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第１章 はじめに 

 

韓国では、首都ソウルから釜山に至る京釜軸を中心に、急速な産業化•都市化政策を推

進する過程において、開発から取り残された 落後地域注 1)が発生した。その結果、首都圏

に人口や産業が過剰に集中する国土の不均衡発展が深刻な社会経済的問題となっている。

したがって、1980 年代から首都圏の膨張を抑制するとともに、奥地開発、島嶼総合開発、

開発促進事業などにより、中央政府の部署ごとに、落後地域への関連政策を実施している。

その結果、農山漁村の生活環境は以前に比べて大きく改善されたものの、ハードウェア事

業に集中していたために、所得や雇用を創出し、地域経済を活性化させることが疎かにな

っていた。また、中央政府主導のトップダウン型の事業推進により、地方の自律性や責任

感、創意工夫を基礎とする内発的発展の力が失われてきた。 

国土空間上の問題地域であり、持続的な経済発展から取り残された地域として農山漁村

が認識されるようになると、政府は 2004 年に、「農林漁業者の生活の質の向上と農山漁

村地域開発促進に関する特別法」と「国家均衡発展特別法」を制定した。そして、地域ご

との特徴づけや地域間連携の発展を目的とした国家均衡発展事業を推進することとなった。 

国家均衡発展のため推進された農山漁村地域開発政策の代表的な事業が「新活力事業」

である。新活力事業は、2005 年から 2010 年まで推進され、発展の遅れた農山漁村地域の

地域力の向上と産業構造•インフラの改善を事業目的とした。つまり、新活力事業では事

業を行う自治体である市•郡（＝地域）が主体となり、事業に関わる人や団体が持つ能力

を高める。また、新活力事業では地域の強さを発掘し、特産物を開発して、地域の発展を

狙う目的もある。新活力事業では、ボトムアップ式の推進体制を構築し、地域力の強化、

６次産業化、都市•農村の交流などを行い、地域の経済活性化を図ることが事業推進戦略

として提示された。 

第２期の新活力事業（2008～2010 年）の推進成果としては（表１－１）、農漁村企業

の総売り上げの増加、雇用の創出 、企業の育成及び誘致、産出額の増加などで、農山漁

村地域の経済活性化に寄与したと評価されている 1） 

 

表１－１ 第２期の新活力事の推進成果 

出典：文献１） 

 

区分 2008年 2009年 2010年 2008～2010年 

農漁村企業の  

総売り上げ 

（万ウォン） 

計 1,611,771 1,727,220 2,318,762 5,657,753 

中央値 5,304 11,155 12,224 32,718 

雇用の創出 

（人） 

計 17,379 16,282 20,606 54,268 

中央値 52 58 56 182 

企業 

（社） 

計 321 342 297 960 

中央値 4 3 2 14 

産出額 

（ドル） 

計 61,546,801 88,942,471 108,181,297 258,670,569 

中央値 350,500 360,000 479,500 1,343,200 
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新活力事業は、従来の農山漁村地域開発政策とは異なり、ボトムアップ式の大規模事業

であり、ソフトウェア中心の事業内容で行われた。既存の開発事業では、中央政府が事業

の種類や施策を定め、地方政府は予算を申請して執行するトップダウン型で推進されてい

た。それに対して、新活力事業では、地方自治体と地域住民が自律的に事業を企画・選定

し、発展のための力を高めていく方式を採用した。 

特に、新活力事業がこれまでの農山漁村地域開発政策と大きく異なる点は、農山漁村型

の地域イノベーションシステムの構築という事業目標にある。これは、事業を通じて落後

地域における優先的に解決すべき課題が、道路、生活基盤施設などの物理的インフラの供

給ではなく、所得や雇用の創出する生業基盤の構築であると位置付けられたためである。

この事業目標を達成するために、体系的な事業管理戦略が整備されている。 

これを踏まえ、革新主体（ Actor）が体系（System）的に比較優位を持つ先導産業

（Project）を遂行するという戦略（それぞれの最初の文字を取って、ASP モデルと称さ

れる）が生み出された。この背景には、革新主体が育ち、その主体が信頼と協力に基づい

て組織を構成する過程では多くの努力が必要であり、あらゆる事業においても、イノベー

ティブな環境下で切磋琢磨してこそ持続可能であるとの確信がある。 

以上のような新活力事業は、国費 11,204 億ウォンの事業費が投入され、2005 年から

2010 年まで推進され、終了した。既存の農山漁村地域政策とは異なるスタイルで実施さ

れた新活力事業が、どのような事業成果を出してどのような影響や貢献があったのかなど

に対する総合的な分析と評価が要求される。新活力事業の事業推進に関する評価を通じて

政策的示唆と今後の課題を提示する必要がある。しかし、新活力事業に関する既往研究の

ほとんどは、主に事業を成功的に推進するための事業推進方向と改善課題を扱っているに

過ぎない。 

本研究では、落後地域である農山漁村地域の政策発展の観点から、新活力事業を評価す

る。本研究の目的は、新活力事業を中心として事業の成果評価と管理に関する分析を通じ

て、今後の韓国の農山漁村地域開発政策に対する改善策を提示することである。 

本研究の具体的な研究目的は、第２章で既往研究の検討を行った上で提示することにし

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 はじめに 

 - 3 - 

注釈  

 

注 1) 韓国では「国家均衡発展特別法」2 条 5 項によって落後地域が規定されている。具

体的に奥地開発促進法によって規定されている奥地、島嶼開発促進法による開発

対象の島嶼地域、（北朝鮮との）接境地域支援法による接境地域、地域均衡開発

及び地方中小企業育成法による開発促進地区、その他生活環境が劣悪であり、開

発の水準が顕著に低い地域として大統領令が定めた地域である 2）。なお、落後地

域は自治体である市•郡単位に指定されている。 
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第２章 既往研究の検討と本研究の目的 

 

第１節 本章の目的 

 

本章では、まず韓国語の文献を中心に、農山漁村地域開発政策に関する既往研究の動向

と既往研究における新活力事業の評価を検討した上で、本研究の目的を提示する。 

本節以下、本章は４節で構成される。２節では、農山漁村地域開発政策に関する既往研

究の動向をまとめ、３節では、既往研究における新活力事業の評価より、その成果と問題

点を整理する。４節では、前節まででの検討結果を踏まえて既往研究の課題を明らかにし

た上で、本研究の目的を示し、本論文の章構成と研究方法を説明する。 

 

 

第２節 農山漁村地域開発政策に関する既往研究 
 

２.１ 農山漁村地域開発政策の推進方向に関する既往研究  

 

農山漁村地域に関する既往研究では、今後の政策推進方向について検討が多く行われた。

イムサンボン（1997）１）は、今後の農漁村地域開発はボトムアップに基づいた総合的な

アプローチが必要であるという観点から、現行の開発体系の問題点を指摘した。これに対

する政策課題として、新規の農漁村地域整備事業の導入、町の総合開発計画の策定、総合

整備型の開発事業の実施などを提示した。ソンミリョン•バクジュヨン（2004）２）は、農

村地域開発事業を体系化するため、事業類型を区分した。事業内容によっては居住基盤拡

充事業と都市農村交流促進事業の二つの類型に区分し、事業目的によっては一般農村地域

居住基盤型、落後農村地域の居住基盤型、都市農村交流の所得基盤型の３類型に区分した。

イサンジョン（2005）３）は、今までの政府が農漁村地域の発展のために推進してきた政

策と事業内容を検討し、今後の推進すべき開発政策の方向を提示した。特に、政府の関係

省庁ごとに農漁村地域開発事業が多様化•専門化されたが、地域住民の人的構成と非専門

化、関係省庁別の類似事業と一時的•断片的な支援管理システム、推進事業を継続的に支

援する専門家の不在などが問題になっていると指摘した。イドンピルら（2008）４）の報

告書でも、農漁村産業関連政策の推進実態と発展方向を提示し、農漁村産業活性化政策の

効率的推進のための制度整備方案を提示した。 

 

２.２ 落後地域開発政策に関する既往研究 

 

２.２.１ 落後地域の選定基準と類型化に関する既往研究 

 

農山漁村地域開発政策の各事業は、発展の遅れた地域を意味する落後地域を事業対象に

している。そのため、落後地域に関する既往研究が多い。まず、落後地域の選定基準と類

型化に関する研究として、行政安全部（2004）５）、イウォンホ（2006）６）、イウォンホ
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•アンヨンジン（2011）７）などがある。特に、イウォンホ（2006）は、落後地域の代表的

な政策である新活力事業と開発促進地区事業で指定された後進地域を対象に、地域内の落

後度（後進性）と条件を反映する指標をもとに類型を区分して類型に応じた開発需要を評

価し、今後の落後地域政策に活用する基盤を提示した。研究の結果、過去 30 年以上にわ

たり、韓国の急速な社会•経済的変動の中で落後地域は非常に差別化された経験を持ち、

現在の落後度とポテンシャルの面でも異なるパターンを示すことが分かった。したがって、

差別化を考慮した落後地域政策の方向設定とアプローチが必要であると記述した。 

 

２.２.２ 落後地域開発政策の問題点と改善案に関する既往研究 

 

落後地域開発政策の問題点を分析して改善案を示す研究は数多い。イムギョンス（2003）

８）、キムヒョンホ（2005）９）、イウォンホ（2005） 10）、キムヒョンホ·ハンピョハン

（2005） 11）、イオンソプ（2006） 12）、建設交通部（2007） 13）、アンヨンジン（2007）

14）、イウォンホ（2010）15）、イビョンウ（2012）16）などが落後地域開発政策の問題点と

改善案について研究を行った。キムヒョンホ（2005）は、落後地域政策の推進現況を検討

し、その問題点として落後地域政策の基盤の未確立、計画•実行主体の多元化とトップダ

ウン型の計画システム、地方自治団体の自律性の不足と分散的開発、財源支援の包括性の

不足と地方費負担を指摘した。その改善課題は、落後地域政策の確立、地方の自律性の強

化、推進システムの整備、法制基盤の構築であった。イオンソプ（2006）は、落後地域開

発事業への投資によるリスクを分散させて地域開発投資を活性化するため、自治体、政府

投資機関、民間投資者などから構成された地域開発法人を活用する方案を考えた。また、

イビョンウ（2012）の研究では、1980 年代以降から本格的に推進された落後地域開発政

策は、首都圏への集中を緩和して全国土の均衡発展を目指したが、地方を総合的•体系的

に育成するよりも中央省庁ごとに所管業務を分散して推進したため、地域の特性を生かし

て地域住民が主導する需要者中心の開発が行われていない問題が発生したと指摘した。こ

れらの問題認識の下、現在各省庁に実施されている落後地域開発政策について、地方自治

団体の公務員が認識している様々な問題点や改善対策に対する調査を行い、地域の現場で

活用可能な政策示唆を次のように導出した。第一に、中央省庁別に分散的に推進されてい

る後進地域開発政策の統合調整を通じた地域開発事業計画の体系化と事業推進の効率を向

上させる必要がある。第二に、落後地域開発事業のための財政拡充と運用システムの改善

などの支援基準の合理的な設定が必要である。第三に、効率的な地域開発事業の推進シス

テムを構築し、事業間の連携•協力の強化と地域に合わせた事業の発掘と執行を支援する

制度的な補完が必要である。 

国家の均衡発展戦略として落後地域開発政策を分析した研究は、ジョンチョルモ（2005）

17）、建設交通部（2007）18）、ギムボムジョン（2010） 19）、ソンミリョン（2010）20）な

どがある。日本の国土交通省に相当する建設交通部（2007）は、国家均衡発展政策の一つ

として国土落後地域の投資促進のための新しい法的、制度的環境を構築するための方案を

提示した。 

また、チェユンギ•サゴンモク（2005）21）は主要な先進国、キムワンシク（2005）22）

とソンチャンシク（2011）23）は米国、チョンファンウ（2000）24）は中国、グォンオサン
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（2007）25）は EU の海外事例研究を通じて落後地域開発政策への示唆を探った。チェユン

ギ•サゴンモク（2005）は、EU、日本、米国などの主要先進国の８つ落後地域開発の成功

事例を分析し、これを基に発展モデルを提示した。 

 

２.２.３ 事業別落後地域開発政策の既往研究 

 

落後地域を対象とする各事業の類型を区分する研究がある。ウユンソク（2004）26）は、

開発促進地区事業の政策効果を分析し、各政府部署の事業を総合開発型、生活基盤型、観

光文化型に区分した。ホンギヨン•パクゾンチャン（2006）27）は、落後地域開発のため推

進されている政府事業である開発促進地区事業、新活力事業、小都市育成事業、地域特化

発展特区事業が持っている地域資源と事業現況を調査•分析するとともに、外国の成功事

例を研究•総合して地域ごとに成功の潜在力と活用可能な開発要因を導き出した。地域発

展委員会（2009） 28）は事業の機能ごとに基礎生活基盤拡充事業、地域所得増大事業、地

域景観改善事業、地域力強化事業に区分した。また、邑•面所在地整備事業、地域単位の

村総合整備事業、新規村造成及び再開発事業、基礎生活インフラ整備事業に類型を区分し

た。 

落後地域開発政策の各事業別に行われた評価に関する研究では、イドンピルら（2007）29）

は、 新活力事業と郷土産業育成事業を農村活力増進事業として新たな推進システムと評

価方法などを提示し、特に成果評価のための定性的•定量的指標に関する研究を実施した。

ギムギョンリャン•チェユンサン•ホンソンギュ（2006）30）は、農村マウル注 1)総合開発事

業の中間評価システムに対する研究において評価目標別に評価項目と指標を開発し指標間

に加重値をかけて、事業の中間評価に活用するシステムを構築した。田園村造成事業に関

しては、ガンバンフンら（2009）31）が専門家調査と基礎資料評価を通じて評価指標を開

発した。 

各事業別の評価とともに、事業目的を対象とした評価指標に関する研究も行われた。ソ

ギョら（2003） 32）、ギムデシク•チェヒョンソン（2007）33）、イドングンら（2007） 34）、

ベスンジョン（2010） 35）は、農村アメニティ資源の評価指標を開発する研究を行い、バ

ンヨンウンなど（2008）36）などは、農村景観事業の評価指標を開発した。 

一方、ソンミリョンら（2009） 37）は主に個々の事業単位で行われた既存の評価システ

ムから脱皮し、基礎生活圏政策の導入後は統合的な政策群単位の事業評価指標システムが

必要であると主張した。また、イジュヨン（2011）38）は、統合的な農漁村地域開発事業

の評価に適用する共通指標に関して研究を行った。 

 

 

第３節 既往研究における新活力事業の評価 
 

新活力事業に関する既往存研究として事業推進の初期に行われた研究の多くは、事業推

進の方向について検討したものである。ウユンソク（2004） 39）は、新活力事業を推進し

ている中央政府官僚として、既存の落後地域政策との違いを説明し、新活力事業が円滑に

推進されるための条件として、地域イノベーションシステムの構築と革新能力の強化、農
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漁村に生産と所得基盤の造成、公共サービスの改善と生活の質の向上、新活力事業の広報

•マーケティングを提示した。ほかに、アンセギョン（2004） 40）、イワンソプ（2004）

41）、ソンミリョン（2004）42）、ソンミリョンら (2005) 43）などの研究がある。ユホリョ

ン（2007）44）によると、新活力事業は、地方行政の官主導から地域住民による行政を中

心に地域の経済的活性化を図るが、それを達成するためには、実質的な地方分権による地

域イノベーションの推進が可能な基盤が必要であると述べている。 

新活力事業が本格的に推進した時期からは、事業推進上の問題点を指摘し改善策を模索

する研究が行われた。ソンサンラク•ユンビョング（2005） 45）、パクヤンフ（2006） 46）、

キムソンギ•キムソンホ（2006）47）、パクジュヨン•ソンミリョン（2006）48）、キムシン

ムク（2008）49）、ユミョンギュ（2011） 50）などが代表的な研究である。パクジュヨン•

ソンミリョン（2006）は、新活力事業推進の実態を分析した結果、まだ事業推進初期では

あるが次のような問題点を指摘している。 第一に、従来の落後地域を対象とする地域開

発事業との空間的な重複性はともかくとしても事業内容において大きな差がないため、新

活力事業のアイデンティティの問題が顕在化した。第二に、70 に至る事業地域のため、

事業支援規模の不足と手続きの複雑さが問題視された。第三に、事業対象地域内の人的資

源の不足のため、地域イノベーションシステムの基盤構築と革新的な能力強化のための事

業推進が難しかった。第四に、地域特性がない地域革新協議会の改編と運営の活性化が急

務であった。第五に、事業推進システムの面では新活力事業が統合的•体系的に推進され

ていなかった。 

2005 年から 2007 年までの第１期において、新活力事業の推進実態と成果を分析した研

究が行われた。韓国農村経済研究院（2007） 29）は、第 1 期の新活力事業が郷土資源と地

域資源の開発において住民参加が導入された点を非常に肯定的に評価している。地域の人

材育成や地域の特性に合致した事業の成果が優れており、意識改革や地域イノベーション

のリーダーの発掘の成果が目だち、地域資源の産業化と知的財産権の登録などの成果が出

たと分析する。イギウォン（2008）51）は、第 1 期の新活力事業が地域イノベーションシ

ステムの構築とイノベーション能力強化に多額の予算と労力を投入したが、これは適切な

事業推進であると評価した。また、今後の事業成功には、事業推進体制の構築が非常に重

要であると主張した。翰林大学 産学協力団（2008）52）は、第 1 期の新活力事業の力強

化部門事業について実態調査の結果、３年間で約 27,743 百万ウォンの予算が投入され、

事業に参加した住民と公務員などは、2005 年 106,774 人、2006 年 234,936 人、2007 年

135,088 人などと推定された。新活力事業の初期には講義や団体教育の中心で行われたが、

事業後期には小規模の需要者中心の教育に転換されていると指摘した。また、ノサンファ

ン(2005) 53）の研究はチャンニョン郡、ユホリョン（2007）54）の研究は江華郡を事例にし

て第 1 期の新活力事業の成果を分析した。特に、ノサンファン（2005）によると、チャン

ニョン郡が新活力事業に指定され、内発的な発展の動力が発掘されたため、落後地域から

自立的な活力があふれる地域に変容するきっかけになったと評価した。 

第２期の新活力事業の別名である農村活力増進事業の研究も現れた。農林水産食品部•

韓国農漁村公社（2009）55）の事業推進実績総合レポートでは、2008 年度の農村活力増進

事業を経済的成果、教育と特性化の成果、R＆D とマーケティングの成果、推進システム

の成果などの基準に成果分析を行った。イソングン•イファンボム（2009）56）は、星州郡
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の農村活力増進事業の成果について分析した。星州郡の場合、事業が郡庁内の 5 の部署に

分散して推進されているが、各部署の分野に特化した事業推進が求められた。また事業推

進ネットワークが不十分であると指摘し、産•学•民•官の協力体である農村活力増進協議

体を構成しなければならないと主張している。イギウォンら（2010） 57）の研究では、農

村活力増進事業の成果分析のため、新活力事業の 70 の市郡の農家所得、雇用創出、企業

の誘致•売上高、輸出実績、地域リーダー養成、特性化事業、予算実行率、住民参加、事

業の推進システム、連携協力などの推進実績を評価基準にして優れた成果を出した市郡の

事例を提示した。新活力事業を推進する政府部署である農林水産食品部（2011）58）は、

第２期の新活力事業を対象に新活力事業の共通成果指標である農漁村企業の売上高、雇用

創出、企業誘致と育成、輸出などを基準にした成果分析と発展方向を提示した。また、以

上のような新活力事業の成果を評価するための指標開発に関する研究は、イドンピルら

（2007） 59）、パクジュンシク•イドンピルら（2007） 60）がある。また、孫銀一ら（2008）

61）は、外国の政策評価と成果管理の事例研究から新活力事業の成果管理システムモデル

構築に関する方向を提示した。  

一方、新活力事業に関する評価を行っている研究は少ない。イジョンホ（2007）62）は、

新活力事業を計画策定と推進過程における評価を行った。新活力事業計画の策定過程は地

域革新に基づく地域発展の論理やガバナンスの構築過程を忠実に反映していないと評価し

た。実際の推進過程でも真の意味での地方の自立化よりは、地域への不信と成果にこだわ

る早急な中央政府による他律的主体形成であると指摘している。これらの点から、第１期

の新活力事業の計画策定と推進過程は、能動的な地方化よりは受動的な地方化によって行

われたと評価した。反面、グォンオサン•ノインマン（2012）63）よると、第２期の新活力

事業は、既存の政府事業がトップダウン、中央政府主導で実施されたことに対し、地方の

官と民が相談して事業内容を決定する住民参加型のボトムアップ事業が推進されたため、

多くの成果を成し遂げた点が大きい特徴である。特に、事業推進システムの重要性が強調

され、推進システムが構築された市郡であるほど事業性とも優れているという点も述べて

いる。 

 

 

第４節 本研究の目的と分析方法 

 

４.１ 既往研究の検討からの本研究の目的と構成  

 

新活力事業は代表的な落後地域事業として６年間推進されてきたが、先行研究は多くな

い。新活力事業の関する既往研究は、新活力事業初期に行われたものが相対的に多く、学

術的な論文はあまりなく、公共部門で政策的に研究した報告書が多い。また、文献資料を

中心に新活力事業の制度的内容と推進実態などの問題点を指摘して発展方向を提示した研

究が多い。つまり、大部分の既往研究が成功的な事業推進のための事業推進方向と改善策

を提示している。 

新活力事業は、既存の農山漁村地域政策と差別化を図って推進された大規模な政策事業

であり、その事業成果が実際に落後地域に及ぼした影響について総合的な分析と評価を行
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う作業が重要である。その研究分析に基づいて今後の落後地域政策への政策的示唆と課題

を提示することで、農山漁村地域の発展に寄与する。 

本研究の目的は、落後地域である農山漁村地域の政策発展の観点から、新活力事業、特

に第２期の新活力事業（2008～2010 年）の地域への政策的効果を検証することである。

地域開発事業の成果評価に関する研究において地域発展モデルの検証を試みた研究は、本

研究が韓国初である。 

本研究は、新活力事業の成果評価と管理に関する分析を通じて、今後の農山漁村地域開

発政策に対する改善策を提示する。そのため、本研究では、農山漁村地域開発政策に対す

る望ましい推進メカニズム、持続的な成果管理システム、自己診断による評価方法を提示

することで、新活力事業が地域の経済活性化と内発的地域発展のための効果的な政策とし

て位置づけられるように貢献することを目指す。  

具体的な研究目的と内容は、以下の通りである。  

第一に、既存の落後地域開発政策の変化と新活力事業の特徴を理論的に体系化し、実際

の事例を挙げて実証する。新活力事業は「国家均衡発展特別法」に基づいて行われた代表

的な落後地域開発政策の一つである。韓国の落後地域政策の現状と変化を確認し、既存の

落後地域の事業との比較を通じて新活力事業の特徴を体系化する。また、韓国•慶尚南道

の河東郡の新活力事業の推進事例を通じて、事業の取り組みの有り様とその成果を実証す

る。  

第二に、新活力事業の推進方式である ASP モデルが内発的地域発展という事業目標にど

のような貢献や効果があったのかを確認するための推進メカニズムに対する実証研究を行

う。新活力事業は、予算とガイドラインだけで推進された従来の農漁村地域開発政策と違

い、ASP モデルによって体系的な管理戦略を持っていた。本研究では、新活力事業が ASP

モデルによって内発的地域発展を志向する点に着目した。内発的地域発展の先行要因とし

て地域力強化、推進体制構築、地域経済活性化を選定してその影響関係を究明することで、

成功的な事業推進メカニズムに対する検証する。 

第三に、ソフトウェア中心の新活力事業の成果管理と持続的な改善（フィードバックシ

ステム）のために PDCA サイクルを適用して確認する。ソフトウェア中心の政策である新

活力事業の成果管理モデルを提示する。６年間推進された新活力事業は、３カ年の基本計

画を基に毎年の実施計画を策定し、推進結果に対する成果評価が行われた。PDCA サイク

ルを適用し、持続的な成果管理システムを検証する。ソフトウェア中心の計画と成果管理

のためには、既存のチェックリスト方式による単純な評価から抜け出す必要がある。 新

活力事業の推進成果•推進体制•改善策などを総合的に分析し、管理することができる標準

化された体系的な評価システムと運営方案を提示することに、その目的がある。 

第四に、事業推進力を診断し、戦略的な方向性を導出するために、参加主体の自己診断

によって発展力を検証する。新活力事業は、地方自治団体と地域住民が自主的に事業を企

画∙選定して発展力を育てていくボトムアップ方式で推進された事業である。また、産学

連携ネットワークの活性化を通じて持続可能な事業推進システムを構成して運営した。参

加主体の力量注 2)によって事業推進と持続的な成果に影響を与えるため、事業推進主体と

して参加した地域住民、公務員、専門家などによる自己診断を通じて事業推進力を明らか

にする。 
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本研究では、主に新活力事業に関わっている人を対象としたアンケート調査の結果を分

析する。そのアンケート調査の概要については次節で説明する。なお、混乱を招かないよ

う、原則として韓国語の原音表記に従って事業名等を記述しているが、内容が分かりにく

い表記については適宜，本文もしくは脚注で説明を行う。 

本章以下、全７章で構成されている。 

第３章では、韓国の落後地域政策の発展過程をみた上で、新活力事業が既存事業とは違

う特徴について説明する。次に、第４章から第６章の３章ではそれぞれの方法で新活力事

業を分析していく。第４章では内発的地域発展のための推進メカニズムの評価を、第５章

では持続的成果管理のための PDCA サイクル活用の分析を、第６章では事業主体の自己診

断によって事業成果の評価を行う。第７章では、第４章～第６章での分析結果を踏まえて

農山漁村地域開発政策の成果分析と管理のための課題について考察し、今後の政策課題を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 本研究の目的と内容 

 

 

４.２ 分析方法－アンケート調査の概要  

 

第１章の表１－１で確認したように、新活力事業の経済的成功の裏には、担当公務員の

情熱と地域のリーダーや民間専門家の献身、地域住民の積極的な参加などの事業参加者の

貢献度が成功原因として分析された 58）。これは、新活力事業の地域リーダーの養成実績

（表２－１）および人材養成と能力強化の優秀事例（表２－２）で確認できる。新活力事

業の最も重要な軸は、住民の教育させて自発的∙内発的な自立システムを構築することで

ある。既存事業が補助金支援を中心にした事業内容のため、住民の意識改革なしに予算の

無駄使いであったという反省から、 新活力事業では地域住民の教育が重要になった。 

 

３．韓国の落語地域開発政策の変化と新活力事業の特徴 

６．事業主体の自己診断による事業推進力の検証 

４．内発的地域発展

のための新活力

事業の推進メカ

ニズムの評価 

５．持続的成果管理

のための PDCA サ

イクルの活用 

政策発展観点からの 

新活力事業の評価 
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表２－１ 新活力事業の地域リーダーの養成実績 

出典：文献 58） 

 

表２－２ 新活力事業の人材養成と能力強化の優秀事例 

出典：文献 58） 

 

本研究は、新活力事業の参加者の評価を通じ、事業の成果や政策的効果などを確認する

ためにアンケート調査を実施した。分析は、主にアンケート調査結果をもとに行う。 ア

ンケート調査は、第２期の新活力事業（2008～2010 年）を推進したすべての基礎自治体

である 70 の市•郡（事業対象地域全数）を対象とした。調査時期は 2011 年 10 月の一ヶ月

である。アンケートの数は自治体別に４部ずつ配布しており、全部で 280 部である。 

アンケート調査の内容は３つの項目群に整理できる。それぞれは第４章～第６章の分析

の主要な入力データを構成する。アンケート調査の地域力強化（29 問）•地域経済の活性

化（32 問）•推進体制構築（10 問）•内発的な地域発展（７問）に関する項目は、第４章

での分析に使われる。事業計画段階（18 問）•事業実行段階（15 問）•事業終了点検段階

（11 問）に関する項目は、第５章での分析に使われる。新活力事業関係者の意識（14

問）・新活力事業の強みと弱み（２問）に関する項目は、第６章での分析に使われる。 

アンケートの回答者は、当該事業とその効果を十分に理解している必要があるため、的

確な人物が回答者となるように特に留意した注 3)。具体的には、事業主体の構成員の中で

も、新活力事業に関して詳しい①「公務員（総括部署）」の係長、②「公務員（事業部

署）」の担当者、③「地域協力団（民間専門家）」の委員長または副委員長、④細部事業

に参加した地域住民の代表者である。 

280 部のアンケートの内 173 部が回収されており、回数率は 61.8％である。 この回収

率はかなり高いほうであり、アンケート回答者は事業参加者の全体を代表する標本である

と判断できる。 

区分 2008年 2009年 2010年 2008～2010年 

地域リーダー 

（人） 

計 21,470 16,188 13,164 50,822 

中央値 79 125 109 313 

市∙郡名 人材養成と能力強化ための事業内容 市∙郡名 人材養成と能力強化ための事業内容 

三陟市 有機農の最高専門家育成教育 金堤市 地平線アカデミーの運営 

平昌郡 農村観光リーダー養成教育 淳昌郡 全北大生涯教育院の単位銀行制の運営 

麟蹄郡 マウル(村)リーダー養成教育 扶安郡 扶安桑 CEO アカデミーの運営 

報恩郡 マウル(村)の共同事業運営者養成教育 務安郡 農漁村指導者大学の運営 

丹陽郡 エコツーリズム農業大学の運営 尚州市 住民主導型力量強化公募事業 

扶餘郡 GOODTRAE 農業大学の運営 咸安郡 スイカ名人養成 

禮山郡 郷土リンゴアカデミーの運営 咸陽郡 咸陽山参最高経営者課程の運営 

河東郡 
高品質の河東緑茶専門アカデミーの教

育 
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アンケートは、次の点に配慮して慎重に実施した。アンケートの信頼度と客観性を高め

るために公務員と専門家を対象にワークショップを２回開催し、アンケート調査の目的•

意義•方法を充分に伝えた。回収過程で自分の調査票が回収者などの他者に見られないよ

うに、アンケートの調査票は郵便で発送し、郵送で直接回収する方法を採用した。アンケ

ートは無記名とし、回答者を特定できないようにした。 

アンケート回答者の属性をみると（表２－３）、173 人の回答者全体の 91.3％が男性で、

既婚者は 95.4％であり、ほとんどを占めていた。年齢別では 40代が 81人（46.8％）、50

代が 62 人（35.8％）で多い。 

事業の参加所属は、総括部署の自治体公務員（69 人、69.9％）、事業部署の自治体公

務員（40 人、23.1％）、細部事業に参加した地域住民（34 人、19.6％）、民間専門家で

ある地域協力団（30 人、17.3％）の順に多い。特に、地域協力団は、大学教授、研究員、

コンサルタントなどである。 

事業参加期間は、１～２年未満が 56 人（32.4％）で最も多く、次に２～３年未満が 45

人（26.0％）、３～５年未満が 37 人（21.4％）で多い。５年以上も 18 人で 10.4％を占

め、1 年未満は 17 人で 9.8％を占める。 

アンケート回答者の学歴は、大卒が 82 人の 47.4％、高卒以下が 39 人の 22.5％で占め

る割合が高い。また、在職期間は、20 年以上が 68 人の 39.3％、10～20 年未満が 53 人の

30.6％の順で多い。 
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表２－３ アンケート回答者の属性 

区分 頻度数（名） 比率（％） 

性別 

男 158 91.3 

女 15 8.7 

結婚の有無 

既婚者 165 95.4 

未婚者 8 4.6 

年齢 

30代 22 12.7 

40代 81 46.8 

50代 62 35.8 

60代以上 8 4.6 

参加所属 

自治体公務員（総括部署） 69 39.9 

自治体公務員（事業部署） 40 23.1 

地域協力団（民間専門家） 30 17.3 

地域住民（細部事業参加） 34 19.6 

参加期間 

1年未満 17 9.8 

1～2年未満 56 32.4 

2～3年未満 45 26.0 

3～5年未満 37 21.4 

5年以上 18 10.4 

学歴 

高卒以下 39 22.5 

専門大卒 28 16.2 

大卒 82 47.4 

大学院卒 24 13.9 

在職時間 

1年未満 2 1.2 

1～5年未満 21 12.1 

5～10年未満 29 16.8 

10～20年未満 53 30.6 

20年以上 68 39.3 
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注釈  

 

注1) マウルはまちや村を意味する。 主に都会地の外に比較的に少数の住宅を構成要素

にしてた群れを成している地緣団体であり、里や区に分けている。あるいは、そ

の団体を 成しているところを言う。 

注2) 力量とは、物事を成し遂げる力の程度、能力の大きさを意味する。 

注3) 本研究では新活力事業に直接参加していない公務員や専門家などをアンケートの

調査対象者に加えることも検討したが、新活力事業に参加していない人は新活力

事業の内容、特性、推進プロセスなどの経験が無く、新活力事業の実際を十分に

把握していない可能性があるため、結局、断念した。 
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第３章 韓国の落後地域政策の変化と新活力事業の特徴 

 

第１節 本章の目的 
 

本章では、韓国における落後地域をめぐる従前の政策とその問題を明らかにするととも

に、そのような問題を克服するために創設された新活力事業の背景、政策ビジョン、推進

体制、事業内容及び推進方式などについて整序する。合わせて、具体的な事例地区を取り

上げ、同事業の取り組みの有り様とその成果を明らかにする。 

 

第２節 韓国の農山漁村地域における落後地域 
 

２.１ 韓国における国土の不均衡発展と落後地域 

 

韓国では首都圏と特定地域を中心にした成長拠点の政策を推進する中で、発展から疎外

された「落後地域」が発生した。すなわち 1960 年代以降、首都圏及びソウルと釜山を結

ぶ経済成長軸（図３－１）を中心に急速な産業化•都市化が進展し、その結果、首都圏に

人口及び産業が過度に集中して、国土の不均衡な発展が深刻な社会経済的問題となった。 

そこで、1980 年代から首都圏の膨張を抑制するとともに「奥地開発」「島嶼総合開発」

「開発促進地区事業」など、省庁別に落後地域の関連政策を実施してきた。その結果、農

漁村の生活要件は過去に比べて大きく改善したが、ハードウェア事業に偏り、所得と雇用

機会を創出し、地域経済を活性化する施策は十分でなかった。中央政府主導によるトップ

ダウン型の事業推進では、地域の自立性と責任、そして、創意工夫を基盤にする「内発的

発展力注 1)」が醸成されてこなかった。 

落後地域では依然として農山漁村が持続的経済発展から取り残されているため、韓国政

府は 2004 年に「農漁業者の生活の質の向上及び農漁村地域開発促進に関する特別法」と

「国家均衡発展特別法」を制定した。当時の政府（ノムヒョン大統領の施政期:2003～

2008 年）は、均衡発展社会を実現するため、地域特性を生かした発展とその地域連携に

重点が置かれた。 

ノムヒョン政権の国家均衡発展政策は、地方が自らの力量で自立する地域活性化を志向

しており、地域も首都圏もお互いに共生発展することを通じて、一極集中型の国家から多

極分散国家への転換を志向した。国家均衡発展を成し遂げるために政府は、地域が自立し、

発展することが大事であると考えた。 

過去の集権•集中時代（ツォンドファン以前）には中央が指示すると、地域はこれに従

うことが一般的であった。しかし新たな分権•分散の時代（ノムヒョン以降）では、全て

の地域が主体となって能動的に地域の発展を主導しなければならないとされた。地域が自

ら事業の企画力と推進力を強化し、推進体系を構築し、革新注 2)を創出•拡大することで、

                             
 本章は、孫銀一•星野 敏•金斗煥•金永柱（2015）：韓国の落後地域政策の変化と新活力事

業の特徴−政策の目標、推進方式、推進体制などを中心に−、農村計画学会誌、33(4)、472-48

1を修正•補完した内容である。  
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付加価値が増大できる地域を創出しつづけてこそ、地域の持続的発展が可能であると考え

られた。 

ノムヒョン政権は以上のことを考慮して、産業衰退、人口減少などによって立ち遅れた

地域に革新を通じて活力を回復させる「新活力地域発展方案」を策定した。これは農村と

都市を共に発展させる均衡発展社会づくりを意図したものであった。 

 その代表的事業が「新活力事業」である。図３－１は韓国の落後地域と新活力事業の

対象地域を示したものである。新活力事業は、2005 年から３年間支援し、３年ごとに対

象地域を再選定して最大９年まで支援する事業であった。第１期事業は 2005 年から 2007

年まで、第２期事業は 2008 年から 2010 年まで推進され、この時点で新活力事業は事実上

終了した。ノムヒョン政権からイミョンバク政権への政権交代があったためである。イミ

ョンバク政権は、2009 年４月に国家均衡発展特別法を改正して 2010 年からは新活力事業

の財源である「国家均衡発展特別会計」を「広域•地域発展特別会計」に改編し、類似事

業を統廃合して「包括補助金制度」を導入した。その結果、新活力事業をはじめ従来の落

後地域開発関連事業は「一般農山漁村開発事業」注 3)に統一された。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：文献２）を参照に著者作成 

 

図３－１ 落後地域と新活力地域の分布 

注：中央が新活力地域であり、周囲の４図は落後地域を構成する地域である。  
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包括補助金制度が施行されることによって、当初計画されていた第３期の新活力事業は

頓挫した。また、従来の農林水産食品部、国土海洋部、行政安全部などの省庁によって分

散推進されてきた 15 の事業を農林水産食品部が全部担当することになった。そして自治

体の自立性を強化して中央省庁はモニターリング•コンサルティング•評価機能を強化する

など、新活力事業の推進方式•体系と類似した組織体制に改編された。 

また、新活力事業のプロジェクトにおいて６次産業の育成が導入されたが、それは現在、

韓国政府の代表的な農業政策になっている。 

 

２.２ 落後地域の現況と問題点 

 

一般的に「落後地域」とは、人口減少と産業衰退によって開発から疎外された地域であ

る。落後地域は国土面積の 49.8％を占めているが、人口は全体の 7.7％にすぎない。落後

地域の人口変化をみると、1970 年の非落後地域の人口は 2,760 万人から 2000 年 4,220 万

人に増えたのに、落後地域は同期間 800 万人から 340 万人に減少した。また、落後地域の

65 歳以上の高齢人口比率（18.4％）は非落後地域の平均（7.9％）の２倍以上高い。この

ような落後地域の現況と問題点を表３－1 に整理した。 

第１次産業の比率は、落後地域の場合が 87％、非落後地域の場合が 54％である。落後

地域は第１次産業が中心であり、成長原動力になる産業が足りない状況である。財政力指

数は、落後地域の場合が 13.6％、非落後地域の場合が 47.6％である。落後地域の財政力

は脆弱な状況である。落後地域では教育•文化•医療などの公共サービスの提供が不十分で

ある。また、若者に対する生活環境と職場が不十分な状況であり、若年人口が都市に流出

し、地域の担い手が不足している。 

 

 

表３－１ 落後地域の問題 

・人口減少、高齢化 

落後地域人口：800 万人（1970 年）→ 340 万人（2000 年） 

非落後地域人口：2760 万人（1970 年）→ 4220 万人（2000 年） 

65 歳以上の高齢人口比率：18.4％（落後地域）、7.9％（非落後地域） 

・第１次産業:87％（非落後地域:54％）－産業基盤が脆弱 

・劣悪な地域財政‐財政力指数：13.6％（非落後地域:47.6％） 

・教育•文化•医療などの公共サービスが不十分 

・若者の定住のための環境整備が不十分 

・若者の地域外への流出による担い手不足  

注：統計資料は 2000 年基準 

出典：文献１）から要約 
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第３節 落後地域政策の変化 
 

３.１ 落後地域政策の展開過程 

今まで推進されてきた落後地域開発事業は道路建設や観光開発、農工団地開発など、地

域特性とは関係なく画一的に施行されたため、限れた資源が分散投資され、選択と集中に

よる効果が弱かった。今まで推進されてきた落後地域政策の変化をみると、表３－２のよ

うである。 

まず、1950 年代から 1960 年代までは戦後の貧困克服と国土再建という国土開発が第１

の目的で政府政策に落後地域開発という基本的認識さえなかった。 

次に、1970 年代は、開発政策と「セマウル運動」が本格的に推進された時期である。こ

の時期は産業構造の高度化及び経済成長の追求という目的の下に社会資本が特定地域に供

給された時期で、落後地域政策はセマウル運動を通じた開発事業の拡大として現れた。全

国的にセマウル運動が展開され、生活環境改善事業、所得増大事業、農村リーダー育成及

び住宅改良事業などが実施された。 

そして、1980 年代から 1990 年代の半ばまでは落後地域政策の胎動が始まった時期であ

る。この時期は持続的な経済成長を通じて、絶対的貧困問題がある程度解消されたが、国

家政策目標も経済成長より社会開発を重要視するようになった時期であった。落後地域に

対する政策においては、地域均衡開発の基調の中に地域単位の総合開発事業を推進して、

定住生活圏開発の概念を導入して落後地域の開発と関連した多様な措置と手段が整った。 

1990 年代後半から 2000 年代に入ってから落後地域政策が具体化された。大韓民国では

1990 年代後半になって初めて地域開発政策が導入された。国家均衡発展の面で広域圏開

発制度と開発促進地区制度、境界地域支援、島嶼開発促進、奥地開発促進など、様々な地

域開発政策及び落後地域政策が設けられた。また、地域資源を活用した緑色農村体験制度、

文化村、伝統テーマ村造成事業、マウル総合開発事業など、都市農村交流による活性化政

策も導入された。 

表３－２ 国土開発課程での落後地域政策の変遷 

年代 国土開発戦略 
落後地域政策 

落後地域開発 農漁村開発 

1960 
国土復旧、貧困解決、社会資本の拡

充、産業立地造成 
― 地域社会開発（CD） 

1970 成長追求、大規模成長拠点開発 ― 
セマウル運動、面単位の

都市計画 

1980 
成長の配分、分散された成長拠点開

発 

島嶼総合開発、奥地総

合開発 
地方定住生活圏開発 

1990 世界化、地域化、広域拠点開発 開発促進地区 定住圏（文化村）開発 

2000 
グローバル化、国家均衡発展、広域

経済圏 

接境地域開発、地方小

都市育成、美しい町づ

くり、新活力事業 

緑 色 農 村 体 験 マ ウ ル 事

業 、 漁 村 体 験 マ ウ ル 事

業、マウル総合開発事業 

出典：文献１） 
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韓国における落後地域は，いわゆる日本の過疎地域に相当する地域であるが，その根幹

的政策は日本ではあまり紹介されてこなかった注 4）。 なお，本研究は，類似した地域問

題を抱える日本の中山間地域振興政策にも参考になるものと考えられる。 

 

 

３.２ 落後地域政策の現況  

 

韓国の落後地域政策は、奥地、島嶼、接境地域、開発促進地区などの名称で行政自治部、

建設交通部などの事業制度で運営されている。省庁ごとの個別落後地域指定の現況は、表

３-３のようである。 

まず、奥地は、都市地域から遠く離れていて交通が不便で、住民所得及び生活水準がか

なり低い地域であり、116 の市•郡注 5)の 399 面が指定されている。開発対象島嶼は、防波

堤や橋梁で陸地とつながっていない 37 の市•郡•区の 410 箇所の島嶼地域が、接境地域は

民間人統制地 域以南の 20km 以内に所在する地域で地域発展水準が低い 15 の市•郡の 98

の邑•面•洞がそれぞれ指定されている。最後に開発促進地区は開発水準が著しく低い地域

を対象に、建設交通部を通じて５次にわたって 31 の地区（49 の市•郡）が指定されてい

る。こうした奥地、島嶼、接境地域、開発促進地区を合わせた全体農村地域の面積は全国

土の 49.8％を占めているが、全体農村地域の人口は約 377 万人で、全国人口の 7.7％を占

めている（前掲の新活力地域と概ね同水準）。 
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３.３ 落後地域開発政策の問題  

 

落後地域の不均衡問題が深刻な社会経済的問題となると、政府は 1980 年代から首都圏

膨張を抑制するとともに奥地開発、島嶼総合開発、開発促進地区事業など省庁ごとに落後

地域関連政策を打ち出した。このような政策の推進により、上•下水道、住宅、道路など

農山漁村空間の基礎生活環境のハードウェア整備で一定の成果があった。しかし、従前の

落後地域開発政策では改善できない問題点もあった（表３－４）。これらの問題点を以下

に解説する。 

 

表３－４ 従前の落後地域開発政策の問題 

（１）トップダウン型計画体系と分散投資による非効率性 

（２）ハードウェア型の開発中心の問題 

（３）地域の低自立性と地域資源活用の問題 

（４）中央政府－道•市－郡間の連携協力の問題 

出典：文献 1）から要約 

表３－３ 落後地域を対象とした個別事業制度 

区分 開発対象島嶼 奥地 開発促進地区 接境地域 新活力地域 

根拠法 

島嶼開発促進法 

（1986.12.31） 

奥地開発促進法 

（1988.12.31） 

地域均衡開発及び地

方中小企業に関する

法律（1994.1.7） 

接境地域支援法 

（2000.1.21） 

国家均衡発展特別法 

（2004.4.1） 

担当 

省庁 

行政自治部 行政自治部 建設交通部 行政自治部 行政自治部（1期） 

農林水産食品部（ 2

期） 

指定 

基準 

－海上全島嶼（ジ

ェジュ島は除

く） 

－10人以上居留 

開発水準指標 

－世帯及び人口 

－製造業従事者比率 

－1人当たり所得 

－1 人当たり地方税

など 

指標による指定 

－人口増加率 

－財政自立度 

－製造業従事者比率 

－高齢化指数など 

民間人統制線地域

20km以内 

－人口増減率 

－製造業従事者比率 

－軍事施設保護区域

占有比率など 

落後地域 選定指標 

－人口変化率 

－人口密度 

－所得税住民税 

－財政力指数 

指定 

単位 

島嶼 面 地区（首都圏とジェ

ジュ島は除く） 

市•郡、邑•面•洞 市•郡•區 

指定 

現況 

410の島嶼 399の面 全国 31の地区 

（49の市•郡） 

－15の市•郡 

－98の邑•面•洞 

70の市•郡（全国 234の

自治団体中下位 30％） 

事業 

内容 

－生活基盤施設 

－所得増大事業 

－文化福祉施設及

び環境改善事業 

－生活、産業基盤施

設 

－文化福祉施設 

－住居環境施設 

－国土保全施設 

－生産基盤施設 

－基盤施設整備施設 

－観光休養地造成 

－企業に対する支援 

－社会資本支援 

－社会福祉及び統一

教育支援 

－地域革新体系構築と

革新力強化 

－生産と所得基盤造成 

－生活の質の向上 

－広報マーケティング

強化 

1 件あ

たり平

均事業

規模 

島嶼当り 10億ウォ

ンを 10年間支援 

1面当り 20億ウォン 地区当り 500 億ウォ

ン前後 

単位地域当り年間 33

億ウォン 

市•郡当り年間 20-30億

ウォン 
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３.３.１ トップダウン型計画体系と分散投資による非効率性 

 

従前の農村地域開発政策では、事業内容を政府が企画して、事業対象地域も政府が選定

した。これは供給者中心のトップダウン型の開発方式であり、地域の需要と優先順位を考

慮していない開発方式であった。事業の対象地域を選定する際、自治体と地域団体•住民

の参加が充分にできていなかったために地域の自立性と創意性が充分に活用されなかった。

このような方式では、地域の問題を住民が把握し、住民が主体になって地域を発展させる

ための力量を醸成することができなかった。 

ノムヒョン政権の発足以降にも農村地域を対象に政府の農林部（部は日本の省に相当、

以下同じ）、行政自治部、環境部、海洋水産部、建設交通部がそれぞれの政策目標に従っ

て農村地域開発事業を行ってきた。事業の名は異なっていても内容には大きな違いが無い

場合もあった。また、縦割り行政により、省庁間の連携が難しかったため、政策の統合が

不十分であった。加えて、中長期的なビジョンの提示が足りなかったことや省庁別に小規

模で事業を行ってきたため選択と集中による「規模の経済」効果が期待できなかったこと

など、個別分散投資による非効率性の問題があった。 

 

３.３.２ ハードウェア型の開発中心の問題 

 

既存の農村地域開発事業は道路の拡充、橋の建設、上•下水道などの生活基盤施設と耕

地整理、倉庫の整備などの生産基盤施設など、物的施設と空間整備を中心に行われた。地

域の歴史•文化•景観•郷土資源•人的資源の視点及び所得•雇用を創出して地域経済を活性

化する視点が足りなかった。 

 

３.３.３ 地域（自治体）の低自立性と地域資源活用の問題 

 

農村地域の人的資源が都市に流出されて農村地域では、住民が自立的に事業計画を立て

て実行する力量が弱く、政府に依存する傾向が高くなった。このような状況の中では地域

資源の活用も不十分であり、地域の必要から乖離した内容が計画に定められて、結果的に

は農村地域の発展につながらないという問題があった。 

 

３.３.４ 政府－道•市－郡間の連携•協力の問題 

 

農村地域の開発を担当する部署は政府、道（行政単位、日本の県に該当）、市、郡に担

当組織が分散しているため、各行政間の連携協力が難しいという問題があった。 

 

 

第４節 新活力事業による農山漁村地域開発 
 

前述のように、新活力事業より前の政府事業はトップダウン型で推進されてきており、

中央政府が事業の種類や規模を定め、これによって地方政府が予算を申請する方式で推進
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されてきた。一方、新活力事業は中央政府の大規模な事業制度の中で地方自治団体と地域

団体•住民が事業の種類を決定して申請する大韓民国政府初のボトムアップ型の事業であ

る（国家均衡発展委員会、2007）注 6)。新活力事業は従前の落後地域の事業とは様々な点

で異なっている。 

 

４.１ ソフト型地域開発の概念と新活力地域選定  

 

2000 年以後の農村地域開発事業ではソフト型の地域開発が強調された。ソフト型地域

開発の概念は研究者らによって多様に提示されている。ソフト型地域開発とは、新たな独

創的な概念であるというよりは、施設と空間を整備するハードウェア型開発に対抗する概

念として理解する必要がある。政府は「ソフト型開発事業とは地域の内発的•自立的な発

展力を強化し、成長原動力が創出できる人材の育成、雇用•所得の創出、郷土資源の開発

など地域の革新と発展が誘導可能な事業である。流動資産の性格に対する投資事業であり、

物理的な施設事業に対比される概念である」４）と指摘している。ソフト型開発事業は具

体的に地域革新体系構築事業、地域力量強化事業、研究開発事業、知的財産構築及び消費

者信頼向上事業、生産•所得基盤事業、マーケティング事業などがある。新活力事業にお

いてハードウェア型開発事業とはソフト型開発事業を達成するために必要な施設、空間の

開発をさす。新活力事業では社会資本（道路、ダム、下水道など）の建設、生活環境基盤

施設などインフラを整備する事業は不可であることを指針で示している４）。 

人口減少と産業衰退が並進する落後地域を「地域革新によって新たに活力が回復される

べき地域」と位置づけ、都市と農村が共に発展する均衡発展社会を達成するために新活力

事業が推進された。国家均衡発展委員会は人口減少率、人口密度、所得、自治体の財政力

指数を用いて落後度を測って、全国の 234 の市•郡の内、下位 70 の市•郡（30％に相当）

を新活力地域に選定した（表３－５）。 

 

表３－５ 新活力地域の選定指標 

部門 指標要素 算出方法 資料基準年度 

人口部門 
人口減少率 年平均人口変化率 1970～2000 年 

人口密度 人口/面積 2003 年 

産業経済部門 所得 所得税、住民税 2000～2002 年 

財政部門 財政力指数 基準財政収入/基準財政需要 2000～2002 年 

出典：文献３） 

 

 

市郡別の落後度による事業費は、１年間予算の場合、国費を基準にして、落後度が最も

厳しい A グループ（下位 10％）の場合 30 億ウォン、B グループ（下位 11～20％）の場合

25 億ウォン、C グループ（下位 21～30％）の場合 20 億ウォンをそれぞれ受けることがで

きる（1 ウォンは約 0.10 円）。第５章で紹介する河東郡の事例は C グループに属し、３年

間にわたり毎年 20 億ウォンの事業費を受けた。 
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最終的に確定された新活力事業計画には「郷土資源地域別特性化」「地域文化観光資源

開発」「地域イメージマーケティング」「教育•人材育成」「生命•健康食品開発」「海洋

•水産資源活用」など多様な事業を含んでおり、従前の落後地域開発事業と差別化されて

いる（表３－６）。 

 

表３－６ 新活力事業の内容の類型 

類型 市•郡 代表事業 

郷土資源地域別特性化 35 

・発酵食品開発 

・柿の産業化 

・チーズベーリー育成 

・世界的お茶の育成 

地域文化観光資源開発 12 

・新環境有機農業•グリーンツーリズム 

・博物館マウル育成 

・冒険レポーツクラスター育成 

地域イメージマーケティング ７ 

・生態健康山村地域マーケティング 

・HAPPY700 ブランド強化 

・黄土のクニ（地域）開発事業 

教育•人材育成 ５ ・外国語教育特別区造成 

生命•健康食品開発 ６ 

・高麗人参、薬草の五感体験型特化事業 

・新環境漢方薬草産業育成 

・生薬草の特化地域造成 

海洋•水産資源活用 ５ 
・海洋生物産業競争力強化 

・干潟体験型テーマ観光地造成 

出典：文献４） 

 

 

４.２ 新活力事業の政策概要 
 

４.２.１ 政策ビジョン 

 

新活力事業では、①産業化の過程で発生した都市と農村の葛藤と理解の不足を克服して

お互いに助け合う共生の関係を構築し、②自治体（公務員）、住民、外部専門家などが連

携を通じてパートナシップを形成して地域力を強化して、③１•２•３次産業の融合を通じ

て地域の活性化を図る。このような推進戦略を実施して最終的には地域に新たな活力（新

活力）を吹き入れるというビジョンが定められている（図３－２）。 
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図３－２ 新活力地域の政策ビジョン 

出典：文献３） 

 

４.２.２ 事業推進体制－ASP 推進体制 

 

自治体と地域の住民が主導的に参加するボトムアップ型の開発事業である新活力事業を

成功裏に推進するためには新たな推進体制が必要であった。新活力事業の推進方式は革新

主体（Actor）、革新システム（System）、プロジェクト（Project）という三つの要素に

よって構築される推進体制によって担われる（図３－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ 新活力事業の推進体制－ASP推進体制 

 

 

 

地域力強化 

 

自治体 

住民 専門家 

連携 

１・２・３次産業の融合 

 

農業 

加工 サービス 

融合 

農村・都市の共生 

 農村 都市 共生 

新活力を創出 

公共部門 

 
小商工人 

 
地域住民 

 

外部専門家 

 
出郷人士 

 
NGO、言論 

 

Actor 発掘:個人的力量強化 

Project(先導事業)推進 

System 形成:集団的力量強化 

ネットワーキング、信頼、協力 
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①  革新主体の育成 

政府主導のトップダウン型の事業推進方式では地域団体•住民の役割が制限的で

あった。しかし、住民主導のボトムアップ型の推進方式を用いて推進する新活力事業では

住民の役割が重要である。事業に積極的に参加し事業を導く推進主体が必要である。そこ

で、新活力事業では住民のリーダー及びリーダーの役割をする組織を創設し、「革新主体」

と名付けた。革新主体は地域または集落の単位で革新を行う主体である。新活力事業は

「人づくり（人材養成）」から始まる。新活力事業では革新リーダーを養成するために多

様な住民教育のプログラムとリーダー育成教育プログラムを行う注 7)。 

 

②  革新システムの構築と主体間の信頼関係の構築 

新活力事業では地域団体•住民、専門家、公務員など多様な構成員が参加して事

業を推進するために構成員間の信頼と協力関係を確保して推進システムを構築することを

重視している。構成員が持続的に交流•協力することを可能にし、かつ、事業推進に貢献

しうるガバナンス体系を構築することが重要である。このようなガバナンス体系を「革新

体系（Innovation System）」という。ガバナンス体系を構築する際に構成員の間に信頼

•協力関係を形成することが必要であり、これを「革新ネットワーク」という。新活力事

業を推進するために組織する「地域革新協議会」は地域革新体系の一つである。同協議会

は住民、行政、産業、専門家などを結集した協議体であるが、地域の発展ビジョンを議論

し、事業の優先順位を決める役割に加えて、構成員間の協力を活性化する役割も果たすこ

とが期待されている注 8)。 

 

③  プロジェクトの選定と効果的推進 

新活力事業では多様な主体を結集して革新システムを構成し、必要な事業を議論

し、優先的に推進するプロジェクトを選定する。農産物の生産、加工、流通、マーケティ

ング、サービス、行政支援、祭り、経済効果の共有、外部資源の誘引など様々なプロジェ

クトを地域の状況に合わせて企画、結合させることが可能である。 

以上、ソフト地域開発の概念と新活力地域の選定、新活力事業の内容と類型、政策ビジ

ョンと推進体制などを確認した。従来の落後地域事業と新活力事業の比較を既往文献と筆

者の専門家として６年間事業に参加して得た知識と経験を総括してまとめたものが表３－

７である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 韓国の落後地域政策の変化と新活力事業の特徴 

 - 30 - 

 

 

 

 

第５節 新活力事業の取り組み事例－河東郡の場合 
 

本節では、新活力事業の具体事例から取り組みの実態を明らかにする。従前の落後地域

政策との違いを強調するため、事業公募－事業選定－事業計画－事業の実施－モニタリン

グと評価－フィードバック体系を中心に紹介する。事例地区は、慶尚南道•河東郡である

（図３－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－７ 既存落後地域事業と新活力事業の比較 

区分 既存開発事業 新活力事業 

事業計画策定 ・政府が計画策定（トップダウン型） ・住民応募による計画内容の選定 

計画評価 
・計画内容に評価システムが無かった ・計画内容に対する評価及びコンサル

ティングを導入 

事業推進主体 

・中央政府の省庁＋自治体：行政主導 ・ 自 治 体 及 び 地 域 革 新 協 議 会 、 RIS

（ Regional Innovation System 、

地域イノベーションシステム） 

事業内容 

・生活環境施設建設などハードウェア

型の事業 

・地域力の強化のためのプログラム開

発及び支援などソフトウェア性格の

事業 

対象地域 
・邑•面•洞単位（事業別に相違） ・新活力地域 70 の市•郡（全国の地方

自治体の 30％） 

財政支援 
・事業量によって支援、細部事業単位

支援 

・落後度による差別的な支援 

・新活力地域全体に対する包括支援 

事業実績評価 

・予算審議以外の評価は無い。 ・評価結果をフィードバック 

・評価の結果によってインセンティブ

の差別的な支援 

注：既存開発事業の特徴は文献５）から引用したものであり、新活力事業は筆者の経験に基

づいたものである 
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図３－４ 河東郡の位置 

 

 

５.１ 事業計画－住民応募による事業テーマの選定 

 

新活力事業における計画内容の選定のプロセスは以下の通りである。まず、事業を推進

するために、新活力事業推進団（以下、推進団）を構成する（図３－５）。推進団は地域

革新協議会（前述）と専門コンサルタント、生産加工流通チーム、研究開発支援チーム、

緑茶観光チームから構成される。専門コンサルタントはコンサルタント会社と大学の教授

から構成されており、事業と政策に関する諮問をする。地域革新協議会は河東郡の郡委員

３人、教授６人、関連部署の公務員８人、関連民間団体 14 人（農協、農村公社、婦人会

会長、女性団体協議会長、河東地域出身者会長、新聞記者、中学校校長、農業経営者連合

会長、河東 文化委員長、河東郡セマウル会長）から構成された。また、各チームは関連

部署の公務員と関連参加主体から構成された。 

 

 

 

 

 

 

 河東郡 緑茶産業現況 

● 河東茶 栽培農家  

● 河東茶 文化財 

● 河東茶 製造工場 
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図３－５ 河東郡における新活力事業推進団の組織構成 

出典：文献６）  

 

次に、新活力事業のテーマについては住民に広く公募した。住民からは地域農業に関わ

る教育環境、特産物販売のための流通システムの改善、観光ネットワークの構築、農業体

験基盤プログラムの構築、観光団地施設の造成、河東緑茶産業の育成支援、地域資源を利

用した所得事業開発、生活環境施設の整備などが応募された（表３－８）。地域革新協議

会の審議を経て最終的に「河東緑茶産業の育成支援」が事業テーマに決まった。つまり、

新活力事業の課題公募をはじめ、地域革新協議会のワークショップ及び会議開催、専門家

諮問会議、現地調査を通じた住民意見の吸い上げ、住民説明会など 10 回余りの手続きを

経て最終的に事業が選定された。これらは、従前の事業計画の策定にはなかった手続きで

ある。 

河東郡は人口が５万人、高齢化率は 19％である。第１次産業が 66％、第２次産業が

３％、第３次産業が 31％である。河東郡では緑茶、梨、梅、イチゴ、柿を生産している。

特に、河東郡で生産される緑茶は全国生産量の 24％を占めているが、1 戸当りの緑茶栽培

の面積は 0.4ha であり、農家の規模は小さい。茶の認知度は低く、茶のブランド化が課題

であった。お茶は農家が個別に販売していたため、地域ブランドという概念に対する認識

が緑茶生産農家には不足していた。 

そこで新活力事業では、河東郡で生産される緑茶に「河東緑茶」というブランドの確立

がテーマとして選ばれた。緑茶のブランド化を目指した理由は、河東郡で生産される緑茶

は良い土壌で栽培される野生の緑茶であり、品質はよいが、緑茶販売による付加価値が少

なかった。そこで、ブランド化によって緑茶の付加価値を高めることは住民の所得向上に

つながると判断したためである。河東緑茶のブランド化を含めて、「河東緑茶産業育成」

を新活力事業のテーマに決めた。 

河東郡の例に限らず、一般に計画段階で地域団体•住民の要望を受け入れて、地域革新

新活力事業推進団 

コンサルタント 

(事業・政策諮問) 

地域革新協議会 

(ビジョン策定＋モニタリング他) 

生産･加工･流通支援チーム 

○関連部署 

‐農業技術センター 

‐開発課 

○参加主体 

‐緑茶生産農家 

‐製菓業者 

‐河東緑茶発展協議会 

‐言論機関 

緑茶観光支援チーム 

○関連部署 

‐企画監査質 

‐文化観光課 

‐農業技術センター 

○参加主体 

‐河東緑茶発展協議会 

‐緑茶生産農家 

‐言論機関 

研究開発支援チーム 

○関連部署 

‐開発課 

‐農業技術センター 

○参加主体 

‐河東緑茶科学研究所 

‐河東緑茶発展協議会 

‐関連大学 

‐バイオ 21 センター 
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協議会で審議を経て計画テーマを決めている注 9)。 

 

表３－８ 事業テーマに対する住民の応募－河東郡の場合 

区分 内容 

地域教育環境 －高校学校の寮新築、通学バス購入•運営支援など 

農産物販売･流通 －農産物総合販売センター運営支援、ＨＰ構築など 

観光ネットワーク －河東地域総合情報センター育成、観光テーマバス運営など 

体験観光基盤プログラム －集落単位総合体験農場の設置、自然休憩森の造成など 

観光団地施設開発 －海洋博物館建設、ペンション団地建設など 

河東緑茶産業育成 －野生緑茶体験地造成、河東緑茶競争力強化など 

地域資源利用 －柿の生産団地造成、野菜類加工工場の設置 

生活質の向上 －下水道処理施設拡充、農村複合福祉施設造成など 

注：太字は採択テーマ 

出典：文献６） 

 

５.２ 事業の実施－主体連携と１•２•３次産業の融合 

 

河東緑茶産業育成における具体的な計画内容は、表３－９の通りである。河東緑茶産業

育成は、推進体制構築、緑茶競争力強化、グリーンツーリズム活性化から構成される。  

 

表３－９ 河東緑茶産業育成の事業計画内容 

区分 合計（百万ｳｫﾝ） 年度 

河東緑茶産育成事業 11,105 － 

Ⅰ 推進体制構築 350 － 

１．リーダー発掘と組織ネットワーク構築 300 2005～2007 

２．推進協議会運営 50 2007 

Ⅱ 緑茶競争力強化 6,565 － 

１．生産部門－有機栽培緑茶造成支援 660 2005 

２．加工部門－緑茶共同加工施設新築 2,780 2005～2007 

３．流通部門－広報、マーケティング支援 1,925 2005～2007 

４．研究部門－緑茶研究所支援 1,200 2006～2007 

Ⅲ グリーンツーリズム活性化 4,190 － 

１．緑茶体験集落造成 830 2005～2007 

２．野生緑茶畑観光資源化 1,150 2005～2007 

３．緑茶文化センター機能活性化 1,390 2005～2007 

４．野生緑茶文化祭り国際化支援 820 2005～2007 

出典：文献６）、７） 
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緑茶競争力強化プログラムは生産、加工、流通、研究の部門に分かれている。１次商品

では有機栽培による緑茶を生産した（図３－６）。それを加工して抹茶、発効緑茶、緑茶

アトピークリーム、緑茶スルメ、緑茶チョコレートを開発して第２次産業に発展させた。

グリーンツーリズム活性化プログラムを利用して、緑茶葉取り体験（図３－７）、緑茶生

産体験、緑茶試飲体験などの緑茶関連体験を開発し、第３次産業に発展させた。また、以

前から行われていた河東野生緑茶文化祭りで開発した商品を販売するとともに、体験プロ

グラムを実施した。 

 

  

図３－６ 緑茶農園の全景 

出典：文献３） 

図３－７ 緑茶葉取り体験 

出典：文献６）、７） 

 

河東郡ではこのような活動を実施するための住民の能力を高めるために、「高品質緑茶

生産教育」など 28 件の住民参加教育プログラムを実施した。これを通じて住民は自らの

能力が地域競争力の源になるという認識を共有することになった。また、河東郡は緑茶研

究所と連携して、緑茶の品質を高める方法を緑茶栽培農家に普及した。このように主体間

の連携によって事業を進めた（図３－８）。 
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図３－８ 河東郡における新活力事業推進団体の主体の役割 

出典：文献６）、７） 

 

事業による経済効果（表３－10）を見ると、農業所得は 2004 年に 130 億ウォン、2006

年に 225 億ウォンである。雇用者を見ると 2004 年に 97 人、2006 年に 165 人が雇用され

た。観光客数は 2004 年に 284 千人、2006 年に 401 千人である。このように新活力事業の

前後で、農業所得、雇用者数、観光客が増加した。河東郡の場合、生産－加工－流通－体

験•観光という１•２•３次の連携を通じて、地域経済の活性化を実現した。 

 

表３－10 新活力事業による経済効果－１ 

区分 2004年 2006年 

農業所得（億ウォン） 130（100） 225（173.1） 

新規雇用者（人） 97（100） 165（170.1） 

観光客誘致（千人） 284（100） 401（141.2） 

注：2006 年の（ ）のなかの数値は 2004 年を 100 とした指数である。 

出典：文献３） 

地域革新協議会

革新フォーラム 

河東郡  

(関連部署、農業技術センター) 
 

・行政支援 
・民間投資誘致し IR 実施 
・細部事業別研究事業発注 
・産学協力支援と調節  

地域住民 
(緑茶生産農家、商業人会、 
河東緑茶発展協議会) 

 
・河東緑茶関連教育参加 

→事業参加 
・リーダー教育参加 
・フォーラム参加を通じた参

加拡大 

研究機関 
(河東緑茶研究所) 

 

・河東緑茶機能性分析 
・河東緑茶活用商業化

技術開発共同研究 
・人力養成、フォーラ

ム支援 

支援機関 
(河東農協) 

 
・資金支援 
・流通網改善 
・生産基盤改善 

言論・社会団体 
(地域･中央の言論
社、地域出身者) 

 

・地域広報 
・姉妹血縁支援 

関連企業 
（製菓業者) 

 

・河東緑茶活用所得事業

を通じた地域再投資、

住民雇用 
・共同広報とマーケティ

ング 
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同一の成果指標について 2006 年以降のデータは入手できなかったが、農漁村企業の売

上高、雇用創出数、地域リーダー養成数などの郡の統計数値の推移を見る限り、2006 年

以降も堅調に成果を維持していることが推察される（表３－11）。 

 

表３－11 新活力事業による経済効果－２ 

区分 2008年 2009年 2010年 

農漁村企業売上高(百万ウォン) 6,921（100） 7,588（109.6） 9,462（136.7） 

農家所得増加(百万ウォン) 12（100） 9.9（82.5） 11.5（95.8） 

新規雇用創出(名) 2（100） 37（1850） 56（2800） 

企業誘致(個) 10（100） 13（130） 16（160） 

輸出(ドル) 518,000（100） 560,500（108.2） 264,700（51.1） 

地域リーダ養成(名) 80（100） 241（301.3） 354（442.5） 

注：2009 年と 2010 年の（ ）のなかの数値は 2008 年を 100 とした指数である。 

出典：文献４） 

 

 

５.３ モニタリングとフィードバック体系の構築 

 

河東郡では、新活力の性格と地域の特性を生かした計画が推進できるように、民•官の

専門家から構成される諮問委員会が事業計画段階から計画内容を検討し、修正した。また、

毎年の推進実績をモニタリングする評価システムが構築された。河東郡の場合、地域革新

協議会が住民の意見を受けるとともに地域の特性を生かした事業内容を選定した。政府の

諮問委員会のモニタリングと評価結果（成果目標の調整、過度な R＆D 予算の調整、住民

参加プログラムの調整など）を地域革新協議会で検討し、事業計画を補完した。このよう

なフィードバック（政府の諮問団のモニタリング結果→地域革新協議会の検討•反映→年

末評価で反映有無の確認→総合成果評価）を着実に実行した結果、河東郡は毎年の評価か

ら優秀地域に選定され、17 億ウォンのインセンティブ（事業費の追加助成）を受けるこ

とができた。 

 

 

第６節 まとめ 

 

従前の落後地域政策の問題点を克服して落後地域を活力が溢れる地域に変貌させるため

に新活力事業が創設された。新活力事業は従前の落後地域事業とは多くの点で異なってい

る。本章では、従前の落後地域事業と新活力事業とを比較し、その特徴を明らかにすると

ともに、河東郡の事例によって実際の実施状況とその成果（経済効果）を合わせて示した。

新活力事業の特徴は、以下のように要約できる。 
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第一に、中央省庁中心のトップダウン型推進方式から自治体中心のボトムアップ型事業

に転換して地域の自立性を強化させた。第二に、地域の内発的発展力強化のための推進主

体育成及び民官産学などのネットワークによる地域革新体制の構築に特徴がある。第三に、

官主導だった事業推進方式を地域団体•住民の参加を通じた方式に転換した。第四に、社

会資本建設、生活•定住環境改善などハードウェア性格の事業推進から地域力強化教育、

ブランド化、研究開発、マーケティングなどソフトウェア中心の事業にシフトさせた。第

五に、事業対象地域を人口、産業•経済、財政など一定基準によって選定された 70 の落後

地域に限定して投資を集中させた。第六に、新活力事業の推進体制は、選択と集中原則の

導入、ASP モデル、１•２•３次産業の融複合、成果目標管理、推進過程のモニタリング及

び評価とフィードバックなど新しい試みが組み込まれた。 

具体の事例において、新活力事業の取り組み状況を示し、経済効果を確認した。当該事

例では大きな経済効果が得られており、新活力事業の優良性を示唆するものであった。た

だし、事業制度の評価については、より多くの事業対象地区について計量的な分析が必要

である。 

このような新活力事業の特徴を通して、いくつかの示唆を得ることができる。まず、自

治体の自立性を強調する事業内容と推進方式の重要性である。新活力事業は、地域特性を

生かした独創的で創意的な事業計画を策定して中央省庁に提出するボトムアップ型の事業

であった。このような計画・実施過程を通して、地域住民と自治体の関心と参加度を高め

たと考えられる。一方、政府は自治体に自立性を与える代わりに、自治体の責務を果た

すことを重視した。そのため政府は自治体から事業の推進状況を定期的に報告させる

など、モニタリングシステムを強化した。この意味で、新活力事業は成果目標管理と

事業推進過程のモニタリング、 評価フィードバック制御系の重要性を確認した事業で

もある。 

地域の持続的な発展のために推進体系構築と力量強化が必要である。新活力事業の効率

性と実効性を高めて、持続可能な地域発展に向けた核心的な活動が産•学•研•官•民の信頼

と協力を通した地域革新体系の構築であった。このような地域革新体系の構築過程は、地

域力の強化に大きな影響を与えたと推察される。 

一方、自治体と地域住民の意志と力量によって、事業成果に違いがあるという点に改め

て留意する必要がある。そして、このような違いを克服するためには、地域力の強化が重

要となる。新活力事業は、地域力強化の事業といえるほど、村のリーダーや組織を育成し

た。河東郡の事例でも紹介したが、最も大きな成果の一つは、地域住民達が自ら企画して

先導事業を推進できる自信を取り戻したという点である。 

しかし、落後地域支援に向けた課題も多い。その中で最も重要で急務と考えるのは、政

策の一貫性と持続性が担保されるように、落後地域の包括的な法律の制定である。現在、

落後地域の事業推進は国家均衡発展特別法、個別法、個別法関連規定などに複雑に依存し、

重畳的に絡みあっているため、これが政策実施の隘路となっている。落後地域の開発政策

を包括的に規定する法律を制定し、落後地域の特性に配慮して、長期にわたり支援する政

策を確立する必要がある。 
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注釈  

 

注1) 新活力事業でいう「内発的地域発展」とは、地域に内在している問題に対して地

域の主体が客観的にそれを認識し、解決のための提案を策定する開発方式であり、

地域社会を構成する主体が地域の資源を発掘•開発•活用し、地域に発展的な変化

をもたらす過程をさす。内発地域発展には多様な主体の組織化と力量の強化、地

域資源の有効な活用および保全問題に対する活動が重要である２）。このような認

識に基づいて政策が設計された。 

注2) ここで言う「革新（Innovation）」とは、先端技術の分野のみならず、政治•経済

•社会•文化など多様な分野において、新たなアイデア•知識•技術を創出して生産

性を高める活動をさす。このような革新の概念が地域という環境に適応すると

「地域革新」になる。地域革新のための政府の政策を「地域革新政策」とよぶ。

韓国では革新という用語が企業の革新などに使われてきたが、ノムヒョン大統領

の政権（2003～2008年）から社会全般に用いられるようになった。新活力事業で

も「革新リーダー」「地域力の強化」「革新体系」「協議会を地域革新協議会」

というように「革新」という言葉が多用されている（參考文献１）p.375を参

照）。 

注3) 一般農山漁村開発事業は農村生活環境整備事業、農村総合開発、田園造成、農村

生活用水開発、小都市建設、暮らしやすい地域づくり、山村生態町、開発促進地

区支援、暮らし環境の改善、小規模用水開発、新活力事業など15の事業を称す

る。 

注4) 韓国の過疎地域政策については， 金ドゥ哲（1997、2003） 8）9）， 金斗煥（2014） 

10）の研究がある。 

注5) 韓国の行政区域では 17 の広域地方自治団体（1 特別市•6 広域市•1 特別自治市•8 道

•1 特別自治道）がある。特別市•広域市の下には区•郡が、道の下には市•郡が置か

れている。 また、市•区の下には洞が、郡の下には邑•面がある。 

注6) 新活力事業をボトムアップ型と形容しているが、これは韓国のそれ以前の政策が

政府直轄によるトップダウン型であったことと比較した場合の特徴である。新活

力事業では、地方自治体と民間関係者で結成した地域革新協議会で事業内容を決

定する仕組みが新たに採用された。 

注7) 地域革新協議会を対象にした代表的な教育プログラムの科目構成は、地域革新優

秀事例の研究、問題解決能力の向上、プレゼンテーションスキルの向上、革新人

材の価値と革新環境分析、変化主導型リーダシップの教育および優良事例視察で

あり、実践を通じた学習方式（learning by doing）が採用されている。 

注8) 地域革新協議会の設置とその役割（審議事項）は国家均衡発展特別法に規定され

ている。 

注9) 最終的に選定された事業に対しては、事務局が事業計画を立てる。推進体制構築

など大きなカテゴリは新活力事業指針を参照して決め、あわせて関連専門家への

諮問等も行う。地域革新協議会が投資計画を含む最終計画案を審議し、議決する。 
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第４章 内発的地域発展のための推進メカニズムの評価 

 

第１節 本章の目的 

 

本章では、新活力事業の政策目的、つまり、地域の推進主体等が推進体制を構築して、

地域力を強化しながら地域経済を活性化し、 

最終的には内発的地域発展にいたるということに対する参加主体からの事業評価を明ら

かにし、その推進メカニズムを検証することを目的とする。 

本節以下、本章は７節で構成される。２節では、分析枠組みとして研究モデルと変数間

の径路を設定し、アンケート調査を実施するために選定された設問項目の紹介と本章の分

析方法を説明する。３節では、アンケート調査結果を整理し、新活力事業が事業目標ごと

に回答者からどのように評価されているのかを明らかにする。４節では新活力事業の設問

項目の設定と研究モデルの妥当性を検討し、研究モデルの径路を検証する。５節では、４

節の分析結果を通じて、新活力事業の推進メカニズムを評価する。６節では、まとめとし

て、本章での分析結果を踏まえて、今後の農山漁村地域開発政策の有効な推進メカニズム

について検討する。 

 

 

第２節 分析の枠組み 
 

２.１ 研究モデルの設定  

 

新活力事業は「ASP モデル」注 1)を推進しながら、内発的地域発展を目指してきたこと

に着目し、本章では「地域力強化」と「推進体制構築」が「地域経済活性化」と「内発的

地域発展」にどのような影響を及ぼしているかという関係をモデル化した（図４－１）。

ここで、本章における「推進メカニズム」とは、新活力事業から内発的地域発展に至る影

響の波及メカニズムをさす。また、「研究モデルⅠ•Ⅱ」は、本章において仮説として設

定された推進メカニズムをさす。 

本来、地域経済活性化(実質的目的)と内発的地域発展（最終目的）を成功的に達成する

ために、地域力強化と推進体制構築が必要（手段）であることが新活力事業の趣旨でもあ

るが、モデルの最終目的については、自治体•住民の見解と専門家の見解が分かれた。自

治体とその住民は、地域経済を活性化することを事業の第１の目的として認識し、その他

の要因は地域経済活性化を達成するための手段のように考えていた。一方、筆者をはじめ、

多くの専門家は内発的地域発展こそ新活力事業が目指す究極的目的であるという認識を共

有していた。この点に関しては、事業の推進期間を通じて、継続的に議論され、結果的に

内発的地域発展を最終目的とすることで合意された。このような理由から、研究モデルの

                             
 本章は、孫銀一•星野 敏•金斗煥（2013）： 内発的地域発展のための韓国•新活力事業の

推進モデルの評価 、農村計画学会誌、32（論文特集号）、221-226を修正•補完した内容であ

る。 
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最終目的を内発地域発展と設定し、自治体と住民が願っている地域活性化を「部分媒介」

とする「研究モデルⅠ」と「完全媒介」注 2)とする「研究モデルⅡ」を設定し、その効果

を検証した。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 研究モデル 

 

 

２.２ 変数（＝主因子）間の径路（＝仮説）の設定 

 

研究モデルⅠでは、地域力強化と推進体制構築と地域経済活性化は独立因子（＝独立変

数）、内発的地域発展は従属因子（＝変数）である。独立因子と従属因子が有効な影響を

与えているかどうかを５つの径路（＝仮説）で検証する。 

 

研究モデルⅠ 

径路Ⅰ-１：地域力強化は推進体制構築に影響を及ぼす。 

径路Ⅰ-２：推進体制構築は地域経済活性化に影響を及ぼす。 

径路Ⅰ-３：推進体制構築は内発的地域発展に影響を及ぼす。 

径路Ⅰ-４：地域力強化は内発的地域発展に影響を及ぼす。 

径路Ⅰ-５：地域経済活性化は内発的地域発展に影響を及ぼす。 

 

一方、研究モデルⅡでは、地域力強化と推進体制構築は独立因子、内発的地域発展は従

属因子、地域経済活性化は媒介因子（＝媒介変数）である。地域経済活性化を媒介し３つ

の径路を検証する。 

 

研究モデルⅡ 

径路Ⅱ-１：地域力強化は地域経済活性化に影響を及ぼす。 

径路Ⅱ-２：推進体制構築は地域経済活性化に影響を及ぼす。 

径路Ⅱ-３：地域経済活性化は内発的地域発展に影響を及ぼす。 

 

経路Ⅰ－１ 

経路Ⅰ－２ 

経路Ⅰ－４ 

経路Ⅰ－３ 

経路Ⅰ－５ 

研究モデルⅠ 

地域力強化 

推進体制構築 

地域経済活性化 

内
発
的
地
域
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経路Ⅱ－１ 

経路Ⅱ－３ 
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経路Ⅱ－２ 
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２.３ 設問項目の選定 

 

新活力事業は、落後地域の内発的な発展をするという事業目標のため、地域力強化、推

進体制構築、地域経済活性化の事業戦略の下にさまざまな事業プログラムが行われている。 

このような新活力事業の事業内容を反映し、設問項目を選定した。  

地域力強化、推進体制構築、地域経済活性化、内発的地域発展の４つの変数（＝主因子）

はそれぞれ複数の下位次元の変数（＝細部因子）から構成され、さらに細部因子はそれぞ

れ複数の設問項目から構成されている（表４－１）。細部因子は主因子に影響を与える下

位次元の変数である。本章では４つの変数を主因子、それに対する下位次元の変数を細部

因子と記述する。 

因子を具体的に示せば、地域力強化は、①教育（８）、②ネットワーク（８）、③研修

（8）、④自律性（５）という４つの細部因子（29）から構成される。なお、カッコ内の

数値は設問項目数である（以下同様）。推進体制構築は、①推進体制構成（６）、②推進

体制活性化（４）というつ２の細部因子（10）から構成される。地域経済活性化は、①加

工企業支援（４）、②生産農家支援（４）、③ブランド化（４）、④流通支援（４）、⑤

輸出支援（４）、⑥イベント支援（４）、⑦外部支援（４）、⑧都市農村交流（４）とい

う８つの細部因子（32）から構成される。内発的地域発展は、７つの設問項目から構成さ

れる。 

なお、この設問項目については事前に事業に参加した専門家と公務員と住民から構成さ

れるワークショップを開いてその内容を検討・吟味している。 

一方、アンケート調査の回答方式は、リッカート５点尺度を用いた。「とても肯定」、

「概ね肯定」、「どちらとも言えない」、「概ね否定」、「とても否定」の順に、５点か

ら１点を与えた。 

 

表４－１ アンケート調査の設問項目 

 地域力強化  地域経済活性化 

教育

(８) 

１．専門家教育プログラムの数は十分であ

った。 

加工

企業

支援 

(4) 

１．加工企業支援プログラムへの参加企業

（以下、加工企業)の数は増加した。 

２．専門家教育のワークショップの数は十

分であった。 

２．加工企業の売り上げは増加した。 

３．専門家教育講師の能力は適切であっ

た。 

３．加工企業の雇用率は増加した。 

４．専門家教育プログラムの教材開発は適

切であった。 

４．加工企業の生産性は高くなった。 

５．革新教育プログラムの数は十分であっ

た。 

生産

農家

支援 

(4) 

５．生産農家支援プログラムへの参加農家

（以下、生産農家）の数は増加した。 

６．革新教育のワークショップの数は十分

であった。 

６．生産農家の所得は増加した。 

７．革新教育プログラム講師の能力は適切

であった。 

７．生産農家の雇用率は増加した。 

８．革新教育プログラムの教材開発は適切

であった。 

８．生産農家の生産性は増加した。 
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ネッ

トワ

ーク

(８) 

９．フォーラムの数は十分であった。 

ブラ

ンド

化

(４) 

９．ブランド化事業に参加するブランドの

数は増加した。 

10．フォーラムに対する満足度は徐々に高

くなった。 

10．ブランド化事業によってブランド化の

効果性は増加した。 

11．フォーラムによってネットワーク活用

率は徐々に高くなった。 

11．ブランド化事業によってブランド化の

経済性は増加した。 

12．フォーラムによって教育成果率は徐々

に高くなった。 

12．ブランド化事業よってブランド化の波

及効果は増加した。 

13．セミナーの数は十分であった。 

流通

支援

(４) 

13．流通支援事業に参加する流通企業の数

は増加した。 

14．セミナーに対する満足度は徐々に高く

なった。 

14．流通支援事業によって費用削減効果は

増加した。 

15．セミナーによってネットワーク活用率

は徐々に高くなった。 

15．流通支援事業によって流通システムの

簡易性は向上した。 

16．セミナーによって教育成果は徐々に高

くなった。 

16．流通支援事業によって流通情報化は向

上した。 

研修

(８) 

17．国内研修プログラムの数は十分であっ

た。 

輸出

支援

(４) 

17．輸出支援事業に参加する企業（以下、

輸出企業）の数は増加した。 

18．国内研修プログラムへの参加度は徐々

に高くなった。 

18．輸出企業の売り上げは増加した。 

19．国内研修プログラムの成果度は徐々に

高くなった。 

19．輸出企業の輸出先は多様化した。 

20．国内研修プログラムの適合度は徐々に

高くなった。 

20．輸出支援事業への満足度は徐々に高くな

った。 

21．海外研修プログラムの数は十分だっ

た。 

イベ

ント

支援

(４) 

21．イベント(祭り)支援事業の数は十分で

あった。 

22．海外研修プログラムへの参加度は徐々

に高くなった 

22．イベント(祭り)への参加者(観覧客)は

徐々に増加した。 

23．海外研修プログラムの成果度は徐々に

高くなった。 

23．イベント(祭り)による経済的効果は増

加した。 

24．海外研修プログラムの適合度は徐々に

高くなった。 

24．イベント(祭り)支援事業によって地域

ブランドイメージは徐々に高くなっ

た。 

自律

性

(５) 

25．事業は地方自治体が主導的に推進し

た。 

外部

支援

(４) 

25．外部資源誘致プログラムに参加する企

業の数は増加した。 

26．事業は地域状況、住民の意志を十分に

反映して推進された。 

26．外部資源誘致プログラムによって外部

資金誘致率は増加した。 

27．地方自治団体は地域内の資源、資本、

人力などの経済要素を効果的に使用す

る事業計画を策定•推進した。 

27．外部資源誘致プログラムによって経済

的効果は大きい。 

28．事業によって地域特化産業が開発•育成

された。 

28．外部資源誘致プログラムによって関連

産業の波及効果は増加した。 

29．事業によって地域産業技術力が革新さ

れ、経済的競争力が強化された。 

推進体制構築 都市

農村

交流

(４) 

29．都市農村交流プログラムの数は十分で

あった。 

30．都市農村交流プログラムによって経済

的効果は徐々に増加した。 

推進

体制

構成 

１．推進体制の構成は効率的であった。 31．都市農村交流プログラムによって地域

経済活性化の効果は徐々に増加した。 

２．推進体制の構成は合理的であった。 32．都市農村交流プログラムによって地域
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(６) イメージは向上した。 

３．推進体制の構成は体系的であった。 
内発的地域発展 

４．推進体制の構成は適切であった。 

５．推進体制の運営率は徐々に高くなっ

た。 

内発

的地

域発

展

(７) 

１．事業は地域資源をうまく活用した。 

６．推進体制の運営は効果的であった。 ２．事業は地域事業を多変化した。 

推進

体制

活性

化

(４) 

７．推進体制の参加主体間の交流は増加し

た。 

３．事業は郷土企業家を積極的に育成し

た。 

８．推進体制間の交流プログラムの活動性

は徐々に高くなった。 

４．事業は地域内主体間のパートナーシッ

プを上手く活用した。 

９．推進体制間の交流プログラムに対する参

加機関の人力投入率は徐々に高くなっ

た。 

５．事業によって外部への挑戦（社会経済

的面）と革新力が増加した。 

10．推進体制間の交流プログラムの効果性

は徐々に高くなった。 

６．事業によって社会的学習能力が向上し

た。 

７．事業によって地域内の協力が促進さ

れ、外部資本マネージメント体制が構

築された。 

注）主因子－細部因子－設問項目の３段階の階層により構成される。 

 

 

２.４ 分析方法 

 

本章では、アンケート調査から収集されたデータを統計パッケージ（SPSS 及び AMOS）

を用いて分析した。 

まず、アンケート調査の各設問の単純集計としてリッカート５点尺度の平均点を求め、

事業プログラムに対する回答者からの事業評価を分析する。  

次に、本章で提示した主因子、細部因子と、設問項目の設定が適切に設計されたかどう

か、その妥当性注 3)と信頼性を検討するために探索的因子分析を行った。 具体的には因子

分析は、一般的に利用されている手法である主成分分析を通じた直交回転を行った 。 

また、本章で提示した研究モデルⅠとⅡが適切かどうかを確認する必要がある。そのた

めに確認的因子分析を行った。確認的因子分析とは集中妥当性注 4)と判別妥当性注 5)によっ

て研究モデルⅠとⅡの適合性を確認することである。主因子に対する確認的因子分析を通

じて、主因子間の双方向の影響関係を統計的に検証した。地域力強化、推進体制構築、地

域経済活性化は２次因子分析注 6)を行って、一つの暫定的要因に変換した。 
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第３節 アンケート回答者からみた事業評価 

 

新活力事業の推進メカニズムを評価するためのアンケートは、大きく①地域力強化、②

推進体制構築、③地域経済活性化、④内発的地域発展に関する設問項目の４に区分される。

アンケート調査結果、それぞれのリッカート５点尺度の平均点は、①地域力強化 3.5 点、

②推進体制構築 3.7 点、③地域経済活性化 3.5 点、④内発的地域発展 3.7 点であり、点数

の差はほとんどない。 

 

(１) 地域力強化  

 

地域力強化の５つの細部因子のリッカート５点尺度の満足度平均点では、自律性が 4.0

点で最も高く、教育（3.6 点）、ネットワーク（3.5 点）、国内研修（3.4 点）、海外研

修（2.3 点）の順で高い注 7)。海外研修を除く他の細部因子は、すべて３点以上であり、

満足度が通常以上に評価された。 

地域力強化は、地域の自主性を強調するボトムアップ式で事業を企画するための能力を

強化するプログラムであり、自律性と教育の満足度が高い調査結果を得ている。自律性の

中でも、地域特化事業の開発•育成が最も高いことは、地域産業の特化品目や資源を中心

に推進した新活力事業の趣旨が反映されている結果である。  

海外研修の場合、30％以上の参加費負担のための経済的理由と、国内より長い研修期間

などによって、満足度が低い。特に、海外研修プログラムの内容が、国内とは異なり、特

定の事例や地域を中心に限定されたコンテンツのため、海外先進事例に対する情報や経験

の不足がみられる。 
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表４－２ アンケート調査の結果（地域力強化の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

リッカート５点尺度の平均 

（点） 

教育 

１．専門家教育プログラムの数 

 

3.6 

２．専門家教育ワークショップの数 

３．専門家教育の講師の能力 

４．専門家教育プログラムの教材開発 

５．革新教育プログラムの数 

６．革新教育ワークショップの数 

７．革新教育プログラムの講師の能力 

８．革新教育プログラムの教材開発 

 

ネッ

トワ

ーク 

９．フォーラムの数 

 

3.5 

10．フォーラムに対する満足度 

11．フォーラムによるネットワーク活用率 

12．フォーラムによる教育成果率 

13．セミナーの数 

14．セミナーに対する満足度 

15．セミナーによるネットワーク活用率 

16．セミナー教育の成果率 

 

国内 

研修 

17．国内研修プログラムの数 

 

3.4 

18．国内研修プログラムへの参加度 

19．国内研修プログラムの成果度 

20．国内研修プログラムの適合度 

 

海外 

研修 

21．海外研修プログラムの数 

 

2.9 

22．海外研修プログラムへの参加度 

23．海外研修プログラムの成果度 

24．海外研修プログラムの適合度 

 

自律

性 

25．地方自治体の主導的推進 

 

4.0 

26．地域状況、住民意志の反映 

27．地域の経済要素の効果的使用 

28．地域特化産業の開発・育成 

29．地域産業技術力核心による経済的競争力の強化 
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(２) 推進体制構築  

 

推進体制構築の満足度平均点は、推進体制構成 3.9 点、推進体制活性化 3.5 点であり、

概ね高い評価になっている。推進体制構成がより高く現れたのは、中央政府からの新活力

事業の推進体制の構築のためのガイドラインがあって専門家によるモニタリングとコンサ

ルティングが行った結果であると思われる。しかし、全国 70 の新活力事業団の推進体制

は構築されたものの、実際の運用と活性化はその事業団の能力によって多様に現れた。 

 

表４－３ アンケート調査の結果（推進体制構築の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

リッカート５点尺度の平均 

（点） 

推進 

体制 

構成 

１．推進体制の構成が効率的 

 

3.9 

２．推進体制の構成が合理的 

３．推進体制の構成が体系的 

４．推進体制の構成が適切 

５．推進体制の運営率 

６．推進体制の運営が効果的 

推進 

体制 

活性

化 

７．推進体制の参加主体間の交流の増加 

 

3.5 

８．推進体制の参加主体間の活動性 

９．推進体制間の交流プログラムに対する参加機関 

10．推進体系間の交流プログラムの効果性 

 

(３) 地域経済活性化 

 

地域経済活性化の場合は、満足度平均点がブランド化 3.9 点、イベント（祭り）支援

3.8 点、生産農家支援 3.7 点、都市農村交流 3.6 点、流通支援 3.5 点、外部支援 3.2 点、

輸出支援 3.0 点の順に高い。 

このような結果は、新活力事業の事業内容がよく反映されたことである。地域資源の使

用量を増やした生産農家の所得増大と農水産物の加工や祭りとの連携などを通じて地域ブ

ランド化を強調する事業の趣旨が反映された。これは、新活力事業が１次•２次•３次産業

を融•複合して新しい所得を創出する事業を中心に選定された結果であることを示す。  

相対的に低い点数が外部支援と輸出支援であるが、新活力事業の成果として輸出や外部

資金誘致、関連事業への波及効果などがまだ低い。特に、輸出活性化をのための期間が必

要であったため、新活力事業の第１期（2005～2007 年）には輸出が選択成果指標であっ

たが、第２期（2008～2010 年）に共通成果指標になった。 
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表４－４ アンケート調査の結果（地域経済活性化の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

リッカート５点尺度の平均 

（点） 

加工

企業

支援 

１．加工企業の数の増加 

 

3.4 
２．加工企業の売り上げの増加 

３．加工企業の雇用率の増加 

４．加工企業の生産性の増加 

生産

農家

支援 

５．生産農家の増加 

 

3.7 
６．生産農家の所得の増加 

７．生産農家の雇用率の増加 

８．生産農家の生産性の増加 

ブラ

ンド

化 

９．ブランド事業に参加する企業の数の増加 

 

3.9 
10．ブランド化による効果性の増加 

11．ブランド化による経済性の増加 

12．ブランド化による波及効果増加 

流通

支援 

13．流通支援事業に参加する流通企業の数の増加 

 

3.5 
14．流通支援事業による費用節減効果 

15．流通支援事業による流通システムの簡易性の向上 

16．流通支援事業による流通情報化の向上 

輸出

支援 

17．輸出企業の数の増加 

 

3.0 
18．輸出企業の売り上げの増加 

19．輸出企業の輸出先の多様化 

20．輸出支援事業への満足度 

イベ

ント

支援 

21．イベント支援事業の数 

 

3.8 
22．イベントへの参加者の増加 

23．イベントによる経済的効果増加 

24．イベント支援事業による地域ブランドイメージの向上 

外部

支援 

25．外部資源誘致プログラムに参加する企業の数の増加 

 

3.2 
26．外部資源誘致プログラムによる外部資金誘致率の増加 

27．外部資源誘致プログラムによる経済的効果の増加 

28．外部資源誘致プログラムによる関連産業の波及効果の増加 

都市

農村

交流 

29．都市農村交流プログラムの数 

 

3.6 
30．都市農村交流プログラムによる経済的効果の増加 

31．都市農村交流プログラムによる地域経済活性化の効果の増加 

32．都市農村交流プログラムによる地域イメージの向上 

 

 

 

 



第４章 内発的地域発展のための推進メカニズムの評価 

 - 49 - 

(４) 内発的地域発展 

 

内発的地域発展の満足度平均点は 3.7 点であり、比較的に高い。事業による地域資源の

活用度の増加が 4.1 点で最も高いことは、地域資源活用という事業の趣旨が反映された結

果であり、次に事業による社会的学習能力の向上が 3.9 点で高いことは学習の強化は、新

活力事業の推進とともに多様な教育が強化された結果である。 

一方、事業による地域内協力促進と外部資本マネージメント体制構築が 3.4 点で最も低

いことは、地域住民主導で共同事業を推進した経験がまだ不足しており、またこれを外部

資本誘致に連携する能力も不足しているためである。 

 

表４－５ アンケート調査の結果（内発的地域発展の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

リッカート５点尺度の平均 

（点） 

内
発
的
地
域
発
展 

１．事業による地域資源の活用度の増加 

 

3.7 

２．事業による地域事業の多変化 

３．事業による郷土企業家の育成 

４．事業による地域内主体間パートナシップの活用 

５．事業による外部への挑戦・革新力の増加(社会経済的面) 

６．事業による社会的学習能力の向上 

７．事業による地域内協力促進と外部資本マネージメン

ト体制構築 

 

(５) 総合評価 

 

新活力事業の推進メカニズムを地域力強化、推進体制構築、地域経済活性化、内生的地

域発展に区分し、アンケート調査を通じた事業の全般的な評価点は 3.6 点である。主因子

の平均点は、内生的地域発展が 3.7 点で一番高く、つづいて推進体制構築が 3.7 点、地域

経済活性化が 3.5 点、地域力量強化 3.5 点の順となる。 

各主因子のなかで相対的に高い満足度を得た細部因子をみると、内生的地域発展の場合

は地域資源の活用度の増加と社会的学習能力の向上であり、推進体制構築では推進体制の

構成と運営、地域経済活性化は生産農家及び農家所得の増加とブランド事業に参加する企

業の増加、地域力量強化は地域特化産業の育成と地域経済要素の効率的使用などとなった。

その内容を見ると、地域資源、特化産業、所得増加など、地域経済にかかわるものであり、

これは新活力事業が落後地域発展の構想というところからみれば、理解しやすい。満足度

調査にも地域経済活性化を通した内政的地域発展に対する期待が反映されている。 
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第４節 分析結果 

 

４.１ 設問項目の設定の妥当性の検討－探索的因子分析  

 

４.１.１ 地域力強化  

 

新活力事業の地域力強化に対する探索的因子分析の結果は、表４－６である。教育の８

つの設問項目、ネットワークの８つの設問項目、国内研修の４つの設問項目、海外研修の

４つの設問項目はそれぞれ１以上の固有値が得られた。自律性の場合、５つの設問項目の

内、１項目（25．自治体の主導的推進）が除外され、４つの設問項目で１以上の固有値が

得られた。 

最初は４つの細部因子（教育•ネットワーク•研修•自律性）を想定していたが、因子分

析の結果、研修が国内研修と海外研修に分割することが妥当であることが判明したため、

５つの細部因子に変更した。また自律性に対する設問項目の５つの内、１つが要因の必要

基準を満たしておらず、４つの設問項目に調整された。その結果、地域力強化を説明する

５つの細部因子（教育•ネットワーク•国内研修•海外研修•自律性）の累積比率は 71.3％

となり、設問項目の設計が適切であったことがうかがえる。 
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表４－６ 探索的因子分析の結果（地域力強化の場合） 

細部

因子 
設問項目 

因子 

負荷量 
固有値 

比率 

(％) 

累積 

比率 

Cronbach 

Alpha 
Coefficien

t 

教
育 

１．専門家教育プログラムの数 0.625 

2.710 9.3 56.2 0.912 

２．専門家教育ワークショップの数 0.530 

３．専門家教育の講師の能力 0.629 

４．専門家教育プログラムの教材開発 0.635 

５．革新教育プログラムの数 0.617 

６．革新教育ワークショップの数 0.528 

７．革新教育プログラムの講師の能力 0.695 

８．革新教育プログラムの教材開発 0.626 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

９．フォーラムの数 0.711 

13.593 46.8 46.8 0.934 

10．フォーラムに対する満足度 0.741 

11．フォーラムによるネットワーク活用率 0.764 

12．フォーラムによる教育成果率 0.699 

13．セミナーの数 0.675 

14．セミナーに対する満足度 0.722 

15．セミナーによるネットワーク活用率 0.722 

16．セミナー教育の成果率 0.711 

国
内
研
修 

17．国内研修プログラムの数 0.719 

1.395 4.8 67.3 0.938 
18．国内研修プログラムへの参加度 0.829 

19．国内研修プログラムの成果度 0.860 

20．国内研修プログラムの適合度 0.787 

海
外
研
修 

21．海外研修プログラムの数 0.796 

1.825 6.3 62.5 0.948 
22．海外研修プログラムへの参加度 0.901 

23．海外研修プログラムの成果度 0.873 

24．海外研修プログラムの適合度 0.864 

自
律
性 

25．地方自治体の主導的推進 0.616 

1.145 3.9 71.3 0.819 

26．地域状況、住民意志の反映 0.700 

27．地域の経済要素の効果的使用 0.807 

28．地域特化産業の開発•育成 0.790 

29．地域産業技術力革新による経済的競争力の強化 0.622 
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４.１.２ 推進体制構築  

 

推進体制構築の場合（表４－７）、推進体制構成の６つの設問項目、推進体制活性化の

４つの設問はすべて１以上の固有値が得られた。２つの細部因子の累積比率は 85.6％を

表している。この結果から設問項目の設定が適切であることが分かる。 

 

表４－７ 探索的因子分析の結果（推進体制構築の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

因子 

負荷量 
固有値 

比率 

(％) 

累積 

比率 

Cronbach 

Alpha 
Coefficient 

推
進
体
制
構
成 

１．推進体制の構成が効率的 0.878 

7.548 75.5 75.8 0.968 

２．推進体制の構成が合理的 0.885 

３．推進体制の構成が体系的 0.863 

４．推進体制の構成が適切 0.866 

５．推進体制の運営率 0.803 

６．推進体制の運営が効果的 0.804 

推
進
体
制
活
性
化 

７．推進体制の参加主体間の交流の増加 0.659 

1.010 10.1 85.6 0.929 
８．推進体制の参加主体間の活動性 0.825 

９．推進体制間の交流プログラムに対する参加機関 0.889 

10．推進体系間の交流プログラムの効果性 0.876 

 

 

４.１.３ 地域経済活性化  

 

地域経済活性化（表４－８）は、加工企業支援•生産農家支援•ブランド化•流通支援•輸

出支援•イベント支援•外部支援•都市農村交流に対する設問項目で全部１以上の固有値が

得られた。８つの細部因子の累積比率は 84.9％を表している。この結果から設問項目の

設定が適切であることが分かる。 
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表４－８ 探索的因子分析の結果（地域経済活性化の場合） 

細

部

因

子 

設問項目 
因子 

負荷量 

固有

値 

比率 

(％) 

累積 

比率 

Cronbach 

Alpha 
Coefficient 

加
工
企
業
支
援 

 

１．加工企業の数の増加 0.827 

2.258 7.1 63.7 0.932 
２．加工企業の売り上げの増加 0.848 

３．加工企業の雇用率の増加 0.801 

４．加工企業の生産性の増加 0.793 

生
産
農
家
支
援 

 

５．生産農家の増加 0.712 

1.004 2.6 84.9 0.923 
６．生産農家の所得の増加 0.742 

７．生産農家の雇用率の増加 0.663 

８．生産農家の生産性の増加 0.639 

ブ
ラ
ン
ド
化 

 

９．ブランド事業に参加する企業の数の増加 0.754 

1.707 5.3 74.6 0.926 
10．ブランド化による効果性の増加 0.799 

11．ブランド化による経済性の増加 0.841 

12．ブランド化による波及効果増加 0.715 

流
通
支
援 

 

13．流通支援事業に参加する流通企業の数の増加 0.706 

1.007 3.1 82.2 0.918 
14．流通支援事業による費用節減効果 0.781 

15．流通支援事業による流通システムの簡易性の向上 0.822 

16．流通支援事業による流通情報化の向上 0.790 

輸
出
支
援 

 

17．輸出企業の数の増加 0.844 

14.95

5 
46.7 46.7 0.962 

18．輸出企業の売り上げの増加 0.897 

19．輸出企業の輸出先の多様化 0.880 

20．輸出支援事業への満足度 0.848 

イ
ベ
ン
ト
支
援 

 

21．イベント支援事業の数 0.799 

3.179 10.0 56.7 0.922 
22．イベントへの参加者の増加 0.840 

23．イベントによる経済的効果増加 0.811 

24．イベント支援事業による地域ブランドイメージの向上 0.809 

外
部
支
援 

 

25．外部資源誘致プログラムに参加する企業の数の増加 0.775 

1.432 4.5 79.1 0.951 
26．外部資源誘致プログラムによる外部資金誘致率の増加 0.852 

27．外部資源誘致プログラムによる経済的効果の増加 0.812 

28．外部資源誘致プログラムによる関連産業の波及効果の増加 0.800 

都
市
農
村
交
流 

29．都市農村交流プログラムの数 0.807 

1.775 5.5 69.3 0.943 
30．都市農村交流プログラムによる経済的効果の増加 0.832 

31．都市農村交流プログラムによる地域経済活性化の効果の増加 0.842 

32．都市農村交流プログラムによる地域イメージの向上 0.788 
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４.１.４ 内発的地域発展  

 

内発的地域発展の７つの設問項目は（表４－９）、すべて 1 以上の固有値が得られた。

細部因子の累積比率は 57.6％であり、他の主因子と比べてやや低いものの、一般的に累

積比率が全体の 50％以上であれば、細部因子が主因子を十分に説明していると判断でき

る。 

 

表４－９ 探索的因子分析の結果（内発的地域発展の場合） 

細部

因子 
設問項目 

因子 

負荷量 
固有値 

比率 

(％) 

累積 

比率 

Cronbach 

Alpha 

Coefficient 

内
発
的
地
域
発
展 

１．事業による地域資源の活用度の増加 0.667 

4.029 57.6 57.6 0.873 

２．事業による地域事業の多変化 0.783 

３．事業による郷土企業家の育成 0.726 

４．事業による地域内主体間パートナシップの活用 0.826 

５．事業による外部への挑戦•革新力の増加(社会経済的

面) 
0.841 

６．事業による社会的学習能力の向上 0.799 

７．事業による地域内協力促進と外部資本マネージメント

体制構築 
0.642 

 

 

４.２ 研究モデルの妥当性の検討－確認的因子分析と構造方程式モデルの検証 

 

新活力事業の確認的因子分析の結果（表４－10）は、「χ2=306.482、df=191、p=0.000、

RMR=0.032、RMSEA=0.059、GFI=0.907、AGFI=0.864、IFI=0.950、CFI=0.950」であり、こ

の値は研究モデルが適切なモデルとして判断できる範囲内にあることを示している注 8)。

複合信頼性（ Composite Reliability：CR）と平均分散抽出の値（ Average Variance 

Extracted：AVE）の値は、Bagozzi と Yi3）が提示した基準（それぞれ 0.7 以上、0.5 以上）

より高い結果が出ており、細部因子と主因子を連結する標準化因子負荷量が統計的に

95％信頼区間で有意であるため（t＞1.96）4）、収束妥当性が立証された。 
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表４－10 確認的因子分析の結果 

主因子 細部因子 
因子 

負荷量 

標準 

誤差 
t 平均 

複合 

信頼度 

適合 

指数 

地
域
力
強
化 

教育 0.879 0.013 6.448 

0.743 0.935 

χ2 

=306.48 

 

df 

=191 

 

P 

=0.000 

 

RMR 

=0.032 

 

RMSEA 

=0.059 

 

GFI 

=0.907 

 

AGFI 

=0.864、 

 

IFI 

=0.950、 

 

CF 

I=0.950 

ネットワーク 0.897 0.016 5.854 

国内研修 0.768 0.024 8.626 

海外研修 0.740 0.040 8.929 

自律性 0.743 0.026 8.727 

推
進
体
制
構
築 

推進体制構成 0.822 0.033 6.595 

0.841 0.913 

推進体制活性化 0.930 0.026 2.895 

地
域
経
済
活
性
化 

加工企業支援 0.688 0.043 8.508 

0.676 0.936 

生産農家支援 0.822 0.024 7.095 

ブランド化 0.770 0.031 7.825 

流通支援 0.748 0.037 8.505 

輸出支援 0.717 0.042 8.393 

イベント支援 0.743 0.041 8.392 

外部支援 0.685 0.046 8.744 

都市農村交流 0.749 0.029 7.921 

内
発
的
地
域
発
展 

事業による地域資源の活用度の増加 0.721 0.036 8.416 

0.672 0.934 

事業による地域事業の多変化 0.684 0.039 8.988 

事業による郷土企業家の育成 0.690 0.038 8.456 

事業による地域内主体間パートナシップの

活用 
0.838 0.023 7.004 

事業による外部への挑戦•革新力の増加（社

会経済的面） 
0.804 0.027 7.213 

事業による社会的学習能力の向上 0.689 0.036 8.460 

事業による地域内協力促進と外部資本マネ

ージメント体制構築 
0.745 0.030 8.407 

 

 

主因子の相関関係を表４－11 に整理した。すべての相関係数の 95％信頼区間推定値

（相関係数±２×標準誤差）に 1.0 を含まないという条件 4）と表４－10 の各主因子の平

均が表４－11 の斜線の上の方に示した主因子間の相関自乘値より大きいという条件 5）を

満たすため、判別妥当性が立証された。 
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研究モデルにおける構造方程式モデルの検証結果を図４－２、図４－３に表した。研究

モデルⅠに対する構造方程式モデルの値は「χ2=331.718、df=192、p=0.000、RMR=0.037、

RMSEA=0.065、GFI=0.906、AGFI=0.850、IFI=0.940、CFI=0.939」、研究モデルⅡに対する

構造方程式モデルの値は「χ2=445.583、df=194、p=0.000、RMR=0.038、RMSEA=0.087、

GFI=0.869、AGFI=0.816、IFI=0.902、CFI=0.900」である。共分散構造分析の一般的評価

基準となる指標値と比較すると、以上の２つのモデルの検証結果は新活力者とも全般的に

満足できる水準にあることが示されたため、これらのモデルはどちらも適切であると判断

できる注 8)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－11 主因子間の相関行列 

区分 平均 
標準 

偏差 

地域力 

強化 

推進体制 

構築 

地域経済 

活性化 

内発的 

地域発展 

地域力強化 3.47 0.60  0.624 0.646 0.661 

推進体制構築 3.59 0.74 
0.790*** 

（0.042） 
 0.518 0.558 

地域経済活性化 3.49 0.59 
0.804*** 

（0.035） 

0.720*** 

（0.042） 
 0.656 

内発的地域発展 3.72 0.57 
0.813*** 

（0.029） 

0.747*** 

（0.035） 

0.810*** 

（0.029） 
 

注：N=173.*p<0.10**p<0.05***p<0.01、斜めの線の下は主因子間の相関係数（括弧内の数字

は標準誤差）、斜めの線の上は主因子間の相関係数の二乗値 
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図４－２ 構造方程式モデルの結果（研究モデルⅠの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪カッコの中の数値は C.R.値(Critical Ratio(棄却限界

比)の t 値)を示す/点線は棄却された経路 

教育 

ネットワーク 

国内研修 

海外研修 

自律性 

推進体制構成 

推進体制活性化

加工業者支援 

生産農家支援 

ブランド化 
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輸出支援 

イベント支援 
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推進体制構築 
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図４－３ 構造方程式モデル（研究モデルⅡの場合）  

 

 

４.３ 研究モデルの経路の検証  

 

４.３.１ 研究モデルⅠの場合 

 

新活力事業の研究モデルⅠにおける構造方程式モデルの 経路分析の結果は、以下の通り

である。 表４－12 の p 値をみると、経路Ⅰ－１、Ⅰ－２、Ⅰ－５の p 値がほぼ 0.000 ま

たは 0.001 となり、統計的に非常に有意であり、それぞれは採択された注 9)。 

① 地域革新力強化は、推進体制構築に強い影響（estimate=0.853、t=10.905）を与え

地域革新力強化 

地域経済活性化 

推進体制構築 

内発的地域発展 

教育 

ネットワーク 

国内研修 

海外研修 

自律性 

加工業者支援 

生産農家支援 

ブランド化 

流通支援 

輸出支援 

イベント支援 

外部支援 

都市農村交流 

推進体制構成 

推進体制活性化 
▪カッコの中の数値は C.R.値を示す 
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0.664 
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1.000 
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0.701 

(7.719) 
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(5.109) 
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1.000 

1.098 

1.064 



第４章 内発的地域発展のための推進メカニズムの評価 

 - 59 - 

ていると言える（径路Ⅰ-１は採択）。 

② 推進体制構築は、地域経済活性化に有意な影響（estimate=0.793、t=7.866）を与

えていると言える（経路Ⅰ-２は採択）。 

③  推進体制構築は、内発的地域発展に有意な影響を与えているとは言えない

（estimate=0.174、t=0.975）。よって径路Ⅰ-３は棄却された。 

④ 地域革新力の強化は、内発的地域発展に有意な影響を与えているとは言えない

（estimate=0.357、t=1.276）。よって径路Ⅰ-４は棄却された。 

一方、⑤ 地域経済活性化は、内発的発展に有意な影響（estimate=0.409、t=3.284）

を与えていると言える（径路Ⅰ-５は採択）。 

 

表４－12 構造モデルの経路分析の結果（研究モデルⅠ） 

経路 Estimate S.E C.R p 是非 

Ⅰ-１ 地域革新の力強化→推進体制の構築 0.853 0.096 10.905 0.000 採択 

Ⅰ-２ 推進体制の構築→地域経済の活性化 0.793 0.076 7.886 0.000 採択 

Ⅰ-３ 推進体制の構築→内発的地域発展 0.174 0.095 0.975 0.330 棄却 

Ⅰ-４ 地域革新の力強化→内発的地域発展 0.357 0.092 1.276 0.202 棄却 

Ⅰ-５ 地域経済の活性化→内発的地域発展 0.409 0.087 3.284 0.001 採択 

 

 

４.３.２ 研究モデルⅡの場合 

 

①  地域地域革新力の強化は、地域経済活性化に有意な影響（ estimate=0.701、

t=7.719）を与えていると言える（経路Ⅱ-１は採択）。② 推進体制構築は地域経済活性

化に有意な影響（estimate=0.373、t=5.509）を与えていると言える（経路Ⅱ-２は採択）。

③ 地域経済活性化は内発的地域発展に有意な影響（estimate=0.825、t=5.109）を与え

ていると言える（経路Ⅱ-３は採択）（表４－13）。 

 

表４－13 構造モデルの経路分析の結果（研究モデルⅡ） 

経路 Estimate S.E C.R p 是非 

Ⅱ-１ 地域革新の力強化→地域経済の活性化 0.701 0.077 7.719 0.000 採択 

Ⅱ-２ 推進体制の構築→地域経済の活性化 0.050 0.050 5.059 0.000 採択 

Ⅱ-３ 地域経済の活性化→内発的地域発展 0.825 0.119 5.109 0.000 採択 
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第５節 新活力事業の推進モデルの評価 
 

以上のような新活力事業の分析結果を通じて推進メカニズムを評価すると、以下の通り

である。 

研究モデルⅠでは、地域革新力強化及び推進体制構築から内発的地域発展へ至る２つの

経路は棄却されたが、地域革新力を強化した後、推進体制を構築し、その後地域経済活性

化を通じて内発的地域発展を図る経路（＝地域革新力強化→推進体制構築→地域経済活性

化→内発的地域発展）は採択された。 

一方、研究モデルⅡでは、地域革新力強化と推進体制構築が同時に進み、それが地域経

済活性化を促し、内発的地域発展を図る経路（＝「地域革新力強化•推進体制構築→地域

経済活性化→内発的地域発展」）を仮定したが、全ての経路が採択された。以上の分析結

果から、地域経済活性化を完全媒介因子として位置づけていた研究モデルⅡの方がより適

切であることが検証された。 

研究モデルⅡでは、地域経済活性化を完全媒介因子として設定していたが、研究モデル

Ⅰにおいても結果的に、地域経済活性化のみが直接、内発的地域発展に寄与すること（完

全媒介因子になったこと）は、持続可能な経済システムの構築が内発的地域発展の実現の

ために決定的に重要であったことが推察される。 

さらに、研究モデルⅡの結果を踏まえると、地域経済活性化を実現するためには、まず、

地域革新力強化と推進体制構築を並行して推進すること、すなわち、しっかりした主体の

形成とそれを支える推進体制づくりの両方が重要であることを示唆していた。 

 

 

第６節 まとめ 
 

本章は、新活力事業の趣旨を考慮しながら、地域開発事業の成果評価分野の研究におい

て、韓国では初めて開発事業の政策目的を反映した事業の推進メカニズム（内発的地域発

展に至る影響経路）に対する検証を試みた点に意義がある。その結果、地域革新力強化と

推進体制構築を同時に進め、それが地域経済活性化に波及するという段階的な推進メカニ

ズムが明らかになった。 

著者は新活力事業に専門家として継続的に関与してきたが、その経験に照らして考える

と、新活力事業は新たにソフト事業（住民能力強化、推進体制構築など）を取り入れてい

るが、それ以前の農山漁村開発事業には無かったため、ソフト事業に対して公務員と住民

の理解が足りないまま推進された側面も否めない。また、事業期間の中で、地域力強化と

推進体系構築と地域経済活性化を同時に推進したが、専門家と担い手不足の問題、参加主

体間の意見の対立、消極的住民参加という問題５）が発生していた。 

したがって、実際には、主体形成と体制構築は容易ではなかったこと、逆にこれに成功

した地区が地域経済活性化を実現し、ひいては内発的地域発展を達成しえたことがうかが

える。このようなことはアンケート調査の回答者からの満足度でも、地域経済活性化を通

じた内発的地域発展に対する期待が反映られている結果でもうかがえる。 
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以上の本章で得られた知見は、今後、韓国政府が地域開発を行いながら、有効な推進メ

カニズムを構築する上で役立つと考える。また本章の結果を踏まえて、他の農山漁村地域

を対象とする地域開発事業に研究対象を広げ、結果の普遍性をさらに検証する必要がある。 
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注釈  

 

注1) ASP(Actor、System、Project)モデルに基づいて、住民代表、企業、生産者組織、

専門家などの地域主体（ Actor）がお互いに信頼、協力をするネットワーク

（System）を通じて、特産物と地域の資源を活用した１•２•３次産業を複合し、

都市農村交流の活動(Project)を行った。（參考文献１）を参照） 

注2) 媒介因子は、独立因子と従属因子を連結する役割を持つ変数である。媒介因子は

独立因子の結果であり、同時に従属因子の原因になる変数である。媒介因子は独

立因子と従属因子の関係に隠れている因果的構造を理解するために利用する。そ

の際、媒介因子が追加されたモデルⅡで独立因子が従属因子に及ぼす効果(c)が0

に近いと媒介効果は完璧であると言える(下図参照)。これを完璧媒介(full 

mediation)または完全媒介(complete mediation)という。一方、媒介因子が追

加されたモデルで(c)の値が統計的に有意であり、かつ、媒介因子が無いモデル

Ⅰでの独立因子の効果(t)より小さく、「独立因子と媒介因子の関係(a)」と「媒

介因子と従属因子の関係(b)」が有意であれば媒介効果は部分的であるといえ

る。これを部分媒介(partial mediation)という2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注3) ここで、妥当性とは、特定の概念（主因子あるいは細部因子に相当）を測定する

ために開発した測定の道具（設問項目）がその属性を正しく表しているかをさす。 

注4) 集中妥当性とは、同一の概念を測定するために最大限異なる測定方式を用意し、

これによって測定された値の間にも高い相関関係が存在している状態をさす。例

えば内発的地域発展を測定するために、本章ではお互いに異なる７つの設問項目

を示しており、これが内発的地域発展という概念を正しく表しているかどうかを

AMOSの標準要因積載値から確認した。一般的に標準要因積載値が0.5以上、tの値

が1.96以上である場合、集中妥当性は高いと判断される。 

注5) 判別妥当性とは、異なる概念を測定する際に得られた測定値の間には相関関係が

小さくなければならないことをさす。 

注6) 測定に用いる因子分析は、普遍的に活用する技法である因子抽出方法である主成

分分析を通じて行い、直角回転を用いた。 

注7) 地域力強化の細部因子の一つである研修は、国内研修（17～20 番問）と海外研修

（21～24 番問）に説明項目を区分して分析を行った。 

注8) 分析結果は、一般的な適合度評価基準である GFI（Goodness of Fit Index）、

IFI（Incremental Fit Index）、CFI（Comparative Fit Index）が 0.9 以上、

AGFI（Adjusted Goodness of Fit Index）が 0.8 以上、RMR（Root Mean Square 

Residual）、RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation）が 0.05-0.08

独立因子 従属因子 
t 

媒介因子 

独立因子 従属因子 

a b 

c 

○ モデルⅠ 

○ モデルⅡ 
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以下をほとんど満たしているため、 研究モデルの適合度は収束妥当性がある。 

注9) 有意確率（ p値、p-value）は、統計的仮説検定において、帰無仮説を棄却し対

立仮説を採択する時の基準である。一般的に５％、１％が使用されます。例えば、

検定した結果が有意確率５％以下であるならば、最初に立てた帰無仮説を｢滅多

に起こらないこと｣として棄却し対立仮説を採択する。 
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第５章 持続的成果管理のための PDCA サイクルの活用 

 

第１節 本章の目的 
 

新活力事業は、韓国の農山漁村地域開発政策の中で事業計画段階から民間専門家の委員

会が評価とコンサルティングを行った最初の事業である。年次ごとの評価とモニタリング

を通じて推進状況を点検して事業内容を修正•補完し、持続的かつ効率的な事業推進を図

った。また、３年ごとに評価を行って対象地域を再選定しており、毎年事業推進実績を評

価してその結果によって事業推進方式の修正•補完の必要性について検討した。この過程

でコンサルティングと評価結果がフィードバックされ事業全般の改善を通じて、事業目標

を達成し成果を高めようとする事業管理システムが構築された。 

新活力事業の事業計画に対して専門家などによる現場密着型コンサルティングを通じて

その完成度を高め、成功している事業の推進手順に着眼し、事業計画段階が事業実行段階

と事業点検段階にどのような影響を与えるのか、そして、事業計画段階と事業点検段階の

間の関係に事業実行段階が媒介作用をしたかについて観察する研究モデルを提案した。こ

れは、新活力事業の成果管理を確認するための評価体系として PDCA サイクルを活用して

事業参加者を対象に実証分析するという意義がある。 

本章では、新活力事業の事業管理システムを PDCA サイクルを活用して実証的検証を行

い、今後の農山漁村地域開発政策の持続的な成果管理に対する示唆を得ることを目的とす

る。 

本節以下、本章は７節で構成される。２節では、分析の枠組みとして研究モデルと仮説

を設定し、アンケート調査を実施するために選定された設問項目の紹介と本章の分析方法

を説明する。３節では、アンケート調査結果を整理し、新活力事業が事業段階別に回答者

からどのように評価されているのかを明らかにする。４節では新活力事業の設問項目の設

定と研究モデルの妥当性を検討し、研究モデルの仮説を検証する。５節では、４節の分析

結果を通じて、PDCA サイクルを活用した新活力事業の事業成果管理を評価する。６節で

は、まとめとして、本章での分析結果を踏まえて、今後の農山漁村地域開発政策の持続的

な成果管理に対する示唆を探る。 

 

 

第２節 分析の枠組み 

 

２.１ 研究モデルの設定 

 

本章では新活力事業の管理システムを分析するため、Deming（1992）１）の PDCA(Plan-

Do-Check-Action)サイクルを活用する。PDCA サイクルは主に経営管理に使用されてきた

                             
 本章は、孫銀一•星野 敏•ソンミリョン（2012）：PDCAサイクルを適用した新活力事業の

成果管理の実証分析、農村経済、35（４）、19－39を修正•補完した内容である。 
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が、今は経営分野に留まらず行政活動や非営利的企業、学校経営など全ての組織体の活動

に応用されている。韓国語の既往研究では、公共部門（シンスンホ、2006）２）、建設プ

ロジェクト（バクチャンシク•ギムウォンテ、1999３）；ベクインフイ、2008４））、金融

機関（キムサンスなど、2010）５）、企業（チェソンチョルなど、2008）６）などの多くの

分野で報告された。しかし、いまだに新活力事業のような政府政策に適用された例はない。 

Deming（1992）は、継続的な改善を通じて連続的発展を達成するため、計画（Plan）→

運用（Do）→確認（Check）→見直し（re-Action）を体系化した PDCA サイクルを考案し

た。PDCA サイクルは、変更管理の観点から企画（Plan）して計画書に基づいて運営（Do）

した後、その結果を検討（ Study）でより良い状況への改善のために再実行（ Take 

Action）するフィードバック段階に区分した。 

本章では、新活力事業の分析のため、PDCA サイクルを活用した PDS（Plan-Do-See）サ

イクルをモデル化した。PDS サイクルは、計画（Plan）→実行（Do）→点検（See）で区

分され、事業が計画（Plan）され、計画された内容を組織を利用して遂行（Do）し、その

結果を確認して点検（See）する過程が循環される。新活力事業では PDCA サイクルの確認

（Check）→見直し（re-Action）の段階の区分が難しいため、合わせて点検（See）の段

階にした。 

新活力事業は毎年、事業推進の適切性や予算活用の適当性などを評価し、その結果によ

って事業推進方式の修正と補完などが検討された。新活力事業を先導する地域を育成する

ため、財政的なインセンテイブ地域に与えることなどを通じて事業推進方式の改善と補完

を図った。このように、新活力事業は事業計画（Plan）－実行（Do）－点検（See）とい

うサイクルの中で、持続的に改善と成果の管理を行った最初の事業である。 

なお、新活力事業は事業計画と実行段階において地方自治団体と地域住民に自律権を与

えた画期的な事業でもあった。そのため、何よりも事業計画の完成度や事業推進の成果に

注目していた。これを確認することも本研究の目的の一つである。 

農林水産食品部（2011）７）によると、事業推進成果の平価によって事業計画の重要性

を確認できる事例が多い。第１期の新活力事業の対象地域に選定された 70 の自治体の中

で 13 の自治体は第２期事業で脱落したため、新規の 13 の自治体が選ばれた。脱落した自

治体の主な原因は、事業計画をまともに策定できなく、事業成果目標などが具体性に欠け

て曖昧であったと分析された。 

以上のような新活力事業の特性から、経営学などでよく用いられる PDCA サイクルを持

続的な成果管理の枠組みとして活用する。本章では、新活力事業の事業段階を事業計画段

階（Plan）－事業実行段階（Do）－事業点検段階（See）に区分し、各段階ごとに相互関

係と媒介効果を確認する。新活力事業の事業計画段階が事業実行段階と事業点検段階にど

のような影響を与えるのか、そして事業計画段階と事業点検段階の間に関する事業実行段

階が媒介作用をするのかについて確認する。したがって図５－１のように研究モデルを設

定した。 
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図５－１ 研究モデル 

 

 

２.２ 仮説の設定  

 

新活力事業の事業推進過程を事業計画段階、事業実行段階、事業点検段階に区分し、各

段階間の相互関係と事業実行段階の媒介効果を明らかにするため、次のような仮説を設定

した。  

 

仮説１：事業計画段階は、事業実行段階に有意な影響を及ぼす。 

仮説２：事業実行段階は、事業点検段階に有意な影響を及ぼす。 

仮説３：事業計画段階は、事業点検段階に有意な影響を及ぼす。 

仮説４：事業実行段階は、事業計画段階と事業点検段階の関係において媒介の役割を果

たす。 

 

 

２.３ 設問項目の選定  

 

本章のアンケート調査の設問項目は、農林畜産食品部の委託研究として行った『ソフト

ウェア中心の農村産業政策の成果管理策に関する研究』（2009）で開発された‘事業課題

の評価指標’を基にして設計した。なお、この設問項目については事前に事業に参加した

専門家と公務員と住民から構成されるワークショップを開いてその内容を検討•吟味して

いる。 

事業計画段階、事業実行段階、事業点検段階の３つの変数（＝主因子）はそれぞれ複数

の下位次元の変数（＝細部因子）から構成され、さらに細部因子はそれぞれ複数の設問項

目から構成されている（表５－１）。細部因子は主因子に影響を与える下位次元の変数で

ある。本章では３つの変数を主因子、それに対する下位次元の変数を細部因子と記述する。 

因子を具体的に示せば、事業計画段階は、①事業計画の妥当性（６）、②需要分析の適

合性（４）、③計画内容の充実性（４）、④事業規模と費用の適正性（４）という４つの

細部因子（計 18）から構成される。なお、カッコ内の数値は設問項目数である（以下同

様）。事業実行段階は、①円滑な事業執行（３）、②問題発生時の対応（３）、③施行過

事業実行段階 

Do 

事業計画段階 

Plan 

事業点検段階 

See 
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程の適切性（３）、④施行過程の効率性（３）、⑤事業費支出の適正性（３）というつ５

の細部因子（計 15）から構成される。事業点検段階は、①目標の達成度（２）、②地域

発展の影響度（４）、③地域住民の満足度（２）、④予算運営の効率性（３）というつ５

の細部因子（計 11）から構成される。 

アンケート調査の回答方式は、リッカート５点尺度を用いた。「とても肯定」、「概ね

肯定」、「どちらとも言えない」、「概ね否定」、「とても否定」の順に、５点から１点

を与えた。 

アンケート調査は、第２章で述べたように、第２期の新活力事業を推進したすべての基

礎自治体である 70 の市•郡を対象に４部ずつ配布しており、280 部の内 173 部が回収され

ており、回数率は 61.8％である。調査時期は 2011 年 10 月の１ヶ月である。 
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表５－１ アンケート調査の設問項目 

事業計画段階 問題発

生時の

対応

(3) 

４．事業では事業遅延などの問題発生

時、執行計画を再検討した。 

事業計

画の妥

当性

(６) 

１．事業は政府施策と総合計画に合致

た。 

５．事業では事業遅延などの問題発生

時、代案を再検討した。 

２．事業の地域住民の参加計画は適正で

あった。 
６．事業では事業の問題発生時、当面し

た問題が再検討された。 

３．事業の計画策定のための世論収斂関

連手続きを十分に移行した。 
施行過

程の適

切性

(３) 

７．事業では施行過程で行政環境、状況

の変化を適切にキャッチして対応し

た。 

４．事業の開発規模は適切であった。 ８．新活力事業では施行過程で関連機

関、政策と連携及び協調体制を構

築して運営された。 

５．事業の実行時期と期間は適切であっ

た。 
９．事業では施行過程で住民及び利害当

事者にちゃんとお知らせをした。 

６．事業の目的が明確であった。 
施行過

程の効

率性

(３) 

10．事業では運営方法の改善により効率

化が出来た。 

需要分

析の適

合性

(４) 

７．事業は受給分析を適切に行った。 11．事業は投入された資源を目標達成の

ため、効率的に執行された。 

８．事業に対する需要分析のデータは適

合であった。 

12．事業は日程計画に従って事業が推進

された。 

９．事業の結果に対する体系的な需要分

析が行われた。 事業費

支出の

適正性 

(３) 

13．事業では事業費支出に対するデータ

は、ちゃんとまとめられた。 

10．事業は産業市場の環境分析を適切に

行った。 
14．事業は事業費支出に対する問題点管

理が上手かった。 

計画内

容の充

実性

(４) 

11．事業は政策目標達成のため、下位政

策目標と手段（細部産業など）を充

実に立てた。 

15．事業は該当事業の事業費支出は適切

に行われた。 

12．事業は環境保全対策が適切に立てら

れた。 事業点検段階 

目標の

達成度

(２) 

１．事業は当初設定した目標を達成し

た。 

13．事業は予想されていない事態に対処

するための非常計画が用意されてい

た。 

２．事業の計画対比の実績は満足出来

る。 

14．事業は事業日程、予算、人力などが

各段階で具体的に提示された。 
地域発

展の影

響度

(４) 

３．事業は地域住民と地域に肯定的な影

響を及ぼした。 

事業規

模と費

用の適

正性

(４) 

15．事業は財源と事業費の配分が適正で

あった。 
４．事業は地域の社会、文化に肯定的な影

響を及ぼした。 

16．事業は投資財源の調達が合理的であ

った。 
５．事業は地域の経済に肯定的な影響を

及ぼした。 

17．事業は事業の規模が適切であった。 ６．事業に関して観光客など外部人が満

足した。 

18．事業は全体と個別事業に対する事業

費が適正に測定された。 
地域住

民の満

足度

(２) 

７．事業は雇用効果に肯定的な影響を及

ぼした。 

事業実行段階 
８．事業は地域所得経済に肯定的な影響

を及ぼした。 

円滑な

事業執

行(３) 

１．事業ではモニタリングされた結果が

事業チームにちゃんとフィードバッ

クされた。 
予算運

営の効

率性 

(３) 

９．事業は予算を無駄遣いしなかった。 

２．事業ではモニタリングが上手く出来

た。 
10．事業は予算運用に関するデータを上

手くまとめた。 

３．事業では該当事業に投入される人

的、物的資源が円滑に執行された。 

11．事業は予算測定の範囲内で予算活用

が適切に行われた。 

注）主因子－細部因子－設問項目の３段階の階層により構成される。 
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２.４ 分析方法 

 

本章では、第４章と同じ方法で分析を行う。 

アンケート調査から収集されたデータを統計パッケージ（SPSS 及び AMOS）を用いて分

析を行った。 

まず、アンケート調査の各設問の単純集計としてリッカート５点尺度の平均点を求め、

事業段階別に回答者からの事業評価を分析する。 

次に、本章で提示した主因子、細部因子と、設問項目の設定が適切に設計されたかどう

か、その妥当性と信頼性を検討するために探索的因子分析を行った。具体的には主成分分

析の結果に直交回転をかけたものでチェックした。 

また、本章で提示した仮説が適切さを確認するため、確認的因子分析を行った。確認的

因子分析とは集中妥当性と判別妥当性によって研究モデルの適合性を確認することである。

主因子に対する確認的因子分析を通じて、主因子間の双方向の影響関係を統計的に検証し

た。事業計画段階、事業実行段階、事業点検段階は２次因子分析を行って、一つの暫定的

要因に変換した。 

 

 

第３節 アンケート回答者からみた事業評価 

 

アンケートでは、新活力事業の事業段階を①事業計画段階、②事業実行段階、②事業点

検段階に区分され、事業評価が行われた。アンケート調査結果、リッカート５点尺度の平

均点は、①事業計画段階 3.7 点、②事業実行段階 3.8 点、③事業点検段階 3.9 点であり、

点数の差は大きくない。  

 

 

(１) 事業計画段階  

 

事業計画段階では、事業計画の妥当性 3.8 点、事業規模とコストの適正性 3.8 点、需要

分析の適合性 3.6 点、計画内容の充実性 3.5 点の順で高い。すべての細部因子が３点以上

であり、満足度が通常以上に評価される。設問項目のなかで、1．政府施策と総合計画と

符合と２．地域住民参加の計画の適正性が 4.0 点で一番高いのは、新活力事業が地域住民

が参加するボトムアップ事業計画であることが反映された結果である。また、13．予期せ

ぬ事態に対する非常計画の策定が 3.1 点で一番低いのは、事業推進の経験と専門性の不足

に因する。 
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表５－２ アンケート調査の結果（事業計画段階の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

リッカート５点尺度の平均 

（点） 

事業 

計画の 

妥当性 

１．政府施策と総合計画と符合 

 

3.8 

２．地域住民参加の計画の適正性 

３．計画策定に向けた世論収斂手順の移行 

４．開発規模の適正性 

５．実行時期と期間の適正性 

６．事業目的の明確性 

需要 

分析の 

適合性 

７．受給分析の適合性 

 

3.6 

８．需要分析データの適合性 

９．事業結果に対する体系的な需要分析 

10．産業市場環境分析の適合性 

計画 

内容の 

充実性 

11．事業下位政策目標と手段を充実な策定 

 

3.5 

12．環境保全対策の適切な策定 

13．予期せぬ事態に対する非常計画の策定 

14．日程•予算•人力が各段階で具体的提示 

事業 

規模と 

費用の 

適正性 

15．財源と事業費配分の適正性 

 

3.8 

16．投資財源の調達の合理性 

17．事業規模の適正性 

18．全体と個別事業費策定の適正性 

 

 

(２) 事業実行段階  

 

事業実行段階では、施行過程の効率性 3.8 点、施行過程の適切性と事業費支出の適正性

3.8 点、問題発生時の対応 3.7 点、円滑な事業執行 3.6 点の順で高い。設問項目のなかで

一番高いのは、８．関連機関、政策と連携•協調体制の構築運営の 3.9 点である。これ

は、円満な事業推進のために構築した地域協力団のような推進体制が評価された結果であ

る。反面、一番低い点数は、１．モニタリングされた結果が事業チームにきちんとフィー

ドバックされたかの 3.6 点である。新活力事業の事業評価が事業チームにフィードバック

されて事業が改善されるには相対的に限界があったと思われる。 

 



第５章 持続的成果管理のための PDCAサイクルの活用 

 - 72 - 

表５－３ アンケート調査の結果（事業実行段階の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

リッカート５点尺度の平均 

（点） 

円滑な 

事業 

執行 

１．モニタリングされた結果が事業チームにきち
んとフィードバック 

 

3.6 ２．モニタリングの施行 

３．該当事業の投入人的•物的資源の円滑な執行 

問題 

発生時 

の対応 

４．事業の遅延など問題発生時の執行計画の再検
討 

 

3.7 ５．事業支援などの問題発生時の代案の再検討 

６．事業の問題発生時の当面した問題の再検討 

施行 

過程の 

適切性 

７．行政環境状況の変化を適切に捕捉して対応 
 

3.8 ８．関連機関、政策と連携・協調体制の構築運営 

９．施行過程で住民と利害当事者へのお知らせ 

施行 

過程の 

効率性 

10．運営方法の改善による効率化 
 

3.8 11．投入された資源を目標の達成に向けて効率的
執行 

12．日程計画に合わせて事業推進 

事業費 

支出の 

適正性 

13．事業費支出のデータ整理  

3.8 14．事業費支出に対する問題点の管理 

15．該当事業の事業費支出の適正性 

 

 

(３) 事業点検段階  

 

事業点検段階では、地域発展の影響度 4.0 点、予算運営の効率性 3.9 点、目標の達成度

3.8 点、地域住民の満足度 3.8 点の順で高い。３．地域住民と地域に肯定的な影響と５．

地域経済に肯定的な影響が 4.1 点であり、設問項目のなかで一番高い。これは、新活力事

業が地域の発展に寄与したと解釈できる。 
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表５－４ アンケート調査の結果（事業点検段階の場合） 

細部 

因子 
設問項目 

リッカート５点尺度の平均 

（点） 

目標の

達成度 

１．最初設定した目標を達成  

3.8 
２．計画に対して実績の満足度 

地域 

発展の 

影響度 

３．地域住民と地域に肯定的な影響  

4.0 
４．地域の社会、文化に肯定的な影響 

５．地域経済に肯定的な影響 

６．観光客などの外部人の満足度 

地域住

民の満

足度 

７．雇用効果に肯定的な影響 
 

3.8 
８．地域所得経済に肯定的な影響 

予算運営

の効率性 

９．予算の無駄遣いなし 
 

3.9 10．予算運用に関するデータを上手く整理 

11．予算測定範囲内での予算活用の適切性 

 

 

(４) 総合評価 

 

新活力事業の事業計画段階－事業実行段階－事業点検段階における満足度を調査した結

果、全般的な平均点は 3.8 点となった。段階別の差は大きくないが、事業点検段階が 3.9

点で一番高い。事業計画段階では政府施策及びと総合計画との附合と地域住民参加の計画

の適正性が一番高く、事業実行段階では該当事業費支出の適正性、投入された資源を目標

の達成に向けて効率的な執行がほかの項目と比べて高く、事業点検段階では地域住民と地

域に、地域経済に肯定的な影響が高くなっていた。相対的に満足度が高かった設問項目は、

各段階での重要に扱うべき成果管理の内容を表している。 

 

 

第４節 分析結果 

 

４.１ 設問項目の設定の妥当性の検討－探索的因子分析 

 

４.１.１ 事業計画段階  

 

事業計画段階に対する探索的因子分析の結果は、表５－６である。事業計画の妥当性は、

６つの設問項目の内、３項目が除外され、３つの設問項目で１以上の固有値が得られた。

需要分析の適合性は、４つの設問項目の内、１項目が除外され、３つの設問項目で１以上
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の固有値が得られた。計画内容の充実性の場合、４つの設問項目の内、２項目が除外され、

２つの設問項目で１以上の固有値が得られた。事業規模と費用の適正性の４つの設問項目

はそれぞれ１以上の固有値が得られた。その結果、事業計画段階の４つの細部因子の累積

比率は 80.1％となり、設問項目の設計が適切であったことがうかがえる。  

 

表５－５ 探索的因子分析の結果（事業計画段階の場合） 

細部因子 設問項目 
因子 

負荷量 
固有値 

比率 

(％) 

累積 

比率 

Cronbach 

Alpha 

Coefficien 

事業計画
の妥当性 

１．政府施策と総合計画と符合 0.819 

1.798 6.7 74.8 0.814 ２．地域住民参加の計画の適正性 0.735 

３．計画策定に向けた世論収斂手順の十
分な移行 

0.634 

需要分析
の適合性 

８．需要分析データの適合性 0.807 

2.205 10.0 68.1 0.900 ９．事業結果に対する体系的な需要分析 0.770 

10．産業市場環境分析の適合性 0.631 

計画内容
の充実性 

13．予期せぬ事態に対する非常計画の策
定 

0.855 

1.645 5.4 80.1 0.813 

12．環境保全対策の適切な策定 0.816 

事業規模
と費用の
適正性 

17．事業規模の適正性 0.829 

6.968 58.1 58.1 0.903 

16．投資財源の調達の合理性 0.827 

18．全体と個別事業費策定の適正性 0.759 

15．財源と事業費配分の適正性 0.664 

 

 

４.１.２ 事業実行段階  

 

事業実行段階の場合（表５－６）、円滑な事業執行と施行過程の適切性は、３つの設問

項目の内、１項目が除外され、２つの設問項目で１以上の固有値が得られた。また、問題

発生時の対応、施行過程の効率性、事業費支出の適正性の場合は、それぞれ設問項目のす

べて１以上の固有値が得られた。事業実行段階の５つの細部因子の累積比率は 83.1％と

なり、この結果から設問項目の設定が適切であることが分かる。 

 

 

 

 



第５章 持続的成果管理のための PDCAサイクルの活用 

 - 75 - 

表５－６ 探索的因子分析の結果（事業実行段階の場合）  

細部因子 設問項目 
因子 

負荷量 
固有値 

比率 

(％) 

累積 

比率 

Cronbach 

Alpha 

Coefficien 

円滑な事
業執行 

１．モニタリングされた結果が事業チーム
にきちんとフィードバック 

0.848 

1.653 5.0 78.8 0.902 

２．モニタリングの施行 0.776 

問題発生
時の対応 

５．事業支援などの問題発生時の代案の再
検討 

0.873 

7.647 58.8 58.8 0.917 
４．事業の遅延など問題発生時の執行計画

の再検討 
0.823 

６．事業の問題発生時の当面した問題の再
検討 

0.738 

施行過程
の適切性 

７．行政環境状況の変化を適切に捕捉して
対応 

0.702 

1.557 4.3 83.1 0.762 
８．関連機関、政策と連携•協調体制の構築

運営 
0.691 

施行過程
の効率性 

11．投入された資源を目標の達成に向けて
効率的執行 

0.818 

1.766 5.9 73.8 0.827 10．運営方法の改善による効率化 0.733 

12．日程計画に合わせて事業推進 0.533 

事業費 
支出の 
適正性 

15．該当事業の事業費支出の適正性 0.756 

2.183 9.1 67.9 0.878 14．事業費支出に対する問題点の管理 0.749 

13．事業費支出のデータ整理 0.728 

 

 

４.１.３ 事業点検段階  

 

事業点検段階に対する探索的因子分析の結果（表５－７）は、目標の達成度、地域住民

の満足度、予算運営の効率性の場合、それぞれ設問項目のすべて１以上の固有値が得られ

た。地域発展の影響度は、４つの設問項目の内、１項目が除外され、３つの設問項目で１

以上の固有値が得られた。その結果、事業点検段階の４つの細部因子の累積比率は

83.1％となり、設問項目の設計が適切であったことがうかがえる。 
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表５－７ 探索的因子分析の結果（事業点検段階の場合）  

細部因子 設問項目 
因子 

負荷量 
固有値 

比率 

(％) 

累積 

比率 

Cronbach 

Alpha 

Coefficien 

目標の 
達成度 

１．最初設定した目標を達成 0.859 

1.149 7.5 76.3 0.872 

２．計画に対して実績の満足度 0.790 

地域発展
の影響度 

４．地域の社会、文化に肯定的な影響 0.852 

5.951 59.5 59.5 0.910 ３．地域住民と地域に肯定的な影響 0.821 

５．地域経済に肯定的な影響 0.770 

地域住民
の満足度 

７．雇用効果に肯定的な影響 0.835 

1.078 6.8 83.1 0.804 

８．地域所得経済に肯定的な影響 0.754 

予算運営
の効率性 

11．予算測定範囲内での予算活用の適切性 0.812 

1.191 9.3 68.8 0.831 10．予算運用に関するデータを上手く整理 0.779 

９．予算の無駄遣いなし 0.735 

 

 

４.２ 研究モデルの検討－確認的因子分析と構造方程式モデルの検証 

 

確認的因子分析の結果（表５－８）、「χ2=88.740、df=58、p=0.006、RMR=0.016、

RMSEA=0.056、GFI=0.927、AGFI=0.886、IFI=0.981、CFI=0.981」であり、適合度に関する

評価基準（RMRと RMSEAは 0.05∼0.08以下、GFI・NFI・CFIは 0.9以上、AGFIは 0.8以上）

を満たす結果であるため、測定モデルの適合度は許容できるものと判断する。よって、研

究モデルは共分散構造分析の総合的な評価基準となる指標と比較すると、満足する水準で

あり、基準に適合している。 

複合信頼性（CR）と平均分散抽出の値（平均）は、Bagozzi と Yi（1988）が提示した基

準より高い結果でおり、細部因子と主因子を連結する標準化因子負荷量が統計的に 95％

信頼区間で有意であるため（t＞1.96）、収束妥当性が立証された。 
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表５－８ 確認的因子分析の結果  

主因子 細部因子 
因子 

負荷量 

標準 

誤差 
t 平均 

複合 

信頼度 

適合 

指数 

事
業
計
画
段
階 

事業計画の妥当性 0.839 0.020 7.258 

0.792 0.938 

χ2 

=88.740 

df 

=58 

p 

=0.006 

RMR 

=0.016 

RMSEA 

=0.056 

GFI 

=0.927 

AGFI 

=0.886 

IFI 

=0.981 

CFI 

=0.981 

需要分析の適合性 0.833 0.017 7.355 

計画内容の充実性 0.708 0.035 8.762 

事業規模と費用の適正性 0.827 0.016 7.448 

事
業
実
行
段
階 

円滑な執行の可否 0.718 0.028 8.401 

0.794 0.950 

問題発生時の対応 0.697 0.027 8.602 

施行過程の適切性 0.804 0.019 7.753 

施行過程の効率性 0.869 0.013 6.693 

事業費支出の適正性 0.831 0.014 7.419 

事
業
点
検
段
階 

目標達成度 0.758 0.027 8.155 

0.781 0.935 
地域発展の影響度 0.786 0.023 7.926 

地域住民の満足度 0.767 0.022 8.084 

予算運営の効率性 0.828 0.014 7.422 

 

 

表５－９は、主因子の相関関係を整理したものである。すべての相関係数の 95％信頼

区間推定値（相関係数±２×標準誤差）に 1.0 を含まないという条件と表５－８の各主因

子の平均が表５－９の斜線の上の方に示した主因子間の相関自乘値より大きいという条件

を満たしているため、判別妥当性が立証された。 

 

表５－９ 主因子間の相関行列  

区分 平均 標準偏差 事業計画段階 事業実行段階 事業点検段階 

事業計画段階 3.61 0.58  0.629 0.711 

事業実行段階 3.75 0.54 0.793***（0.034）  0.642 

事業点検段階 3.86 0.56 0.843***（0.034） 0.801***（0.035）  

注）N=173、*p<0.10**、p<0.05、***p<0.01、対角線の下の方は、主因子間の相関係数（カッ

コ内の数字は標準誤差）、対角線の上部は主因子間の相関自乗値 
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研究モデルにおける構造方程式モデルの検証結果（図５－２）は、「χ2=100.013、

df=59、p=0.001、RMR=0.016、RMSEA=0.064、GFI=0.916、AGFI=0.871、IFI=975、CFI=975」

である。共分散構造分析の一般的評価基準となる指標値と比較すると、以上の値は全般的

に満足できる水準にあることが示されたため、このモデルは適切であると判断できる注 1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 構造方程式モデルの結果  

 

 

４.３ 研究モデルの仮説の検証 

 

研究モデルにおける構造方程式モデルの経路分析の結果（表５－10）は、以下の通りで

ある。 

 

① 事業計画段階は、事業実行段階に有意な影響（estimate=0.793、p=0.000）を与え

ていると言える（仮説１は採択）。 

② 事業実行段階は、事業点検段階に有意な影響（estimate=0.265、p=0.001）を与え                 

ていると言える（仮説２は採択）。 

事業計画段階 

▪カッコの中の数値は C.R.値を示す 

1.189 

1.028 

1.070 

0.992 

1.028 

0.833 

(8.685) 

0.930 

事業実行段階 

事業規模∙費用 
適正性 

事業計画妥当性 

需要分析適合性 

計画内容充実性 

事業点検段階 

施行過程効率性 

円滑な 
執行の可否 

問題発生時の 
対応体系 

施行過程適切性 

事業費支出 
適正性 

予算運営の 
効率性 

目標達成度 

影響度 

地域民満足度 

1.000 

0.905 

1.000 

0.427 

(6.783) 

0.448 

(3.465) 

1.000 

1.233 

1.167 

1.145 
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③ 事業計画段階では、事業点検段階に有意な影響（estimate=0.633、p=0.000）を与

えていると言える（仮説３は採択）。 

④ 事業実行段階が統計的に有意に媒介の役割を果たしたかについては、競争モデル分

析手法により追加的な分析を行った注２)。  

 

媒介効果モデルにおける事業点検段階に対する分散は、0.903 注３)、直接効果モデルに

おける分散は 0.874 注４)であり、媒介効果モデルの方が直接効果モデルよりも多くの分散

を説明していた。独立変数である事業計画段階は、事業実行段階に対して有意な影響を与

え、媒介変数である事業実行段階は、従属変数である事業点検段階に有意な影響を与えて

いると言える。また、直接効果モデルにおける独立変数である事業計画段階は、従属変数

である事業点検段階に対して統計的に有意な影響（estimate=0.835、p=0.000）があり、

媒介効果モデルでは 0.633 に減少していた。よって、事業計画の段階では、事業実行段階

の媒介を通じてだけでなく、直接的にも事業点検段階に影響を及ぼしているものと考えら

れる。すなわち、事業実行段階が部分媒介効果を持つと解釈でき、仮説 4 も正しいと判断

できる。 

 

表５－10．構造モデルの経路分析の結果  

仮説 経路 Estimate S.E C.R p 是非 

１ 事業計画段階→事業実行段階 0.793 0.094 9.433 0.000 採択 

２ 事業実行段階→事業点検段階 0.265 0.150 3.229 0.001 採択 

３ 事業計画段階→事業点検段階 0.633 0.160 4.443 0.000 採択 

４ 
事業計画段階→事業実行段階→事業点検

段階 
- - - - 採択 

 

 

第５節 PDCA サイクルの活用する新活力事業の事業成果管理  

 

新活力事業という革新的な農山漁村地域開発政策を推進し、その成果を最大化するため

には、何よりも政策参加主体の力の強化と推進体制の構築がその土台になければならない。

新活力事業と類似のイノベーション成果を向上させるための事業の場合、既存の政策推進

方式と手続きの水準を増進させるために、継続的改善を通じて絶えず発展のための工夫が

行われなければならないと考えられる。これを検証するために、本研究では、PDCA サイ

クルを活用して、新活力事業の段階を計画-実行-点検（成果の創出）のサイクルと規定し

て、各段階の間の相互関係と媒介効果等を定量的に分析した。主な結果をまとめると以下

のようになる。 

第一に、事業計画の段階は、事業実行段階に有意な正（+）の影響を与えることがわか

った。第二に、事業実行段階は、事業点検段階に有意な正（+）の影響を及ぼすことが分

かった、第三に、事業計画の段階は、事業点検段階に有意な正（+）の影響を与えること

がわかった。第四に、事業計画の段階で、事業実行段階の媒介を通じてだけでなく、直接
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的にも事業点検段階に影響を及ぼすことが分かった。すなわち、事業実行段階が部分媒介

効果を持つことが分かった。 

以上の結果により、新活力事業を進めるにあたっては、事業計画の妥当性、需要分析の

適合性、計画内容の充実性、事業規模と費用の適正性などを判断して‘事業計画’を正常

に策定させることにより、目標の達成度、地域発展の影響度、地域住民の満足度、予算運

営の効率性などにより決まる‘事業点検’段階での評価結果が左右されることが示された。 

実際に新活力事業の推進成果をみると、事業計画の重要性を確認できる事例が多い。第

１期の新活力事業の対象となった 70 の地方自治体のうち 13 の自治体が脱落して、第２期

の新活力事業では新規に 13 の自治体が選定された。脱落の主な理由としては、事業計画

をきちんと策定できず、事業の性格や成果目標などがあいまいで、具体性がなかったから

であった。また、初年度の事業計画の評価が高かった自治体は、年末の成果評価も相対的

に高い評価を受けた。 

さらに、正常に策定された事業計画に加えて、円滑な事業執行、問題発生時の対応施行

過程の適切性と効率性、事業費支出の適正性などをモニタリングできる'事業実行'段階の

運営の程度により、事業点検段階の評価結果が左右されることをも示唆している。これに

ついても、新活力事業の推進における実際の経験から確認できた。毎年、年末に中間評価

及びモニタリング結果をきちんと反映した自治体では、次年度に事業を成功させてきたが、

中間評価及びモニタリングを次年度事業にきちんと反映させなかった自治体では、相対的

に低い等級を受けたり、脱落する事例が発生した。また逆に、初年度では事業成果がやや

良くなかった自治体でも、中間評価及びモニタリングの結果を次年度に十分に反映した結

果、良い成果評価を受けた事例も多い。以上を総合すると、新活力事業は、中間評価及び

モニタリングの結果などのフィードバックシステムの重要性を確認できる良い事例である

と考えられる。 

以上の結果を踏まえると、今後、地域で可視的成果の創出を目的とする政策事業では、

必ずフィードバック段階を設定して事業計画段階に反映させるか否かを検討して、実行シ

ステムの定型化、総合的な対応策に向けた再検討、標準体系の定着、持続的な発展計画な

どを提示するべきであると考えられる。  

 

 

第６節 まとめ 

 

本章では、PDCA サイクルを活用して新活力事業の成果管理に関する分析を試みた。そ

の結果、新活力事業のようにイノベーションの創出と参加主体の力量強化を図ることを目

的にする地域主導のボトムアップ式の政策事業の場合、PDCA サイクルが有用な成果管理

メカニズムになると判断する。また、新活力事業の計画－実行－点検のサイクルにおいて

事業計画と事業実行が事業成果の創出に影響を与え、特に事業計画段階が独立的に事業成

果創出に大きな影響を与えていることは、重要な示唆を提供されている。事業を推進して

から成果を計るのではなく、事業計画段階から政策の対象、推進方式、成果管理運営方式

などの事業推進過程の全般にわたって成果管理を組織化する運営計画があってこそ、一過

性でない継続的に成果を担保する。  
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既存のトップダウン事業の場合には、予算確保のためにむやみな事業推進の結果、長期

的な観点から地域の発展を考慮するよりは短期な成果の導出に汲汲としていった。 この

ような反省から推進された新活力事業では、 地域主導肩のボトムアップ事業であり、持

続的な地域発展と事業成果を考慮した事業計画を策定して徹底した検証を受けた。 

実際に、新活力事業は事業計画の重要性を確認させ、以降の農漁村地域政策にも影響を

与えた。新活力事業をベンチマークして推進された郷土産業育成事業は、事業計画の重要

性が強調された。これは、郷土産業育成事業の施行する前年度に専門家による現場密着型

のコンサルティングを実施し、 事業計画の完成度と事業化の可能性を高めている点であ

る。 郷土産業育成事業の対象地域のなかで、この過程を十分に収容できず、毎年１～２

の市•郡が事業を放棄することが発生した。 

新活力事業は、事業推進の妥当性、需要分析の適合性、計画内容の充実性、事業規模と

コストの適正性などを判断する事業計画の重要性を確認させ、これをほかの農漁村地域開

発政策に拡散させる役割をした。 

以上のような結論は分析なしでも導出可能な当為的な結果であると非難されるかもしれ

ない。しかし本章は、当為的な結果を裏付ける根拠となる分析的アプローチの初の試みで

あることに意義がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 持続的成果管理のための PDCAサイクルの活用 

 - 82 - 

注釈  

 

注1) 分析結果は、一般的な適合度評価基準である GFI（Goodness of Fit Index）、IFI

（Incremental Fit Index）、CFI（Comparative Fit Index）が 0.9 以上、AGFI

（ Adjusted Goodness of Fit Index）が 0.8 以上、 RMR（ Root Mean Square 

Residual）、RMSEA（Root Mean Square Error of Approximation）が 0.05-0.08 以

下をほとんど満たしているため、 研究モデルの適合度は収束妥当性がある。 

注2) 競争モデル分析では、媒介の効果を認めるために、次のような条件がすべて満た

されなければならない（Singh、Goolsby & Rhoads、1994）８）。（１）媒介効

果モデルが直接効果モデルよりもさらに多くの分散を説明しなければならない。

（２）独立変数と媒介変数との関係が統計的に有意でなければならない。（３）

媒介変数と従属変数との関係が統計的に有意でなければならない。（４）直接効

果モデルでの独立変数と従属変数の間の有意な関係が、媒介効果モデルで減少ま

たは削除されなければならない。 

注3) 事業計画段階、事業実行段階、事業点検段階をモデリングして Amos で分析した結

果から重相関係数の平方（SMC）の数値である。 

注4) 事業計画段階、事業点検段階を別モデリングして Amos で分析した結果から重相関

係数の平方（SMC）の数値である。 
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第６章 事業主体の自己診断による事業推進力評価 

 

第１節 本章の目的 

 

新活力事業は、既存の農山漁村地域開発政策とは異なって、ボトムアップ型の住民が主

導する事業推進方式 、教育やネットワークなどのソフトウェア中心の事業プログラムが

強調された。そのため、新活力事業の成功に影響を及ぼす最も主要な要素は、参加主体の 

力量である。参加主体の力量は、参加主体を取り巻く環境ではなく、参加主体の心構えと

行動に左右する。参加主体の自己診断による事業評価を評価することは、今後の成功的な

事業推進のための戦略を導出することになる。 

本章では、新活力事業の事業推進力を診断して戦略的な事業の方向性を導出するため、

参加主体の自己診断による事業推進力を検証する。新活力事業の推進主体による自己診断

は Eckesの Q×A=E評価式(Q:Quality, A:Acceptance, E:Effectiveness)に基づいて行う。 

本節以下、本章は５節で構成される。２節の分析枠組みでは、分析方法としてシックス

シグマとジョージエッケスの Q×A=E 評価式に紹介し、新活力事業に活用·適用して 分析

を設計する。また、その検討結果に基づいてアンケート調査の設問項目を設定する。３節

の分析結果は、自己診断の点数、事業の理解度·参加主体による分析、参加主体別事業活

動の強みと弱みに関して分析を行う。４節では、３節の分析結果を通じて、新活力事業の

事業推進力を評価する。５節では、まとめとして、本章での分析結果を踏まえて、示唆を

導出する。 

 

 

第２節 分析の枠組み 

 

２.１ 分析の方法  

 

本章では、参加主体による自己診断の方法論としてシックスシグマを活用する。シック

スシグマ(Six Sigma、Lean Six Sigma)とは、1980 年代に米モトローラ（Motorola）社が

開発した品質管理手法、または経営手法である。 

シックスシグマの品質革新は、米国の通信機器メーカーであるモトローラが、自社の品

質水準が日本の競争社に比べて大幅に低いことに衝撃を受けて画期的な品質革新を推進す

る目的で開始された。1981 年当時の会長であった Robert Galvin は、組織のすべての部門

が 5 年以内に 10 倍の品質向上を実現するという計画を策定した。モトローラは全社的な

努力と体系的なベンチマークをした結果、当初は不可能であると言われた 10 倍の品質向

上を遂げた。シックスシグマを通じて強力な品質競争力を確保したモトローラは 1988 年

に第 1 回のマルコム・ボルドリッジ国家品質賞（The Malcolm Baldrige National Quality 

                             
 本章は、Eun-Il SON•Satoshi HOSHINO•Duhan KIM（2014）：Study on Self-Assessment of S

outh Korea’s Revitalization Project－With a Focus on Cultural Changes－、Journal o

f Environmental Information Science、42（５）、101-110を修正•補完した内容である。 
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Award）を受賞した。 

モトローラ社の成功以降、アライドシグナル（ Allied  Signal、現ハネウェル 

（Honeywell））、ゼネラル•エレクトリック（General Electric）、ソニー（Sony）、

テキサス•インスツルメンツ（ Texas Instruments）、ポラロイド（ Polaroid）、 ABB

（Asea Brown Boveri）など、多くの企業が積極的にシックスシグマを導入した。特に、

ゼネラル•エレクトリックが強力に推進したシックスシグマの革新戦略がウォール街の金

融アナリストから認められ、もっと拡散された。 

シックスシグマが従来の経営革新の方法と異なる点は、すべてのことを「シグマレベル」

という共通の単位で測定し管理するということである。シックスシグマの適用範囲は、主

に製造業が中心であるが、製造業の製造部門に留まらず、営業部門、企画部門などの間接

部門への適用、更にはサービス業などの非製造業への適用も多い。統計分析手法、品質管

理手法を体系的に用いて製品製造工程などの各種プロセスの分析を行い、原因の特定やそ

れへの対策を行って、不良率の引き下げや顧客満足度の向上などをしていく１）。 

シックスシグマは、資源の無駄を最小限にする同時に、顧客満足度を向上させる方法で

あり、日常的な企業活動を設計∙監督して収益性を大幅に向上させるビジネスプロセスで

ある２）。シックスシグマの最終的な目的は、顧客の満足度を最大化して企業の収益性を

向上させることである。 

しかし、シックスシグマを導入した多くの企業は、アライドシグナルやゼネラル•エレ

クトリックのような成果を出していない。その最も重要な原因は、シックスシグマの文化

的要素の実行とリーダーシップの不在にある。シックスシグマの持続的かつ安定的な成果

を得るためには、必ず「文化的な変化（cultural change）」が裏付けなければならない

２）。 

シックスシグマの構成要素は、大きく二つに分ける。それは、シックスシグマの戦略と

戦術をよく実行できるようにする技術的要素と、組織がシックスシグマの戦略と戦術をよ

く受け入れることができるようにする文化的要素である。シックスシグマ関する既存の論

文などの文献は技術的要素に関するものであり、つまり、シックスシグマプロジェクトの

選定、推進職員の選抜、シックスシグマの教育、コンサルタントの選定と指導力、シック

スシグマプロジェクトの管理などは技術的要素に属する。 

シックスシグマの文化的要素に属するものには、①シックスシグマのリーダーシップ

（leadership）、②シックスシグマ活動の支援、③シックスシグマ活動の成果に対する報

償と認定、④組織員のシックスシグマの重要性に間する認識などが挙げられる２）。 

シックスシグマの焦点は、単に百万個あたりの不良の数ではなく、企業組織のすべての

面でシックスシグマを達成することにある。全社的に全職員がシックスシグマを一つの企

業文化として受け入れ、文化的な変化をしなければならない。そのため、企業の文化的な

変化はシックスシグマの成否を左右する最も重要な要因の一つになる。 

これは、シックスシグマを受け入れる主体は組織であり、組織が変化を受け入れてシッ

クスシグマを組織に溶け込むことができる、文化的な変化があってこそシックスシグマも

成功するということを意味する。シックスシグマの成功のためにはいくつかの資源が必要

であるが、何よりも重要なのは人である。物理的な与件をそなえてもその人の心構えと行

動方式、つまり文化が裏付けされていない場合は、シックスシグマの実行は困難になるた
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めである。 

シックスシグマの文化的な変化は管理するものであり、そのためには、シックスシグマ

自己診断が不可欠である。 Eckes は、『 Making  Six Sigma Last： Managing  the 

Balance Between Cultural and Technical Change』（2001）のなかで、シックスシ

グマの自己診断の設計として‘Q×A=E 評価式’を提示している 1）。 

新活力事業の成功的な推進のためにもシックスシグマの文化的な変化の管理が必要であ

る。既存の農山漁村地域開発政策とは異なって、新活力事業はボトムアップ型の住民主導

事業であり、ハードウェア中心からソフトウェア中心の事業推進方式が強調された。新活

力事業を推進する主体である地方自治体と新活力事業団などは、文化的に変化する必要が

あり、その管理のためには自己診断が要求される。  

したがって、本研究では  新活力事業をシックスシグマの文化的要素に適応し、 Q×A=E

評価式による自己診断を行う。 

 

２.２ 分析の設計  

 

２.２.１ 新活力事業の文化的要素 

 

① 新活力事業のリーダーシップ 

シックスシグマに成功した事例には必ず優れたリーダーがいる。新活力事業の場合でも

そのような実例がある。忠清北道の永同郡は、第１期の新活力事業では低い成果で事業脱

落の危機にまで追い込まれていたが、地方自治体の長の交代と推進体制の整備により、第

２期の新活力事業では最優秀市·郡に選定された 3）。新活力事業のリーダー自身が、情熱

的に献身する準備ができていないか、事業の重要性を認識していない状況では、組織の文

化を変えることはできない。 

新活力事業のリーダーに必要とされる役割は、以下のとおりである。 

・事業に情熱的に献身する。 

・事業のプロジェクトが成功するよう、十分な資源を提供する。 

・事業推進団の会議を定期的に開催して参加する。 

・最高の人材により事業推進団を構成する。 

・教育に対する支援と関心を傾ける。 

・構成員への動機づけと管理を行う。 

・組織の変化の必要性と事業ビジョンを具体化する。 

 

② 新活力事業の活動支援 

ⅰ）新活力事業団長の活動支援 

新活力事業団長は、新活力事業に対する哲学と意志、信念を組織に伝播させ、プロジェ

クトの遂行を強力にサポートする。事業団長の役割は、以下のとおりである。  

・事業団のための資源（時間、人材、金）を探す。 

・事業団の努力と手間を擁護する立場に立つ。 

・事業団が事業の進行中に行政的な問題に発生した場合、積極的にサポートする。 
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・事業団が多数の協力を必要とする場合、順調に解決できるよう関係者と協力する。 

・事業団のプロジェクト成功に対して責任を負う。 

 

ⅱ）新活力事業の統括部署の活動支援 

新活力事業を推進する地方自治体では、新活力事業の推進活動を支援して管理する統括

部署を新設していた。統括部署の役割は、以下のとおりである。  

・事業を展開する。  

・事業の活動を支援する。  

・事業マーケティングを行う。  

・事業の中長期計画を策定する。  

・事業の人材を教育·育成する。  

・事業の報償システムを構築する。  

・事業の活動を共有する。  

・事業コンサルタントを運営する。  

 

③ 新活力事業活動の成果に対する報償と認定 

インセンティブ制度は、事業参加主体に成果を出すモチベーションとなるため、事業推

進の強力なツールであり、また、文化を変化させる強力なツールでもある。新活力事業で

は、毎年の事業成果評価の実施結果によって中央政府から地方自治体に  インセンティブ

を提供した。しかし、地方自治体内ではインセンティブ制度が構築されていなかった。  

 

④ 事業参加主体の新活力事業の重要性に間する認識 

あらゆる変化は、抵抗に直面するのが常識的である。新活力事業では、事業参加主体  

の行動や働き方など全ての面においての変化が必要とされる。  新活力事業の参加主体が

既存の文化を脱皮し、新しいパラダイムを受け入れることは簡単ではない。事業が成功す

るために最も必要な要素は、事業参加主体が地域発展のために事業の重要性を認識して積

極的に実行することである。  

 

 

２.２.２ 新活力事業の Q×A=E 評価式 

 

まず、本章での自己診断の基になる Q×A=E 評価式についての検討を行う。Q×A=E 評価

式での Q は、品質（Quality）を意味し、シックスシグマの戦略と戦術を実行できるよう

にする技術的要素を反映する。A は、受容度（Acceptance）を意味し、組織の文化がシッ

クスシグマの戦略と戦術をどれだけ受け入れているかを示す。そして効果を意味する E

（Effectiveness）は、組織が事業をどれほど成就したかを示す。 

Q×A= E評価式で分析を行う理由は、新活力事業の開始時期からまるで品質レベルを  モ

ニタリングするように、変化を受け入れる程度も  モニタリングをするという意味で重要

である。10 の成果があっても１の収容度も持っている限りは 10 の効果しか期待すること

ができないが、たとえ ５の成果だけあっても 10 の収容度を持つと 50 の効果が期待され
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る。結果的には低コストをかけても積極的な 収容度 によって、前者よりも後者の場合が

５倍の効果があるという理論である。つまり、いくら高い成果が期待される品質運動も変

化に対する抵抗が大きい場合には成功的な定着が不可能であることを示す。 

Q×A=E 評価式における、Q（Quality）と A（Acceptance）の評価要素が表６－１のとお

りである。 

 

 

表６－１ Q×A=E評価式の評価要素 

 評価要素 

Q（Quality） 

・戦略的なシックスシグマの経営システムを創出した程度 

・シックスシグマの教育が効果的で効率的な程度 

・シックスシグマのコンサルタントが効果的で効率的な程度 

・シックスシグマのプロジェクト管理の有効性 

・シックスシグマの組織基盤 

A（Acceptance） 

・シックスシグマに対する変化の必要性の創出 

・シックスシグマのビジョンの具体化 

・シックスシグマに対する参加の結集力と抵抗の管理 

・シックスシグマ文化の受容力の測定 

・シックスシグマに影響を与えるシステムと構造の修正 

・シックスシグマのリーダーシップ 

出典：文献１） 

 

 

また、自己診断の得点は、表６－２のように一般的に解釈される 1）。 

 

表６－２ Q×A=E評価式の点数による評価 

Q×A=E点数 評価（活動の成果） 

0～20 シックスシグマにお金を無駄に使った 

21～40 ある程度の結果は得られているが、重点課題は残っている 

41～60 
重要な結果を多く得たが、プロジェクトに焦点をあてた事業の活動が

必要とされる 

61～80 推進組織が文化的変革の道に入ったが、時間が掛かりそうである 

81～100 高い水準の推進組織である 

出典：文献１） 
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本研究では、以上の Q×A=E 評価式を基に。新活力事業での Q（ Quality）と A

（Acceptance）の評価要素をそれぞれ５つに設定する。この評価要素については、新活力

事業の専門家やコンサルタントに検討してもらった。 

新活力事業の Q×A=E 評価式においての Q（Quality）と A（Acceptance）の評価要素は

表６－３のとおりである。 

 

表６－３ 新活力事業のQ×A=E評価式の評価要素 

 評価要素 

Q（Quality） 

・プロジェクトの重要性 

・担当者の能力（参加主体別の実務責任者） 

・教育 

・コンサルティング 

・プロジェクトの管理 

A（Acceptance） 

・リーダシップ 

・事業団長の役割 

・報償と認定 

・重要性の認知度 

・総括部署の役割 

 

 

新活力事業の自己診断の得点による分析も、表６－２の Q×A=E 評価式を基に解釈する。

また、理解度グループ別と参加主体の出身組織別に比較分析も行う。 

新活力事業は、従来の事業とは差別されて推進方式などの側面で初めて試みた事業であ

るため、自己診断における評価者の事業に対する理解度と参加主体の出身が重要である。

それによって新活力事業をみる観点と認識の違いが表れる。そのため、評価の分析基準に

含まれるべきである。 

新活力事業の自己診断は、事業団長や専門家などを含め、実際に新活力事業を推進した

すべての参加主体を対象してその認識と評価を比較分析するため、４のグループに区分し

た。 

 

 

２.３ 設問項目の設定 

 

本章のアンケート調査も第２章で述べたアンケート調査である。その設問項目には、前

節で検討された新活力事業の Q×A=E 評価式の評価要素に関する設問項目と、ほかにも設

問項目を追加した。新活力事業に参加している主体が認識する事業の理解度と成果·展望、

強み·弱みに関する設問項目を加わえた。 

本章の設問指標では、 ①理解度（４）、 ②事業の質：Q（Quality）（５）、③事業の
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受容度：A（Acceptance）（５）、 ④事業の成果と展望（２）、 ⑤事業の強みと弱み

（２）という５つ（計 14）から構成される。なお、カッコ内の数値は設問項目数である 

アンケート調査の回答方式は、リッカート５点尺度を用いた。「とても肯定」、「概ね

肯定」、「どちらとも言えない」、「概ね否定」、「とても否定」の順に、５点から１点

を与えた。 

一方、各項目について、評価者の回答の評価値に２をかけ、平均して最終値を算出した。

Q（Quality）値は、質問１～５までの各質問における平均値をさらに平均した値となり、

同様に、質問６～10 までの各質問における平均値を平均した値が A（Acceptance）の値と

なる。これを通じて得られた Q値と A値を掛けたものが E（Effectiveness）の値となる。 

 

表６－４ アンケート調査の設問項目 

設問指標 設問内容 

■理解度 

0.事業の理解度 私は新活力事業に対する十分な知識を持っている 

■事業の質：Q（Quality） 

1．プロジェクトの重要性 プロジェクトは実施的重要な問題を扱っている 

2．担当者の能力 
事業の担当者（総括部署、事業部署を含め）は部署の中で

も優秀である 

3．教育 教育は効果的•効率的に実施されている 

4．コンサルティング 
コンサルティングにより、プロジェクトの指導が効果的・

効率的に行われている 

5．プロジェクトの管理 プロジェクトに対するの管理は効果的に行われている 

■事業の受容度：A（Acceptance）＝文化的変化の水準 

6．リーダシップ 
自治体の（副）団体長は新活力事業に対する情熱と確固た

る意志を有している 

7．事業団長の役割 
事業団長は、総括と事業部署がプロジェクト遂行に集中可

能な支援と環境を備えている 

8．報償と認定 
報償と認定のシステムは事業推進主体に刺激を与えるのに

十分である 

9．重要性の認知度 新活力事業は自治体の成功と発展のために重要である 

10．総括部署の役割 
総括部署は要求を受けながら、それを最大限に反映するた

めに努力している 

■事業の成果と展望 

11. これまでの事業の成果 今までの新活力事業は成功している 

12. 今後の事業の展望 これからの新活力事業が成功すると確信している 

■事業の強みと弱み 

13．事業の活動の強み 新活力事業の活動において最も良い点は何か 

14．事業の活動の弱み 新活力事業の活動において最も弱い点は何か 
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第３節 分析結果 
 

３.１ 自己診断の点数  

 

新活力事業のシックスシグマ自己診断の質問調査結果による自己診断得点は、表６－５

である。新活力事業のプロジェクトの重要性が 8.17 点で相對的に高い方である。地方自

治体が最も力を入れる活動に新活力事業を挙げるほど、地域では新活力事業の重要性につ

いて共感している。また、今後の新活力事業の展望よりはこれまでの事業成果をもっと評

価している。 

一方で、報償と認定が最も低い（7.10 点）。新活力事業の報償と認定のシステムは事

業推進主体の動機づけに十分には貢献していないことが分かる。人々は動機づけと激励に

よって力を得る。金銭的な補償と共に成就、所属感、認定、自負心などのような個人内面

を満足させ、自発的に主体は行動することになる。新活力事業の成果達成に対する報償と

認定は、事業推進主体だけでなく地域全体に事業の重要性が強調され、文化的な変化 が

起きる。事業主体に新活力事業に対する確信を与えられるように、適切な報償と認定制度

の策定が必要である。 

平均的には新活力事業の質と受容度がほぼ同く、質の Q が 7.76 点、受容度の A が 7.89

点である。Q×A＝E評価式による分析の結果、新活力事業に対する全体的な得点は 61.2と

なる。 新活力事業の自己診断の得点は前述した表６－２の評価によると、新活力事業を

推進する組織が文化的変革の道に入ったものの、時間がもう少しかかるものと解釈できる。 

 

表６－５ 自己診断得点 

評価指標 得点 

0．新活力事業の理解度 7.82 

新活力事業の質 

Q（Quality） 

1．プロジェクトの重要性 8.17 

2．担当者の能力（参加主体別実務責任者） 7.96 

3．教育 7.70 

4．コンサルティング 7.20 

5．プロジェクトの管理 7.76 

平均 7.76 

新活力事業の受容度 

A（Acceptance） 

6．リーダシップ 8.16 

7．推進組織長の役割 7.69 

8．報償と認定 7.10 

9．重要性の認知度 8.34 

10．総括部署の役割 8.19 

平均 7.89 

11．これまでの新活力事業の成果 8.19 

12．今後の新活力事業の展望 8.13 
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新活力事業の活動について回答者が記述した強みと弱みを１位から５位まで整理したも

のが表６－６である。強みに対する回答者は計 79 人、弱みに対する回答者は計 59 人であ

る。 新活力事業活動の最大の強みはブランドパワーの向上であり、弱みは専門家の不足

である。ブランド力の向上は、新活力事業が地域の特化資源を中心に生産、加工、体験観

光などの連携を通じて地域ブランドを構築する事業であったためである。また、新活力事

業が既存事業と違う事業方式で推進されたため、関連する専門家が不足であった。  

 

 

 

３.２ 事業の理解度による分析  

 

新活力事業の理解度によって評価集団を３つのグループに分類した。「私は新活力事業

について十分な知識を持っている」という新活力事業の理解度を問う質問に対して「概ね

同意」、もしくは「とても同意」と回答した評価者を A グループ、「普通」と回答した回

答者は B グループ 、「おおむね否定」と「非常に否定」と回答した回答者を C グループ

に分類した。全体のアンケートの回答者 173 名のうち、A グループは 124 人、B グループ

は 44人、C グループは 5人となった。各グループにおける自己診断点数は表６－７の通り

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６－６ 事業活動の強みと弱み（応答者数/総応答者数） 

事業活動の強み 事業活動の弱み 

１．ブランドパワーの向上（26/79） １．専門家の不足（18/59） 

２．地域力の強化（18/79） ２．持続的な推進の困難（13/59） 

３．地域資源に特化した発展（14/79） ３．積極的な住民の参加不足（11/59） 

４．担当公務員の推進意志（12/79） ４．コミュニケーションの不十分（9/59） 

５．積極的な住民の参加意識（9/79） ５．事業費の不足（8/59） 
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表６－７ 理解度別グループによる自己診断得点と平均差の検証 

評価グループ 

（サンプル数） 

評価指標 

(同意) 

Aグループ 

（124） 

(中間) 

Bグループ 

（44） 

(否定) 

Cグループ 

（5） 

p値 

０．新活力事業の理解度 8.61 6.00 4.00 0.000 

Q 

新活力事業の質 

１．プロジェクトの重要性 8.63 7.05 6.00 0.000 

２．担当者の能力 

（参加主体別実務責任者） 
8.34 7.09 4.80 0.000 

３．教育 8.10 6.84 5.20 0.000 

４．コンサルティング 7.58 6.50 3.60 0.000 

５．プロジェクトの管理 8.15 6.77 5.20 0.000 

平均 8.16 6.85 4.96 0.000 

A 

新活力事業の 

受容度 

６．リーダーシップ 8.44 7.55 5.20 0.000 

７．推進組織長の役割 7.98 6.95 5.60 0.000 

８．報償と認定 7.32 6.41 4.80 0.001 

９．重要性の認知度 8.65 7.59 5.20 0.000 

10．総括部署の役割 8.53 7.41 5.20 0.000 

平均 8.18 7.18 5.20 0.000 

11．これまでの新活力事業の成果 8.65 7.09 6.40 0.000 

12．今後の新活力事業の展望 8.58 7.09 5.20 0.000 

 

表６－７をみると、新活力事業に対する理解度が高いほど事業に対する肯定的な評価と

なり、理解度が低いほど事業に対して否定的な評価となる。これは、教育が事業の成功に

に不可欠な要素（critical success factor）の一つであるという事実を示すものであ

る。 

事業理解度により評価の違いがあるという仮説を検証するために、３グループに対して

平均値の差の検定を行った。３グループにおける各評価基準の p 値はすべて 0.000 となり、

95％の信頼水準で有意であった。つまり、新活力事業に対する理解度によって、各評価基

準に対する評価には差があると言える。 

次の図６－１と図６－２は、新活力事業の理解度による品質（Quality）要素と受容度

（Acceptance）要素について、３つのグループの評価結果を示したものである。 

品質要素についての評価結果を見ると、１．プロジェクトの重要性が最も良いものと評

価されていた。A グループと C グループでは、プロジェクトの重要性が高く評価されてい

たことより、自治体で遂行している新活力事業は実際に重要な事業であると解釈できる。

一方で、４．コンサルティングでは、他の品質評価基準と比べて相対的に低い評価となっ

ていた。これは、専門人材の不足により、自治体の新活力事業の特性に合うコンサルティ

ングが十分に行われなかったことが推察される。 
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図６－１グループ別理解度による品質要素の評価 

 

受容度要素の評価では、９．重要性の認知度が他の基準と比べて高い評価となっていた。

よって、新活力事業が自治体の成功と発展のために大変重要であると考えられている。一

方で、８．報償と認定は、他の評価基準と比べて低い評価となっていた。新活力事業の活

動に対する適切な報償と認定制度の策定が必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６－２グループ別理解度による受容度要素の評価 

 

 

３.３ 参加主体による分析  

 

参加主体を大きく、自治体の公務員（統括部署）、自治体の公務員（事業部署）、地域

協力団（民間専門家）、地域住民（細部事業の参加）の４つのグループに区分して分析を

行う。各参加主体の構成比率は、表６－８である。  

 

 
■A グループ ■B グループ ■C グループ 

（単位：点） 

 
■A グループ ■B グループ ■C グループ 

（単位：点） 
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表６－８ 参加主体別グループの構成比率 

グループ 

（サンプル数） 

対象 

Aグループ 

（124） 

Ｂグループ 

（44） 

Cグループ 

（５） 

自治体の公務員（総括部署） 82.6％ 15.9％ 1.5％ 

自治体の公務員（事業部署） 67.5％ 27.5％ 5.0％ 

地域協力団（民間専門家） 76.9％ 20.0％ 3.3％ 

地域住民（細部事業の参加） 50.0％ 47.1％ 2.9％ 

 

各参加主体による自己診断点数は、表６－９の通りである。新活力事業の理解度が高い

自治体の公務員（統括部署）と地域協力団（民間専門家）は、すべての質問に対して高い

点数をつけている。一方で、相対的に新活力事業に対する理解度が低い自治体の公務員

（事業部署）と地域住民（細部事業の参加）は、低い点数をつけている。  

新活力事業の理解度は、自治体の公務員（統括部署）、地域協力団（民間専門家）の順

に高い。これは、自治体の公務員の場合、事業部署より統括部署のほうが頻繁に交代され

なくて、統括部署の公務員が相対的に長期勤務をしたためである。 

また、参加主体ごとに評価の違いがあるという仮説を検証するために、参加主体に対し

て平均値の差の検定を実施した結果、０、１、７の３評価基準のみで 95％の信頼水準で

有意となった。つまり、部分的ではあるが参加主体によって新活力事業に対する評価に差

がある。 
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表６－９ 参加主体による自己診断得点と平均差の検証 

評価グループ 

（サンプル数） 

評価指標 

總括部署 

(51) 

事業部署 

(25) 

專門家 

(18) 

地域住民 

(18) 
p値 

0.新活力事業の理解度 8.23 7.50 8.07 7.12 0.002 

Q 

新活力事業の質 

１．プロジェクトの重要性 8.49 8.10 7.93 7.71 0.045 

２．担当者の能力 

(参加主体別実務責任者) 
7.74 8.05 8.13 7.94 0.610 

３．教育 7.71 7.48 8.07 7.62 0.321 

４．コンサルティング 7.42 7.00 7.53 6.88 0.261 

５．プロジェクトの管理 8.03 7.55 7.53 7.65 0.270 

平均 7.88 7.64 7.84 7.56  

A 

新活力事業の受容度 

６．リーダーシップ 8.20 8.25 8.13 7.76 0.487 

７．推進組織長の役割 7.83 7.20 8.27 7.29 0.017 

８．報償と認定 7.25 6.70 7.40 6.59 0.181 

９．重要性の認知度 8.23 8.30 8.60 8.06 0.573 

10．総括部署の役割 8.46 7.95 8.07 7.82 0.126 

平均 7.99 7.68 8.09 7.51  

11．新活力事業の成果 8.29 7.95 8.60 7.88 0.194 

12．新活力事業の展望 8.26 7.80 8.33 8.00 0.429 

 

 

３.４ 参加主体別新活力事業の活動の強みと弱み  

 

各参加主体による新活力事業の活動の強みと弱みに関する自由記述回答について１位か

ら５位まで整理すると、表６－10 のようになる。 

ここで注目すべき点は、参加主体によって互いに相反する見解を示している点であり、

これは新活力事業に対する取り組みが参加主体により異なることを示す。 

地方自治体の公務員（統括部署）は、新活力事業の活動の最も大きな強みとしてブラン

ドパワーの向上を挙げている。地方自治体の公務員（事業部署）と地域協力団（民間専門

家）は、新活力事業の活動の最も大きな強みとして地域力の強化をあげている。また、地

域住民（細部事業の参加）は、地域資源の特化発展を挙げている。  

地方自治体の公務員（統括部署）は、新活力事業を通じて地域が知らされ、観光客が増

加されることで実感した。地方自治体の公務員（事業部署）と地域協力団（民間専門家）

は、従来とは違う推進方式と内容で事業推進に困難さが大きいだけに、これを克服し、推

進できる地域力の強化が一番の強みである。地域住民の立場では、地域の資源を中心に事

業が推進され、架空工場や体験観光のような新規事業も可能で、なお事業の規模化や高度

化などで地域資源の特化発展ができることに注目している。  

一方、自治体の公務員（総括部署）、自治体の公務員（事業部署）、地域協力団は、新

活力事業の活動の大きな弱みとして専門家の不足をがをあげている。反面、地域住民は事
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業費の不足などをあげている。  

自治体の公務員（総括部署）、自治体の公務員（事業部署）、地域協力団は、新活力事

業の推進は困難が多く、事業をよく理解して推進する人力の不足が一番の問題となった。

地域住民の立場からすると、年に 20～30 億ウォンの事業費で実行できる事業には限界が

あり、連携事業を推進するには予算が足りないと評価している。 

 

表６－10 参加主体別新活力事業の活動の強み（回答者数/回答者の総数、比率（％）） 

 自治体の公務員 

（総括部署） 

自治体の公務員 

（事業部署） 

地域協力団 

（民間専門家） 

地域住民 

（細部事業参加） 

強

み 

１ 
ブランドパワーの向上 

（19/51、37.3） 

域力の強化 

（7/25、28.0） 

地域力の強化 

（6/18、33.3） 

地域資源に特化した発展 

（5/18、27.8） 

２ 
担当公務員の推進維持 

（6/51、11.8） 

積極的住民の参加意識 

（3/25、12.0） 

担当公務員の推進維持 

（2/18、11.1） 

担当公務員の推進維持 

（3/18、16.7） 

３ 
積極的住民の参加意識 

（5/51、9.8） 

ブランドパワーの向上 

（3/25、12.0） 

地域資源に特化した発展 

（2/18、11.1） 

ブランドパワーの向上 

（3/18、16.7） 

４ 
地域資源に特化した発展 

（5/51、9.8） 

地域資源に特化した発展 

（2/25、8.0） 

ブランドパワーの向上 

（1/18、5.6） 

地域力の強化 

（3/18、16.7） 

５ 
地域力の強化 

（2/51、3.9） 

担当公務員の推進維持 

（1/25、4.0） 

積極的住民の参加意識 

（1/18、5.6） 
－ 

弱

み 

１ 
専門家の不足 

（8/53、15.1） 

専門家の不足 

（4/21、19） 

専門家の不足 

（4/16、25.0） 

事業費の不足 

（2/13、15.4） 

２ 
持続的推進の困難 

（8/53、15.1） 

持続的推進の困難 

（4/21、19.0） 

積極的な住民の参加不足 

（4/16、25.0） 

積極的な住民の参加不足 

（2/13、15.4） 

３ 
意思疎通の不十分 

（5/53、9.4） 

意思疎通の不十分 

（2/21、9.5） 

事業費の不足 

（2/16、12.5） 

専門家の不足 

（1/13、7.7） 

４ 
積極的な住民の参加不足 

（3/53、5.7） 

積極的な住民の参加不足 

（2/21、9.5） 

持続的推進の困難 

（1/16、12.5） 

意思疎通の不十分 

（1/13、7.7） 

５ 
事業費の不足 

（2/53、3.8） 

事業費の不足 

（2/21、9.5） 

意思疎通の不十分 

（1/16、12.5） 
－ 

 

 

第４節 自己診断による新活力事業の事業推進力評価 

 

自己診断による新活力事業の事業推進力を評価すると、次の通りである。 

第一に、Q×A=E 評価式による新活力事業の自己診断点数 61.2 は、推進組織が文化的変

革の道に入ったが時間がもう少しかかるものと解釈できる。これは、６年間の新活力事業

を推進した結果、量的拡大に対応する質的準備が必要であるという意味である。また、 

新活力事業の事業初期では９カ年推進計画であったが、６年間の事業期間で早期終了した

ため、当初の計画通りに実施できなかった結果でもある。 

第二に、参加主体の自己診断の結果によると、新活力事業の重要性に対する認知度が重

要な事業の成功要因であるということがわかる。 
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第三に、新活力事業に対する理解度が高いグループほど、事業のあらゆる側面について

比較的に肯定的な評価をしている。理解度が高い自治体の公務員（総括部署）や地域協力

団（民間専門家）が自治体の公務員（事業部署）と地域住民に比べて新活力事業の品質と

受容度で相対的に高い点数を示している。これは、事業に対する理解度を向上させる教育

が最も重要な事業の成功要因（critical success factor）であるということが判明する。 

第四に、自治体の公務員と専門家の場合は、新活力事業の受容度指標と成果に高い点数

を与えた一方、地域住民は新活力事業の品指標と展望に高得点を与えた。同じ評価基準に

ついても、評価する観点、すなわち、主体の立場によって評価が違う。  

第五に、参加主体によって新活力事業の強みと弱みに関する認識も違う。 

 

 

第５節 まとめ 
 

「測定がなければ改善もない」はよく知られている名言である。これは、新活力事業の

活動の管理でも同様である。地域の革新と地域経済の活性化のためには、次の三つの基本

的な質問に答えられなければならない。つまり、現在のレベルは?（Baseline）、目標水

準は?（Goal）、目標をどれほど達成したのか?（Progress review）である。これらに関

する測定がなければ、質問には答えられない。 

新活力事業は既存の農山漁村地域開発事業とは違い、ソフト面を強調した。産学研官の

事業主体間における有機的なネットワークの活性化を通じて農山漁村地域の事業の力を高

め、持続可能な事業システムを構築することが試みられているが、これを受け入れない抵

抗勢力とは衝突することになる。 新活力事業の持続的かつ安定的な成果のためには、こ

の抵抗を乗り越えて、「文化的変化（Cultural change）」を定着させなければならない。

そのためには、 新活力事業の自己診断が必須である。事業活動をモニタリングし、今後

の戦略的方向性を確認するための測定、つまり自己診断は、事業の成功的な推進のために

必要である。 

本章では、地域の革新と地域経済の活性化を引き出すための新活力事業における文化的

変化の管理に必須となる自己診断を、Eckes（2001）が提示した自己診断モデルを基づい

て分析を行い、以下の知見が得られた。 

第一に、新活力事業に対する理解度が高いほど、新活力事業のすべての面について肯定

的に評価していたことから、新活力事業に対する普及啓発が不可欠な成功要素の一つであ

ると考えられる。新活力事業に対する十分な教育は、地域の力を強化させ、新活力事業の

成功のための動力源となると考えられる。  

第二に、  同じ評価基準についても、捉える観点によってその評価が変わる。新活力事

業の自己診断を通じて事業活動を評価し、参加主体がこれから事業をどう推進していくべ

きかについての具体的な方向を提示できる。自己診断は参加者の行動を各事業の政策目標

と方向に誘導する役割を果たす。参加者は自己診断を通じてどこに進むべきか、具体的な

方向を案内され、一線にいる参加者たちにはハッキリとした実行基準の役割を果たすこと

が期待できる。  

第三に、新活力事業の自己診断は一度で終了ではなく、定期的に実施されるような管理
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システムの導入が必要とされる。新活力事業を含めた住民主導型のボトムアップ型事業を

成功させるためには、文化的変化に対する受容度が重要であり、そのための定期的な自己

診断を実施しなければならない。   
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第７章 考察 

 

第１節 本研究の分析結果にみる農山漁村地域開発政策の成果分析

と管理のための課題  
 

本研究は、韓国の農山漁村地域開発政策の発展観点から、新活力事業の特徴と意義など

を確認し、評価した。そのため、落後地域政策の変化と新活力事業の特徴をみて、新活力

事業を、内発的地域発展のための推進メカニズムの評価、持続的成果管理のための PDCA

サイクルの活用、事業主体の自己診断による事業推進力の評価を行った。 

第一に、従来の落後地域開発政策と比べ、新活力事業は地方自治体の自立性と地域主体

の力量強化を強調した事業である。当時にしては破格であるともいえるほど、地方自治体

に事業計画の策定と事業実行の自律性を与えた。 

新活力事業の成果は、産業の融•複合化、力量強化、ブランド化などで明らかになった。

新活力事業の大部分は、1 次の原料である農産物を加工し、２次産業である加工製品を生

産し、農漁村の景観とアメニティを活用して３次産業と連携した産業の融・複合化を追求

した。特に、新活力事業の最大の成果の一つは、農家ごとに散らばって栽培された小規模

の農業特産物を大規模化•特化して地域を代表する商品として育成したことである。農業

特産物などと関連する地域の祭りやイベントを支援する事業も活発に行われた。 

河東郡の事例とような実証事例があったが、個人の力量だけでなく、信頼と協力に基づ

いた組織の力量を育てることに重点を置く政策方向の設定と、教育プログラムの継続的な

推進が必要である。新活力事業の推進体系である地域協力システムの制度化に関連して注

目する必要がある。これらの制度的基盤が新活力事業の遂行過程において生産協約（緑茶

など）という形で登場している。今後の政策立案過程では、これらの自発的・住民主導で

行われる制度的基盤作りに力点をおくべきである。 

第二に、内發的地域発展のためには新活力事業の推進メカニズムのように、順次的な事

業推進と、持続可能な地域経済体制の構築が重要であるということが確認できた。新活力

事業は地域主導のボトムアップ式の推進と自立的な発展力の強化に焦点を置いて、革新主

体（Actor）が体系（System）的に比較優位を持つ先導産業（Project）を遂行するという

ASP モデルという推進方式を持っていた。短編的な成果中心の評価をしてきた従来の事業

では内政的地域発展にしての政策的成果を確認するのに限界があったが、本研究では韓国

の農漁村地域開発事業の成果評価で最初に推進メカニズムに対する検証を試した。その結

果、力量強化を基に、システムを構築し、これを土台に地域経済を活性させる流れが妥当

だということを実証した。 

つまり、新活力事業の推進メカニズムの検証結果は、事業が持続可能な推進力を確保す

るために参加主体の力量を体系的に結集して事業を行うべきであるということが確認でき

た。これは住民たちの教育などで自発的•自律的に事業システムを備えるようにすること

が新活力事業の重要な示唆の一つである。新活力事業は、住民の教育などを通じた力量強

化と人材育成が重要であった。新活力事業の最も重要な軸は、住民の教育によって住民自

らが自発的•内発的な自立システムを備えるようにすることであった。このため、新活力
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事業は、ハードウェアの割合が 50％を超えないように制限した。これは、既存の事業が

ハードウェア中心の補助金事業であったため、住民の意識改革なしの予算の無駄使いであ

ったという反省から、住民の力量強化が強調された。力量強化事業の一環として、様々な

品目別•事業単位別の研究会も運営された。 

第三に、PDCA サイクルの活用した新活力事業の成果管理の実証分析では、事業段階間

の有意な影響を与えたことから、各段階の計画と管理の重要性を確認した。特に地域の自

立性が強調されるボトムアップ式事業計画の成果目標を達成するためには、何よりも事業

計画の策定の重要性がわかる。 

ハードウエア構築を主な目的とした過去の落後地域支援事業とは違って、新活力事業は

地域イノベーションのための人材育成、そして差別化された戦略など、ソフトウエアー中

心の事業が主内容である。この場合には PDCA サイクルのような成果管理モデルが有用で

あることを確認した。 

また、事業の計画－実行－点検のサイクルで、事業計画段階と事業実行段階の両方が成

果創出に影響を与えるが、特に事業計画段階自体が独立的に成果創出に影響を与えること

が分かった。これは事業計画段階から、政策対象と推進方式、そして成果管理などの体系

的に事業運営計画が整えなければ、成果を担保できないということである。何よりも持続

的な事業推進と成果管理のためには、標準化された事業推進方式が重要だという認識の拡

散のきっかけとなった。実際に、新活力事業の終了後に推進されているほとんどの落後地

域開発事業では、事業の成果管理を持続的にしようとする努力が見られる。 

第四に、自己診断の分析結果では、理解度と参与主体によって新活力事業をみる観点と

認識の違いがあるということを確認した。新活力事業に対する理解度が高ければ高いほど、

すべての側面で肯定的な評価が行われたという事実から、教育が核心的な成功要素の一つ

に違いない。また、同じ評価基準に関しても参与主体別（公務員（総括部署、事業部署）、

地域協力団、地域住民)の事業をみる視点によって、評価が違う。地域問題に対する地域

の各主体の自立的な対応が要求され、参加主体による自己診断で事業推進力を診断した結

果をもとに事業の戦略的方向を導出することが必要である。また、教育を通じた力量強化

のために自立的な学習組織の形成によって、地域ガバナンスの確立にも繋がる。 

事業が推進される最初から品質成果をモニタリングするように、何よりも変化を受け入

れる程度もモニタリングしなければならない。結果的に高い成果が期待される事業でも変

化に関する理解度が少なければ、成功的な定着は不可能であることを QxA=E 評価式は説明

している。 

本研究は、韓国の落後地域開発政策で最もパラダイムの変化を与えた事業として評価さ

れる新活力事業の特徴と意義を確認•評価した。従来の落後地域開発事業とは違って、新

活力事業は事業内容、推進体系、事業計画、推進過程、成果管理などで根本的な変化を試

みた最初の事業である。このような政策的変化を大きく反映した新活力事業を、本研究は

政策発展の観点から分析した。 

新活力事業が推進されてから、以降の韓国の落後地域開発事業を含めた農山漁村地域開

発政策にも変化が現れた。まず、ソフトウエアの事業プログラムの割合が高くなり、その

事業必要性や重要性に対する共感帯も拡散している。また、事業参加主体の力量強化のた

めの教育事業が、ほとんどの事業において重要な事業として位置づけられたことも大きな
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変化だといえる。 

新活力事業は、落後地域開発政策を関連政府部署が協力して推進した最初の事業でもあ

る。従来の落後地域開発事業は中央政府の特定部署を中心に推進されたが、新活力事業は

いくつの政府部署を含めた大統領直属の国家均衡発展委員会によって推進された。現在も

国家均衡発展委員会は地域発展委員会と改名し、地域開発事業を総括的に推進している。 

新活力事業の事業対象地域は落後地域の選定指標によりを選定し、発達から遅れた程度

によって事業費の差等支援と事業全体に対する包括支援を行った最初の事業でもある。こ

のような事業推進方式は、次期の大統領（イ•ミョンバク）政権でも包括補助事業が落後

地域開発政策の土台となり、現在も持続的に推進されている。 

新活力事業が終了し、一般農山漁村開発事業と統合されたが、新活力事業の推進方式と

推進体系が拡散され、新活力事業の事業プロジェクトとして強調した６次産業(１•２•３

次産業の融•複合)が現在のパク•クネ政権の代表的な政策となっていることも政策変遷過

程において意義がある。新活力事業は、内政的地域発展という政策目的を一般化させ、地

方分権とともに農山漁村地域開発政策の主要のアジェンダになる契機となった。 

新活力事業は、韓国の農山漁村地域開発政策に対する大きな変化をもたらし、その変化

が内政的地域発展と力量強化の機会となり、農業村地域の発展に大きな動力となっている。 

 

 

第２節 今後の政策課題 
 

新活力事業の特徴と意義を分析した本研究の結果から、今後の韓国の農山漁村

地域開発政策の方向に対する示唆を総合的に検討する。  

地域政策目標の設定には、地域アイデンティティの回復と価値規定、地域ガバナンスの

確立、地域循環経済システムと地域間連携•協力体制の構築などが考慮されるべきである。  

これまで議論された新活力事業の背景と方向をもとに緊急の課題を導出すると、地域の

特性を生かす農漁村らしさを回復することがある。地域の力量発掘と育成の最初のステッ

プは、自己認識が個人の力量強化の最初のステップであることと同じことである。地域ア

イデンティティの構築には、将来のビジョンと共有する価値を確立しなければならない。

最も注意すべき価値は、自然の流れに合致する持続可能性である。 

持続可能な共有資源の管理システムとして、地域ガバナンスの重要性が強調されており、

地域ガバナンスの確立には、運営主体の力量発掘と組織化が緊急の課題である。民、官、

専門家のネットワークで構成された新活力事業の推進システムは、このような点で拡大•

発展させる必要がある。新活力事業の対象地域であった高城郡や長水郡の循環農業モデル

の事例が地域農業政策モデルとして、地域循環経済体制の可能性を示した。経済危機に弾

力的に対応している協同組合企業の集団体制は信頼と協働に基づく産業経済モデルが代案

となる。このように信頼と協働に基づく社会資本の上に自然システムの動作原理を根幹と

する自然資本主義の原則を適用することにより、地域内での資本が循環する自立的な経済

体制を構築することができる。 

地域経済に好循環構造が構築されると、望ましいシステムの自然属性に応じて自らが組

織化し、近所の経済体制との連携と協力を図ることになる。これは、新活力事業が地域別
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に特性を追求しながらも、ひいては地域間の連携•協力を求めていたものと一脈相通じる

ものがある。 
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付 録 

新活力事業 アンケート 

 

アンケート 

 

 

アンケートの答え方 

○アンケートの記入者は、各自治体の新活力事業（２期）の統括部署の係長（チーム

長）、事業部署の担当、地域協力団（民間専門家の中で出来れば（副）委員長または

（副）団長）、地域住民（細部事業参加者）で、市·郡ごと 4 名です。 

○各質問には正解がありません。質問を読んで感じたことや考えたことにチェック

（○、 ∨など）して下さい。 

○お互いに似ている質問だと感じても、一質問も欠かさず全てお答え下さい。 

○貴方の貴重な時間と努力が無駄にならないように立派な研究で報いますので、最後の

ページまでお答え下さい。誠にありがとうございます。 

 

 

  

（秘）本アンケートの内容は統計法
第 8 条によって秘密が保障され統計
目的以外には使用されません。  

こんにちは。 
本アンケートは「新活力事業に対する成果分析」に関する研究目的により作

成しました。 
研究結果は、新活力事業の成果を確認し、それを基盤として農山漁村地域政

策の新たな方向を確立させるための貴重な資料として使用されます。 
本アンケートは実証的研究に用いられる資料を収集するためのものであり、

回答された内容は学術的な目的にのみ使用されます。すべてのアンケートは無
記名で処理されます。貴方が回答した内容に関するあらゆる情報は、いかなる
場合においても公開されません。 

忙しい中お手数ですが、本アンケートに誠実に回答して下さると、貴重な資
料として活用できます。 

助力と好意に改めて感謝いたしながら、誠実な回答をお願い致します。 
誠にありがとうございます。 

2011 年 08 月 
 
研究者 農林水産食品部 地域開発課 

 
＜連絡先＞孫銀一 教授（韓国国際大学校） 

研究室：055-×××-×××× 
携帯：010-×××-×××× 

電子メール：winning21@naver.com 
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次は貴方の【地域革新力強化】についての質問です。各文章をちゃんと読んで、貴

方の感じたことや考えに最も近い数値に○をつけてください。 

 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

 

項 目 

全然 
そうで

は 
ない 

そうで 
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

１．専門家教育プログラムの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

２．専門家教育のワークショップの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．専門家教育講師の能力は適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

４．専門家教育プログラムの教材開発は適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

５．革新教育プログラムの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

６．革新教育のワークショップの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

７．革新教育プログラム講師の能力は適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

８．革新教育プログラムの教材開発は適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

９．フォーラムの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

10．フォーラムに対する満足度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

11．フォーラムによってネットワーク活用率は徐々に 
高くなった。 

１ ２ ３ ４ ５ 

12．フォーラムによって教育成果率は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

13．セミナーの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

14．セミナーに対する満足度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

15．セミナーによってネットワーク活用率は徐々に 
高くなった。 

１ ２ ３ ４ ５ 

16．セミナーによって教育成果は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

17．国内研修プログラムの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

18．国内研修プログラムへの参加度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

19．国内研修プログラムの成果度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

20．国内研修プログラムの適合度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 
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次は、貴方の【地域革新力強化】と【推進体制構築】についての質問です。各文章

を十分に読んで、貴方の感じたことや考えに最も近い所に○をつけてください。 

 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

 

項 目 
全然 

そうでは
ない 

そうで 
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

21．海外研修プログラムの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

22．海外研修プログラムへの参加度は徐々に高くなった １ ２ ３ ４ ５ 

23．海外研修プログラムの成果度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

24．海外研修プログラムの適合度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

25．事業は地方自治体が主導的に推進した。 １ ２ ３ ４ ５ 

26．事業は地域状況、住民の意志を十分に反映して推進され 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

27．地方自治団体は、地域内の資源、資本、人力などの 
経済要素を効果的に使用する事業計画を策定・推進した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

28．事業によって地域特化産業が開発・育成された。 １ ２ ３ ４ ５ 

29．事業によって地域産業技術力が革新され、経済的競争力が 
強化された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

１．推進体制の構成は効率的であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

２．推進体制の構成は合理的であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．推進体制の構成は体系的であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

４．推進体制の構成は適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

５．推進体制の運営率は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

６．推進体制の運営は効果的であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

７．推進体制の参加主体間の交流は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

８．推進体制間の交流プログラムの活動性は徐々に高くなっ 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

９．推進体制間の交流プログラムに対する参加機関の人力 
投入率は徐々に高くなった。 

１ ２ ３ ４ ５ 

10．推進体制間の交流プログラムの効果性は徐々に高くなっ 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 
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次は貴方の【地域経済活性化】についての質問です。各文章を十分に読んで、貴方

の感じたことや考えに最も近い所に○をつけてください。  
 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

 

項 目 
全然 

そうでは 
ない 

そうで 
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

１．加工企業支援プログラムへの参加企業 
（以下、加工企業)の数は増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

２．加工企業の売り上げは増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．加工企業の雇用率は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

４．加工企業の生産性は高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

５．生産農家支援プログラムへの参加農家 
（以下、生産農家）の数は増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

６．生産農家の所得は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

７．生産農家の雇用率は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

８．生産農家の生産性は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

９．ブランド化事業に参加するブランドの数は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

10．ブランド化事業によってブランド化の効果性は増加し    
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

11．ブランド化事業によってブランド化の経済性は増加し  
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

12．ブランド化事業よってブランド化の波及効果は 
増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

13．流通支援事業に参加する流通企業の数は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

14．流通支援事業によって費用削減効果は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

15．流通支援事業によって流通システムの簡易性は向上し      
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

16．流通支援事業によって流通情報化は向上した。 １ ２ ３ ４ ５ 
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次は貴方の【地域経済の活性化】についての質問です。各文章を十分に読んで、貴方

の感じたことや考えに最も近い所に○をつけてください。  

 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

 

項 目 
全然 

そうでは 
ない 

そうで 
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

17．輸出支援事業に参加する企業（以下、輸出企業）の数は 
 増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

18．輸出企業の売り上げは増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

19．輸出企業の輸出先は多様化した。 １ ２ ３ ４ ５ 

20．輸出支援事業への満足度は徐々に高くなった。 １ ２ ３ ４ ５ 

21．イベント（祭り）支援事業の数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

22．イベント（祭り）への参加者（観覧客）は徐々に増加  
  した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

23．イベント（祭り）による経済的効果は増加した。 １ ２ ３ ４ ５ 

24．イベント（祭り）支援事業によって地域ブランド 
 イメージは徐々に高くなった。 

１ ２ ３ ４ ５ 

25．外部資源誘致プログラムに参加する企業の数は増加し 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

26．外部資源誘致プログラムによって外部資金誘致率は増 
  加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

27．外部資源誘致プログラムによって経済的効果は大き 
  い。 

１ ２ ３ ４ ５ 

28．外部資源誘致プログラムによって関連産業の波及効果 
 は増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

29．都市農村交流プログラムの数は十分であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

30．都市農村交流プログラムによって経済的効果は徐々に 
  増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

31．都市農村交流プログラムによって地域経済活性化の 
 効果は徐々に増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

32．都市農村交流プログラムによって地域イメージは向上 
  した。 

１ ２ ３ ４ ５ 
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次は貴方の【事業計画段階】についての質問です。各文章を十分に読んで、貴方の

感じたことや考えに最も近い所に◯をつけてください。  
 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

 

項 目 
全然 

そうでは 
ない 

そうで 
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

１．新活力事業は政府施策と総合計画に合致した。 １ ２ ３ ４ ５ 

２．新活力事業の地域住民の参加計画は適正であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．新活力事業の計画策定のための世論収斂、関連手続 
  きを十分に移行した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

４．新活力事業の開発規模は適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

５．新活力事業の実行時期と期間は適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

６．新活力事業の目的が明確であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

７．新活力事業は受給分析を適切に行った。 １ ２ ３ ４ ５ 

８．新活力事業に対する需要分析のデータは適合であっ 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

９．新活力事業の結果に対する体系的な需要分析が行わ 
  れた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

10．新活力事業は産業市場の環境分析を適切に行った。 １ ２ ３ ４ ５ 

11．新活力事業は政策目標達成のため、下位政策目標と 
 手段（細部産業など）を充実に立てた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

12．新活力事業は環境保全対策が適切に立てられた。 １ ２ ３ ４ ５ 

13．新活力事業は予想されていない事態に対処するため 
 の非常計画が用意されていた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

14．新活力事業は事業日程、予算、人力などが各段階で 
 具体的に提示された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

15．新活力事業は財源と事業費の配分が適正であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

16．新活力事業は投資財源の調達が合理的であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

17．新活力事業は事業の規模が適切であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

18．新活力事業は全体と個別事業に対する事業費が適正 
  に測定された。 

１ ２ ３ ４ ５ 
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次は貴方の【事業実行段階】についての質問です。各文章をち十分に読んで、貴方の

感じたことや考えに最も近い所に○をつけてください。  

 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

 

項 目 
全然 

そうでは 
ない 

そうで 
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

１．新活力事業ではモニタリングされた結果が事業チーム    
  にちゃんとフィードバックされた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

２．新活力事業ではモニタリングが上手く出来た。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．新活力事業では該当事業に投入される人的、物的 
 資源が円滑に執行された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

４．新活力事業では事業遅延などの問題発生時、執行計画  
  を再検討した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

５．新活力事業では事業遅延などの問題発生時、代案を 
 再検討した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

６．新活力事業では事業の問題発生時、当面した問題が 
 再検討された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

７．新活力事業では施行過程で行政環境、状況の変化を 
 適切にキャッチして対応した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

８．新活力事業では施行過程で関連機関、政策と連携 
 及び協調体制を構築して運営された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

９．新活力事業では施行過程で住民及び利害当事者に 
 ちゃんとお知らせをした。 

１ ２ ３ ４ ５ 

10．新活力事業では運営方法の改善により効率化が出来 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

11．新活力事業は投入された資源を目標達成のため、 
 効率的に執行された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

12．新活力事業は日程計画に従って事業が推進された。 １ ２ ３ ４ ５ 

13．新活力事業では事業費支出に対するデータは、ちゃん 
  とまとめられた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

14．新活力事業は事業費支出に対する問題点管理が上手か 
  った。 

１ ２ ３ ４ ５ 

15．新活力事業は該当事業の事業費支出は適切に行われ 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 
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次は貴方の【事業終了段階】と【内発的な地域発展】についての質問です。各文章を十

分に読んで、貴方の感じたことや考えを最も近い所に○をつけてください。  

 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

 

項 目 
全然 

そうでは 
ない 

そうで 
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

１．新活力事業は当初設定した目標を達成した。 １ ２ ３ ４ ５ 

２．新活力事業の計画対比の実績は満足出来る。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．新活力事業は地域住民と地域に肯定的な影響を及ぼし 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

４．新活力事業は地域の社会、文化に肯定的な影響を及ぼし 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

５．新活力事業は地域の経済に肯定的な影響を及ぼした。 １ ２ ３ ４ ５ 

６．新活力事業に関して観光客など外部人が満足した。 １ ２ ３ ４ ５ 

７．新活力事業は雇用効果に肯定的な影響を及ぼした。 １ ２ ３ ４ ５ 

８．新活力事業は地域所得経済に肯定的な影響を及ぼし 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

９．新活力事業は予算を無駄遣いしなかった。 １ ２ ３ ４ ５ 

10．新活力事業は予算運用に関するデータを上手くまとめ 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

11．新活力事業は予算測定の範囲内で予算活用が適切に行 
  われた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

１．事業は地域資源をうまく活用した。 １ ２ ３ ４ ５ 

２．事業は地域事業を多変化した。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．事業は郷土企業家を積極的に育成した。 １ ２ ３ ４ ５ 

４．事業は地域内主体間のパートナーシップを上手く活用 
  した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

５．事業によって外部への挑戦（社会経済的面）と革新力 
 が増加した。 

１ ２ ３ ４ ５ 

６．事業によって社会的学習能力が向上した。 １ ２ ３ ４ ５ 

７．事業によって地域内の協力が促進され、外部資本 
 マネージメント体制が構築された。 

１ ２ ３ ４ ５ 
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次は貴方の【新活力事業関係者の意識】についての質問です。各文章を十分に読んで、

貴方の感じたことや考えを最も近い所に○をつけてください。  

 

全然そうではない 1 2 ③ 4 5 とてもそうだ 

 

 

項 目 

全然 
そうで

は 
ない 

そうで
ない 

まあ 
まあ 

そうだ 
とても 
そうだ 

１．私は新活力事業に対する十分な知識を持っていると思う。 １ ２ ３ ４ ５ 

２．この自治体が遂行している新活力事業は実施的重要な問題を扱った。 １ ２ ３ ４ ５ 

３．この自治体の新活力事業の担当者（総括部署、事業部署含め）は 
 部署の中でも優秀だと認められていた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

４．関連公務員（総括部署及び事業部署）に対する新活力事業教育は 
 効果的/効率的に実施された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

５．事業関連者（地域協力団、住民など）に対する新活力事業教育は 
 効果的/効率的に実施された。 

１ ２ ３ ４ ５ 

６．新活力事業の諮問団のプロジェクトの指導は効果的/効率的に行われ 
  た。 

１ ２ ３ ４ ５ 

７．この自治体の新活力事業に対する管理は効果的に行われた。 
 （自体評価及び審議、副）団体長の参加と支援及び障害要因の排除   
  などを含む） 

１ ２ ３ ４ ５ 

８．この自治体の（副）団体長は新活力事業に対する情熱と確固たる 
 意志を見せてくれた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

９．この自治体は総括と事業部署がプロジェクト遂行に集中可能な 
 支援と環境を備えていた。 

１ ２ ３ ４ ５ 

10．この自治体の新活力事業の報償制度は関連職員に十分に動機付けを 
 している。 

１ ２ ３ ４ ５ 

11．私は新活力事業がこの自治体の成功と発展のため、とても重要だと 
 思う。 

１ ２ ３ ４ ５ 

12．この自治体の新活力事業の総括部署は新活力事業の関係者の要求を 
 受けながら、それを最大限に反映するために努力している 

１ ２ ３ ４ ５ 

13．今までのこの自治体の新活力事業活動は成功であった。 １ ２ ３ ４ ５ 

14．これからこの自治体の新活力事業活動（新活力事業の仕上げ及び 
 他事業との連携推進などを含む）が成功すると確信する。 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

15．この自治体の新活力事業活動においてもっとも大きい強みは何だと思いますか？ 

  貴方の考えを記述して下さい。 

16．この自治体の新活力事業活動においてもっとも大きい弱みは何だと思いますか？ 

  貴方の考えを記述して下さい。 

17．この自治体の新活力事業活動に関して意見があれば記述して下さい。 
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次は貴方の【一般的事項】についての質問です。 

 

１．貴方の性別は？ ①男 ②女 

 

２．貴方の結婚有無は？ ①既婚 ②未婚 

 

３．貴方の年齢は？ ①20 代 ②30 代 ③40 代 ④50 代 ⑤60 代以上 

 

４．貴方の新活力事業の参加形態は？ 

  ①自治体の公務員（統括部署）     ②自治体の公務員（事業部署）（質問５へ） 

  ③地域協力団（民間専門家）（質問６へ）④地域住民（細部事業参加） 

 

５．質問４に②地域協力団と答えた場合、事業参加の時の勤務部署と職級は？ 

（作成例：自治行政課・課長、農業技術センターの農政課など） 

勤務部署：（        ）、職級：（       ） 

 

６．質問４に③地域協力団と答えた場合、具体的な職業分野はどれですか？ 

 ①大学教授 ②研究員 ③コンサルティング会社 ④その他（     ） 

 

７．貴方の新活力事業に参加した期間は？ 

 （作成基準：公務員と地域住民は該当自治体の新活力事業１・２期を含めた参加期間、 

地域協力団の専門家は他市･郡の新活力事業 1・2 期も含めて参加した期間）  

  ①１年未満 ②１～２年未満 ③２～３年未満 ④３～５年未満 ⑤５年以上 

 

８．貴方の学歴は？ 

  ①高卒以下 ②専門大卒 ③大卒 ④大学院卒（修士） ⑤大学院卒（博士） 

 

９．貴方の在職期間は？ 

 （作成基準：公務員は在職期間、民間専門家は該当職場の在職期間、 

 事業参加住民は関連分野の従事期間） 

  ①１年未満 ②１～５年未満 ③５～10 年未満 ④10～20 年未満 ⑤20 年以上 

 

 

最後までアンケートに答えて下さり、誠にありがとうございました。 

 




