治家に真摯な心があるかを見ている。国会議員の公約履行率は35.16％、国会議員の再選率は約38％。

であり、この二つの数字は似ている（＝公約を守るかどうかを国民が見ており、再選に影響している

可能性が高い、ということか）。この運動が韓国の民主的進歩に寄与することを期待している。 

 

３・マニフェストを実践させるのは世論の力 

 マニフェストは、大統領選挙（５年任期）と基礎自治団体（全国で 227）の首長選挙（４年任期）

が対象。法律によるマニフェスト実践の制度化には反対と考える。 

 マニフェスト実践の法的義務はないが、大統領と自治体の首長は財政計画などの広報物を出すこと

は法で規定されており、これを活用しマニフェストを提出させている。実践を法的に義務化すると、

悪い政策になることを懸念する。マニフェストの実践は、法律の力ではなく国民の力で求めるべきだ

（※マニフェスト提出の法的義務については不明な点あり。提出に法的義務はないが世論の力で事実

上の義務化させている、ということか）。 

 大統領選挙では候補者登録できる90日前に、公職選挙では同じく30日前にマニフェストを公表す

る、というように法改正をしたいが、最低限でも選挙期間に入る時には公表させるようにしたいと考

えている。マニフェスト冊子の発行は選挙期間中しかできないが、HP ではいつでもできるので、そ

れを要求している。また、国会議員は立法権と国政監視権を持っているが、議員は立法計画書の提出

を義務づける法案を出す準備をしている。 

 

４・「公約家計簿」の公表と市民による評価・監視 

 運動の成果で、大統領が「公約家計簿」を公表するようになった。これは公約実現にかかる予算も

併せて公表するもので、国民の中で公約に関する議論が起きてきている。これは、財政をみて公約を

つくれ、そして公約を変える時には説明せよ、ということ。大統領は公約家計簿の導入をいやがって

いたが、マスコミが求めて導入させた。 

 自治体首長には公約家計簿を１００％提出させている。提出の有無と、公表された情報が正しいか

どうかについて、大学生と専門家の協力を得てチェックしている。公約は国民との契約であり、国民

が直接見られるようにHPで公開している。 

 選挙後は、100 日以内に公約の「実践マニュアル」を出すことを要求し、計画をどれだけ誠実に履

行しようとしたかを見ている。公約は変わっていくものなので、年に１回、修正の機会を与えている。

選挙後も政治家がウソをついていないか、専門家や活動家の無償の協力を得て監視している。今後の

方向性についてはまだ模索中。 

 

５・組織と財政 

 会員を直接組織するよりは、ハブ的機能を持たせてあとは組織外に協力者を多く持つネットワーク

型組織。専従者が少数で成り立つのは「社会の至るところに賛同者がいるから」。ただし政治的中立性

の確保には留意している。意思決定機関として総会、その下に常任代表、運営委員会が置かれ、運営

委員会の下に、研究、企画、組織、調査など分野別チームが置かれ、連携して研究センター、調査セ

ンター、生活文化マニフェストセンター等の特別組織が置かれている。政策委員会がある。また、組

織外の協力組織として、全国１４ヶ所に地域のマニフェスト実践ネットワークがある。 
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 財政の概要は冒頭を参照。事務所周辺に政党本部が集中しているため家賃は高く維持は簡単ではな

いが、この立地を選んでいる。教育のために各地で講義を行っており、この７～９月の３か月間で100

回講義した。講演料は１回につき１万5千円～３万円程度。収入が目的ではないので、教育機関では

無償で行うこともある。 

 

６・政治の主人公は誰か 

 事務所には犬のキャラクターが入ったポスターが飾られていた。韓国の民話では

忠犬ハチ公のような話があり、このキャラクターを通じて「大統領はその犬のよう

に一生懸命国民のために働くように」というメッセージを伝えている。宣伝でこの

犬の着ぐるみも着る。政治の主人公は政治家ではなく国民、というメッセージを親

しみやすく伝えている。 

 

７・終わりに 

 韓国のマニフェスト運動は、継続した評価と監視活動が市民により続けられていること、財政計画

と一体であること、行政である選挙管理委員会との協力など驚かされることが多くあった。また合意

形成のため教育と啓発を粘り強く行う姿勢に、学ぶべきものを多く感じた。 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【補足】下記の参考資料からの補足 

★中央選挙管理委員会との協力： 中央選管は、縁故など政策外の要素で過熱化する選挙から「政策

選挙」への誘導を望んでいた。そこで 2005 年に、マニフェストについての国民討論会やマニフェス

ト政策選挙協約式を実践本部との共催で開催し各党が参加、独自の広報活動なども行った。 

★落選運動、政策バンク運動、そしてマニフェスト運動へ： 批判的運動から提案型運動へ、そして

政策提案の中で「良い政策」基準作りの課題が浮上し、マニフェスト運動につながった、との指摘が

ある。 

＜参考資料＞ ◆政策移転過程における韓国ローカルマニフェスト運動の論理形成 

        慶應義塾大学政策・メディア研究科 河 東賢（ハ ドンヒョン） 

https://www.kri.sfc.keio.ac.jp/report/gakujutsu/2006/1-3/ha2007a.pdf  

https://www.kri.sfc.keio.ac.jp/report/gakujutsu/2006/1-3/ha2007a.pdf
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●iCOOP生活協同組合    渡邉 由紀子 

www.icoopkorea.icoop 

会員生協 78生協 (総組合員数＝194,856人) 

事業高  4,279W 

歴史   1998年 前身である 21世紀生協連帯創立 6生協合併 

     2008年 これまでの韓国生協連合会から ICOOPへ名称変更 

     2012年 組合員増で国民の１％が組合員になった 

     2013年 社会公共性運動本部 設置 

クレド  倫理的消費 

   

 

１． 韓国の協同組合運動 

1907年 光州の農民たちによる 信用組合がはじまり 

1958年 農業法制定  農業協同組合設立 

現在  農協、信用組合、漁協、森林協、生協などがある。 

 

なかでも韓国農業協同組合中央会(NACF)は、韓国でも一番大きな組織で2011年の 

ICA (国際協同組合同盟)グローバル300では9位にランクイン。 

 

２． 韓国の協同組合の法制度 

かつては分野で分かれていたため、社会ニーズに合わせた新しい協同組合をつくることが難しか

った。 

協同組合組織と市民団体が検討する場を設け、協同組合法を起案。2012年12月1日施行された。

5人以上で、設立が可能であること、分野の垣根が取り除かれたことで、現在までに多くの協同

組合が生まれている。同時に、社会的企業育成法が2007年7月1日より施行されていたことも

大きな機運となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I-COOP の皆さんと夕食を楽しくご一緒

しました。右がチョン・ウォンガクさん 
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전쟁과 여성 인권 박물관 

●戦争と女性の人権博物館    渡邉 由紀子 

ソウル市麻浦区ワールドカップ北路11道20 

www.womenandwar.net 

（日本語版パンフレットから） 

戦争と女性の人権博物館は日本軍「慰安婦」被害者が経験した歴史を記憶・教育し日本軍「慰安婦」

問題を解決するために活動する空間です。また、現在も続いている戦時性暴力問題を解決するために

連帯し戦争と女性への暴力のない世界を作るため行動する博物館です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

主要道路から一本入った住宅街に設立。B1から２Fまで展示。体感しながら過去を学び、未来への希

望を共有できるよう工夫されている。差別や偏見を乗り越えて叫ぶ被害者のハルモニ（おばあちゃん）

たちの苦しかった記録や当時の慰安所の様子や品々が並ぶ。 

あちらこちらで黄色と紫の蝶々のモチーフ。女性が差別や暴力から解放され、自由に羽ばたくことを

願ったシンボル。希望と連帯を象徴するのが蝶々とのこと。多くの人の思いを載せ、また別の場所へ

希望を伝えるように、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左)少女の像と 

(下)博物館の前で。モチーフの蝶には

訪問した人の名前が書かれていた。 
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한국 정신대 문제 대책 협의회 

●(社)韓国挺身隊問題対策協議会   渡邉 由紀子 

（日本語版パンフレットから） 

韓国挺身隊問題対策協議会は、日本軍「慰安婦」問題解決のため被害者の人権と名誉を回復し、戦時

下での女性への暴力を防止し、正しい歴史の確立と平和の実現に寄与しようと、1990年11月16日に

第1歩を踏み出しました。 

 

以下の活動をしている。 

水曜デモ 

1992 年 1 月 8 日より開始。日本政府へ問題解決を求めることから、毎週水曜日に日本大使館前にて

開催。2011 年 12 月 14 日は 1000 回目を迎え、「平和の碑(少女像)」が大使館前に建てられた。当初

の目的から、いまでは人権や平和を訴える連帯や教育の場にも発展している。毎週、様々な団体が当

番で運営する。私たちが参加した10/8は icoop。 

 

その他 

・生存者福祉活動 

・ウリチプ (一人暮らしの被害者のためのシェルター)の運営 

・戦争と女性の人権博物館の運営 

・国内の調査研究活動 

・国際機関への活動およびグローバルキャンペーン 

・南北およびアジア連帯 

・女性国際戦犯法廷開催 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

  

(下)日本大使館前の水曜デモに参加 

(右)水曜デモには子どもたちも多く参加。 

左端にハルモニ、中央に少女の像が見える 
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＜Memo＞ 
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＊＊ ソウルの思い出 ＊＊ 
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資料２【関連年表】      （編集・前田 かおる） 

年  ＜訪問先団体の動き＞   ＜韓国の動き＞ 

1987      韓国６月民主化闘争 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1988        新憲法公布 

ノ・テウ大統領就任（～1993） 

      第六共和国体制へ 

憲法裁判所制度が発足 

      ソウル・オリンピック 

1990   韓国挺身隊問題対策協議会 発足  初の南北首脳会談 

1991      地方議会選挙、30年ぶりに実施 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1993      キム・ヨンサム大統領就任（～1998） 

1994   ソンミサン・マウルが共同保育開始 

9月 参与連帯発足 

1996    腐敗防止法制定運動（参与）  OECD加盟 

1997      IMF危機（IMFの監視下に入る） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1998 3月 21世紀生協連帯（ICOOP生協前身）設立 キム・デジュン大統領就任（～2003） 

2000    朴弁護士が「美しい財団」設立 

4月 落選運動開始（参与） 

9～11月 朴元淳さん日本の市民運動訪問 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2003    ソンミサン山保護運動   ノ・ムヒョン大統領就任（～2008） 

2004         「冬のソナタ」大ブームに 

2005    マニフェスト国民討論会開催（マニ） 

2006 2月 マニフェスト実践本部発足 

3月 希望製作所発足 

2007    福祉国家ソサエティ発足 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2008        イ・ミョンバク大統領就任（～2013） 

2011 10月 ソウル市長選挙で朴元淳市長が誕生 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2013      パク・クネ大統領就任 

2014      朴元淳ソウル市長が再選  セウォル号事件 

 



 

 

 

 

 

 

      市民が見た 韓国調査報告書 

～韓国の市民社会運動は、変革への希望を感じさせた～ 

      編集・発行 希望のまち東京をつくる会 

      ２０１４年１１月５日・発行 

  


