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1. 翻訳の目的

この資料は， 1988年に韓国政府より発表された『第

6次経済社会発展 5か年計画修正計画 (1988-1991

年）』（原文は韓国語）の全訳である。内容は目次に掲

げた通りかなり広範な分野に及んでいる。経済以外の

現象も含まれているが，それがこの計画の特徴でもあ

るので省略せずに計画書全文を紹介することにした。

この翻訳の目的は，近年の変化，特に1988年のソウ

ル・オリンピック前後に生じた韓国社会の変化の背景

を探ることにある。訳者が最初に韓国を訪れたのは

1977年であり，それから今までの13年間，ほぼ毎年韓

国を訪問して社会の変化をみつめてきた。この間にお

いては，特に，オリンピック前後の変化が顕著であっ

た。オリンピック以前の韓国社会における変化とオリ

ンピックを境とする変化では，変化の内容が異質であ

-105-



経済学研究 第 56巻第4号

ると訳者はみている。本文に接するまでは，その変化 経済構造の変動があるようだが，社会変化の様相を把

の内容が不明であり，いかに性格付けてよいものかわ 握するには短期的な経済分析だけでは不十分であり，

からなかったが，この翻訳により，新しい変化の理解 経済的な変化が人々の生活や意識に及ぼす影響と問題

に幾らかでも接近できたように思う。この変化は，経 点，また，それに対処しようとする政府の政策の変化，

済成長という言葉やそれを示す数値だけでは掴み切れ すなわち，計画の修正までを考慮にいれる必要がある。

ないほど多くの分野に及んでいる。強いて表現すれば， 最初，訳者は，韓国の経済企画院発行による『経済

量的な変化・成長が一定の水準に達して広範な分野で 白書』の各年版 (1985-1989年）を読んでいたのだが，

質的な変化を招いたということか。生活は豊かになり 社会変化の様相を把握するには不十分であった。韓国

つつあるが，社会的な問題として把握されることはま の経済白書は日本と同じくその年ごとに主要なテーマ

すます増えている。変化の内容からみて，最近の韓国 となる問題を中心に構成してあり，なおかつ包括的に

社会は，通常「開発途上国」という範疇に分類される 前年の経済事情を論じている。したがって，ここ 2• 

国々とは随分と違ってきているように思われてならな 3年という短期的な経済事情を知るには便利かもしれ

ぃ1)。 ないが，訳者が求める社会変化の把握とそれに対処す

この変化の背景を探るためには，何よりも具体的な べきより広範で長期的な政策展望を探るには物足りな

社会の様相を知ることが重要である。変化の基底には いと感じた。そこで，ここに取り上げた経済社会発展

1) こういう社会の動きを逸速くとらえて，それを一般的に
表現したものとして，渡辺利夫氏の次の論説が注目され
る。
「開発途上国とは，低開発段階にあるがゆえに，高成長

を求めながら成長資源において厳しい制約下におかれて
いる国々のことにほかならない。それがゆえに開発途上
国は，成長を極大化すべく，限られた資源を最大限有効に
使う特定部門に，他の部門に先んじてこれを集中的に投
下しなければならない。多くの開発途上国において『開発
独裁』と呼ばれる権威主義的開発体制が一般的であった
のは，何よりもそのことの反映である。貧困からの脱出を
求める後発国が，しかも厳しい国際環境の下で急速な成
長を遂げようというのであれば，権威主義的開発体制は
多かれ少なかれ不可避である。 NIESがその典型例であ
る。
NIESは，かかる権威主義体制の下で進められた経済開

発に成功を収め，その帰結として所得水準と教育水準に
おいて高い中産層を大規模に創出し，その中産層が新た
に政治的勢力の中枢を握って権威主義体制それ自体を
『熔解』させるという，『弁証法的発展』を巧みにも演じ
ることになった。この 2年ばかりの間に韓国，台湾の両国
で生起した政治的民主化運動の闊達は，『経済発展と民主
化』を語る場合のまたとない教材である。 NIESは，後発
国経済開発の有力なモデルである一方，権威主義政治体
制熔解のモデルをも提供しているように見える」。（渡辺
利夫，『アジア新潮流 ー西太平洋のダイナミズムと社会
主義一』，中央公論社， 1990年8月， 5頁）

このような変化の認められることはすべては否定でき
ないし，近年の動きを素早くとらえ，社会の発展段階を示
した表現としても評価されるべきであろう。しかし，同時
に，すべての変化をこれに集約し，この見方をモデル化し
てしまうとすれば，いささか疑問点が出てくる。

ここで，問題となるのは現状認識についてであり，具体
的には経済発展の成果を享受し得た人々としてのいわゆ
る「中産層」の広がりである。確かに，韓国でも首都圏ソ
ウルを見ているとそういう階層の生まれていることは否
定できない。しかし，同時に，計画書の本文中にも示され
ているように，まだまだ多くの「落伍住民」や「落伍地域」
が残されているのである。滝沢秀樹氏の研究によれば，首
都圏ソウルにはかなりのインフォーマルセクターがみら
れ，都市住民の「 2極分解」という現象が現れている。（滝
沢秀樹，「韓国社会の階層構造と地域的特質一労働力市場
の地帯構造的分析のための試論ー」，『甲南経済学論集』，
第31巻，第 2号， 1990年9月， 2頁）
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計画を読み始めたのだが，先へ読み進むごとに興味深

い点が数多く現れ，翻訳して紹介すべきであると判断

した。

韓国の経済開発 5か年計画は1962年の第 1次計画に

始まり，現在までに 5度にわたる計画を終えて，今は

第 6次修正計画の最終段階に入っている。近年の変化

とは，この第 6次修正計画 (1988-1991年）の対象時

期におけるものである。当初の第 6次計画は1987年か

ら1991年までの 5か年を予定していたが途中で修正さ

れて第 6次修正計画と変更された。その修正の時期は

先に述べたオリンピックを境とする変化の時期と重な

っており，計画の修正はオリンピック前後の社会変動

に関係しているようだ。

この修正の背景には，第 6次計画作成時点での予想

をはるかに上回る経済規模の量的成長と，労働運動の

激化に見られるような社会運動の高揚があった。それ

までは経済成長政策が重視されていたが， 80年代後期

に入り経済成長の様々な副産物に直面して，社会的な

均衡を回復する必要に迫られた。政府はこういう社会

的条件の変化に対応して，社会政策的な経済計画を打

ち出してきたのである。

本計画を読む限りにおいては，そういう政策を打ち

出す段階にまで韓国経済が到達したということ，そし

て，民主化を要求する勢力が伸長したということを，

韓国政府はかなり把握しているように思われる。

この計画以前において社会的な均衡を回復しようと

する試みがなかったわけではない。例えば1982年から

の第 5次計画には，地域間不均衡についての対策や中

小企業対策が盛られていたが， 70年代の成長が頓挫し

た直後でもあり，それらは経済成長に優先されるもの

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



韓国『第 6次経済社会発展 5か年計画修正計画 (1988-1991年）』

ではなかった。また，その対策も経済政策や産業政策

の一環として位置付けられており，経済成長重視の見

方が未だ中心にあった。しかし，今回の第 6次修正計

画はそういう経済成長重視政策に比較するとやや異質

であり，産業主義を越えた福祉社会指向の視点もみら

れるようだ。

けれども，そういう政策は経済の許容する範囲で行

われ，条件が変われば政策対応も変化していく。最近

年の成長鈍化により，福祉指向の政策理念は後退の可

能性を持ち始めている。現在，韓国政府は次の 5か年

計画を作成中であるが， 1992年からの第 7次 5か年計

画については，再び成長重視の政策であるといわれて

いる。すなわち，第 6次計画では「能率と均衡を土台

とした経済先進化と福祉の増進」を基本目標に掲げ，

所得の再分配を重視したが，新計画では人件費高騰に

よる製造業の競争力低下やエネルギー価格の上昇など

経済環境の悪化を背景に，成長優先の色合いを強める

という 2)。近年の韓国経済は，外需依存経済から内需依

存経済への転換を試みているが，この転換がまだ終わ

らない段階で，世界的な保護貿易主義の台頭と国内の

賃金上昇による景気の減速という事態に直面している。

成長趨勢の鈍化により，第 6次計画の福祉政策は修正

されて再び経済成長優先の政策へと後退する可能性も

ある。

2. 計画の理念

第 6次修正計画における政策実施のキイワードは

「誘導」であり，「政府規制」は縮小すべきものとされ

ている。これは計画文書の随所に現われてくる。例え

ば，計画は次のようにいう。

「開発の初期段階では政府が計画の樹立に主導的な

役割を担っており，計画の内容も政府が定めた目標を

達成することに主眼点がおかれていた。しかし，経済

規模が大きくなり，経済構造が複雑化・多様化するに

つれて，経済運用における民間の自律と創意に立脚し

た市場経済原理がそのまま作用するように， 5か年計

画も誘導計画 (IndicativePlan)へとその性格を変え

た」。

すなわち，政府主導の経済運営から，市場の諸力に

より多くを委ねた政策への移行を試み，政府規制が必

要な場合には，政府は「誘導」という控え目な立場を

とることにしたというのである。

2)日本経済新聞， 1990年10月27日。
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この「誘導」政策がうまく機能しているのならば好

ましいのかもしれないが，実際には必ずしも成功とは

いえないようである。最近では，計画の限界からか政

策の幾つかについては行き詰まりをみせている。各政

策は相互間の整合性に欠けることが露呈し，「誘導」は

困難となって再び政府の力が強まりつつある。なかで

も土地価格抑制の強引な政策は象徴的であり，この問

題をみていく限りにおいては「政府規制」は簡単には

弱まりえないように思われる。

韓国政府の発表によると，韓国の全国の土地価格平

均上昇率は88年が27.47%,89年は31.97%と急騰して

いる。 89年までの 3年間，輸出急増で過剰流動性が発

生したのが第一の原因である。その後，景気が低迷し

たため企業は財テクの一貫として土地投機に動き，個

人の資金も低迷する株価から土地に向かった。また，

計画中にも示されているが，貯蓄や証券の仮名口座を

廃止しキャピタルゲインに重い税金をかける「金融実

名制度」実施の方針が打ち出されたため，「お金持ちは

株よりも土地のほうが実質的な利益率が高い」と判断，

むしろ不動産投機が激しくなった。さらに，同じく計

画中の大量の住宅供給計画で宅地需要が増加し都市部

の地価を押じ上げた3)0 

こういう状況を韓国政府は放置していたのではない。

第 6次修正計画に基づいて1990年3月から土地私有上

限制度を含む総合的な土地価格抑制策に乗り出した。

いわゆる「土地公概念」による政策の導入・実施であ

る4)。しかし，これは土地に対する需要規制ではなく供

給促進に重点が置かれていたことに加えて，制度的に

抜け穴が多く，その効果は薄かった。

同年 5月，痺れを切らした韓国政府はついに強制売

却という強引な手法を採用した。財閥 (49グループ）

が保有する非業務用の土地・建物を 6か月以内に強制

的に売却させた上，今後一年間は生産目的以外の土地

取得を禁止する，と発表。 10大財閥のオーナーにそれ

ぞれの売却土地リストを公表させた。これは財閥が所

有する土地の約15%に相当するが，業務用かどうかの

判断が困難との指摘も多く，これにからんでむしろ汚

職が増えるのではないかとの見方もある。一方，財閥

からは個人や中小企業の投機のほうが激しいのに，財

閥だけを悪者にしている，との不満も多い。政府はこ

うした批判を打ち消すかのように，国税庁が168人の投

3)日本経済新聞， 1990年11月3日。
4) 「土地公概念」に基づく新しい法律については以下に翻
訳・紹介されている。（西尾昭「韓国の土地所有制限に関
する新法律」『同志社法学』第41巻第4号1989年11月）
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機常習者リストを発表，内26人を告発した。さらに，

青瓦台（大統領府）に特命不正摘発チームを結成，国

会議員や公務員，経営者らを対象に不動産投機をして

いないか調査を始めた。これを受けて検察庁も土地詐

欺の容疑で与党議員を一人，土地投機の疑いで野党議

員一人から事情聴取した。また，ソウル市役所の幹部

5人を再開発にからむ汚職で逮捕した。こういう強硬

措置の後，警察力の動員に恐れて取り引きは減少して

いるようだが，まさに，制度よりも強権で当面の値上

がりを抑えた格好である％

土地を巡る政策運営は困難を極めており，計画にお

ける土地政策は失敗し開発政策はかえって土地価格を

高騰させている。土地価格抑制の政策はもはや「誘導」

による政策ではない。「誘導」による政策が生み出した

問題を解決すべき政策は，「誘導」ではなく政府の力に

よるものである。しかし，政府の力がここまで大きく

なってしまっては，実際の経済政策が「規制」から「誘

導」へという計画の理念に沿ったものとはいえなくな

ってくる。「規制」から「誘導」へという計画の理念

は，政策実施の最終段階において大きく後退したよう

だ。

尚，計画本文は以下に示されるが，脚注はすべて訳

者によるものであり，付表を除いて原注はない。

5)日本経済新聞， 1990年 5月6日。
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修正計画 (1988-1991年）』

第 1章計画修正の背景

第 6次経済社会発展 5か年計画は， 87"'--'91年を計画

期間として85"'--'86年に作成されたが，当初の計画では，

先進諸国の為替調整や原油価格下落等の影響が過少に

評価されており，計画初期年度の経済運用実績は当初

の展望を大きく上回った。また，政治民主化による経

済運用方式の転換や国民各界各層の利害対立が経済運

用に及ぼす影響についての評価も不十分であり，本修

正計画では，こういう条件の変化を基礎として経済を

展望し，経済政策目標および政策手段を再編成する。

第 1節経済の規模拡大と構造変化

計画初期年度における計画運用の結果としては，経

済成長・国際収支•国内貯蓄等，大部分の巨視的目標

が当初の展望を大きく上回り，経済の量的・質的成長

が予想より速く進行して，向後，計画期間中の全般的

な経済運用方向の基礎となる主要な総量指標展望の修

正が不可避となった（表 1)。

これは主に，予想を大きく上回る輸出の急増に起因

するものであり，その要因をみると，一つには国内物

価の安定，二つには，輸出競争力の向上が考えられる。

後者については，日本・台湾・西独等の為替レート切

り上げによるわが国商品の価格競争力向上，およびこ

の間の構造調整努力による品質向上・新製品開発・輸

出市場の分散化がその背景にある。

しかし，国際収支の黒字規模拡大で通商摩擦は深化

しており，ウオン貨切上げと市場開放の圧力が漸増す

るに従い；産業構造調整の必要性が一層切実となって

いる。同時に国際収支の黒字による海外部門の通貨増

発と，為替差益および金利差を狙った投機性外貨資金

表 1

単位 当初展望 実績

1987 1988 1987 1988展望

経済成長率 ％ 8.0 7.5 12.0 10.0 

一人当たりGNP ドル 2,600 2,922 2,826 3,600 

国内貯蓄率 ％ 32.8 33.0 35.6 35.3 

国内収支黒字 億ドル 50 50 99 95 

総外債 億ドル 418 390 356 310 
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の流入等で流動性が大きく増えて，インフレ期待の心

理とともに不動産投機を刺激して経済安定基調を脅か

している。したがって，黒字の適性管理等，安定基調

維持のための確固たる対応方策を準備する必要がある。

一方，当初の計画では改善論議はあったが具体的な

政策手段の提示が不十分であった税制改革，金融自律

化，政府規制の縮小等に対しても改編方向を明確に提

示して経済発展段階に合致した具体的な実践方策を準

備する必要性が提起された。

第 2節対内外の輿件変化

1. 経済民主化欲求の拡散

政治民主化とともに経済民主化に対する欲求が拡散

しており，これは経済運用においては自律性および公

正性確保の要求と成長果実の衡平配分要求として現れ

ている。

経済規模が大きくなり構造が複雑化するに従い，政

府があまりに関与することは非能率と一部に対する特

恵を招くようになる。さらに，民間の自律と創意を基

礎として公正な競争に立脚した市場経済秩序を定着さ

せることが，経済活力と成長潜在力を最大に発揮する

道となる。そして，こういう市場経済秩序の土台の上

に，経済主体間の公正な機会の保障による富の蓄積に

対しての正当性と道徳性が確立されうる。

一方，わが国経済は，過去において比較優位に立脚

した対外指向的開発戦略の推進過程で，分配構造を大

きく悪化させることなく高い成長を実現できたが，不

可避的に地域間・階層間の発展格差が発生した点も少

なくなかった。最近の労使紛糾で経験したように，こ

れからは農漁民・都市低所得層・勤労者等，各階層の

欲求を適切にとりまとめなくては持続的な発展が難し

い段階となった。

しかし，各界各層の要求を無理にとりいれる場合に

は，経済安定基調を阻害するばかりか成長活力を蚕食

する恐れもあり，国民的な合意を，いかに合理的な水

準に到達させるかが計画期間中に解決すべき課題とな

ろう。

2. 国際協力の必要性増大

最近のわが国をとりまく対外条件は，開放化・国際

化へ向かうわが国経済のより積極的な対応と世界経済

安定のための新しい次元の国際協力秩序の構築を要求

している。

即ち，国際収支黒字の予想をはるかに越える急拡大

に対応して，ウオン貨の切り上げ圧力ばかりか農産

物・サービス市場にまでも開放圧力が強化されており，
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国際社会における先進国との巨視的経済政策の協調問

題が提起されている。

今までのわれわれは，世界経済の条件を消極的に受

け入れながら国益を最大化するという比較的単純な選

択が可能であったが，わが国の経済能力が伸長して世

界経済の多極化が深化するにしたがい，わが国をはじ

めとする新興工業国の役割が増大してきている。

ゆえに先進国の深化する保護主義に適切に対応しな

がら，多国間の貿易協商等，世界経済秩序の形成にお

いても，わが国の経済能力に相応する役割と責任を遂

行しなければならない。また，太平洋時代に備え，地

域協力機構への能動的な参与を通じて，主導的に対外

基盤を広げられるように努力しなければならない。

特に，オリンピック開催を契機として対北方経済協

カの条件が成熟している。共産圏国家との経済交流を

積極的に拡大していく一方，わが国の経済力伸長を土

台として，政府中心の通商交渉から民間中心へと，経

済協力を多様化する努力も強化すべきであろう。

第3節修正計画の樹立と役割

1. 修正計画の樹立過程

計画の樹立は，わが国経済の進展方向に対する国民

各界各層の意見をとりまとめて，国民的合意を導出す

る過程と言える。

加えて，修正 6次計画は，計画の立案過程から確定

段階にいたるまで，学会・経済団体・勤労者及び農漁

民団体等の積極的な参与を誘導し，政府主導の計画樹

立方式から脱皮しようと努力した。

計画修正の範囲は当初の計画樹立後の経済社会構造

の変化に合わせ，修正が不可避な分野に限定して17個

の主要政策課題を選定した。そして，選定された課題

に対しては，主務部虞が政策方向と細部実践計画を準

備し計画調整委員会での実務調整を経て，より政策的

な事項は計画審議会で処理するようにした。

すべての討議と調整過程も公開主義の原則の下で行

い，討議案件の内容と討論結果を言論媒体を通じて報

道することによって，国民の意見が収欽するように努

力しており，現在運営中の経済構造調整諮問会議およ

び各種の公聴会等で提示された意見も最大限反映され

るようにした。

これとともに，提示された政策と主要事業が可用財

源の範囲で優先順位が設定されるように，中期財政計

画も変更して作成することで実現可能性が最大限確保

されるようにした。
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2 • 計画の役割と推進方式 る。

今まで 5度にわたる経済開発 5カ年計画を推進する このために修正計画では，この間の成長発展過程で

ことによって，わが国は代表的な新興工業国として浮 正当視されてきたが，今後の経済成熟化のためには果

かび上がってきた。 敢な自律化が要請されるという政策課題を提起して，

開発の初期段階では政府が計画の樹立に主導的な役 経済政策の公平性を確保するための制度改善課題を処

割を担っており，計画の内容も政府が定めた目標を達 理し，この間の成長発展過程において疎外され落伍し

成することに主眼点がおかれていた。 た部門に対する重点支援施策を準備することとした。

しかし，経済規模が大きくなり，経済構造が複雑化・ 同時に，国際経済秩序形成において被動的な受容者

多様化するにつれて，経済運用における民間の自律と ではなく能動的な主体として参与し，成熟した国際協

創意に立脚した市場経済原理がそのまま作用するよう 力経済を追及するための対応方案を模索するまでに至

に， 5か年計画も誘導計画 (IndicativePlan)へと性 った。

格を変えた。これにより今般の計画は次のような役割

を担うことが期待されている。 1. 経済の自律化と公平性の確保

第 1に，計画はわが国経済の望ましい姿を提示し， わが国経済はこの間に持続的な高度成長を成し遂げ

これに到達するための政府政策の方向を明らかにする てきたが，経済規模の拡大に相応した先進経済秩序の

ことによって，民間部門の未来に対する予測可能性を・ 形成には至らなかった。この間，政府主導下の成長政

高め，公共部門についても政策の一貫性と施策間の相 策は経済全般にわたって政府の介入を招いたが，漸次，

互補完性を高めること。 わが国経済が国際化・先進化するに従い，多くの分野

第 2に，計画の樹立過程に国民経済を構成する各主 において政府の規制と介入が，発展の疎外要因として

体が能動的に参与して，政策方向と施策内容に対する 作用している。 80年代初めから民間主導経済運用の必

国民的な合意が形成され，今後の施策推進における国 要についての政府および各界の声は高まったが，それ

民的な支持と協調がより容易となること。 に合致した制度改善および慣行はいまだ定着していな

この修正計画は，対内外の条件の変化に弾力的に対 いというのが実情である。

応して，毎年「経済運用計画」を通じて具体的に補完・ 自由市場経済体制の優越性は，民間の自律と創意を

発展される。同時に，毎年の予算も「中期財政計画 基礎とし，公正な競争を通じて経済活力が極大化する

(88,...,_,,92)」に現れた財源調達方式と投資配分の方向に ところにある。ゆえに，民間の創意と自律を基礎とし

従い一貫性をもって編成・運営される。 て，一つの民間主導経済運用の枠を準備し，自律経済

第 2章修正計画の基本方向

第 1節修正計画の重点課題

この間のわが国経済は， 60"-'70年代に輸出主導的高

度成長を実現し， 80年代には物価の安定も達成したが，

こういう成長と安定が経済各主体の自律的な調整機能

と公正な規則によって得られた結果ではないために，

国民各界各層の成就感を充足させることができずに，

結果に対する相対的な不満感を胚胎させることになっ

た。

一方，新しい政府の出帆を契機として，政治民主化

に相応する経済民主化の期待が拡散されており，これ

に合わせて今後の経済発展は量的成長より質的改善に

力点を置き，他律よりも自律で，そして結果の不公平

を事後的に治癒するよりは事前に参与機会の公平性を

確保する方向での一大転換が成し遂げられるべきであ
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体制の確立に力を注ぐことで国民経済の効率性を高め

るべきであろう。同時に，公平な機会が与えられるよ

うになり，努力に応じた補償が受けられるような競争

の準則を確立することによって，成果の配分と富の蓄

積に対する正当性と道徳性が付与されるという公正経

済秩序を実現すべきである。

このために，修正6次計画期間中は次のような課題

を中心として推進していかねばならない。

1つ目に，租税の衡平負担のための税制改革と福祉

機能拡充を後押しするための財政構造の改編である。

低所得層が相対的に多くの税金を負担している現在の

租税構造を改善して，応能負担の原則に立脚した租税

正義を具現することである。

中産層以下の勤労所得階層の租税負担を軽減し，財

産所得に対して重く課税することにより所得階層間の

衡平を期していかねばならない。このために短期的に

は，非実名の利子・配当所得に対する課税幅を拡大し，

金融実名制の実施で利子・配当等の金融資産所得を総
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合課税できる基盤を速やかに準備する。

一方，落伍部門に対する投資拡大等の福祉財政機能

を拡充していけるように財政構造を段階的に改編して

いく。単純な施恵的福祉支出や消費助長的な財政支出，

また，一律的な負債帳消し等は止めて，生産性向上と

所得創出能力を培養する根本的な対策を推進していく。

2つ目には，不動産投機による不労所得を制度的に

封鎖しなければならない。不動産投機は誠実な勤労階

層や俸給生活者達の勤労意欲を喪失させ，健全な社会

気風を害するだけでなく所得分配構造を悪化させて資

源分配を歪曲させる。

ゆえに，土地総合課税の実施のための土地電算化の

作業を速やかに完了して，地価一元化を通じた財産保

有課税の強化と開発利益還収制度の導入を急ぐ一方，

土地の公概念の導入に関する研究を発展させて，不動

産投機による不労所得機会を原則的に封鎖していくも

のである。

3つ目には，金融自律化の推進である。過去に政府

主導的な経済開発を推進してきた過程で金融の自律機

能が伸長されずに，実物経済の急速な発展に比較して

金融部門が相対的に落伍してしまった。その結果，こ

の間の成長を主導し，今後の国際競争力培養の先導的

な役割を担当していくべき大企業群に過度の負債依存

傾向が残っており，株式公開と増資による財務構造の

改善と国民企業への変身が遅延している。

しかし，最近，国際収支が黒字に転換して貯蓄が投

資を超過するに従い，金融自律化を本格的に推進でき

る条件が成熟している。ゆえに，金融自律化の速やか

な実現のために中央銀行の中立性と自律性を保障して，

金融機関の経営自律化と責任経営体制を確立しながら

金融受恵の均需化を考えねばならない。

4つ目には，経済力集中を緩和して公正取り引き制

度の運用を強化し，市場経済の活性化を成し遂げるこ

とである。中小企業と大企業の均衡発展努力にも拘わ

らず，輸出主導型の成長優先戦略を追及する過程で一

部の大企業群による経済力集中現象が深化してきた。

また，重要産業分野に残存している政府の各種許認

可制度を縮小・撤廃して，経済的特恵要素を排除すべ

きである。同時にサービス業等国民生活と関連した分

野に対しても，不公正な取り引き行為を是正し競争を

促進することによって，国民生活の便益を高めていか

ねばならない。

5つ目には，自律的で将来指向的な労使協力秩序の

定着であり，さらには，生産的な労働活動が保障され，

秩序ある団体交渉慣行が定着させられねばならない。
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円満な労資協調は，我々が自由市場経済体制を基礎

として先進国と競争していく場合に，その成敗を左右

する鍵となる。企業主は勤労者たちに対して，彼等の

努力の代価を公平に支払うという分配の正義を実現し

ていくべきであるし，勤労者たちは企業との共存共栄

を追及するという姿勢で円滑な労使関係を作り上げる

ことに協力すべきであろう。

2. 疎外階層と落伍部門に対する重点支援

経済発展の究極的な目標は，すべての国民が各自努

力に応じて購入できるようになることにある。ゆえに，

この間の不均衡な経済成長過程で疎外された階層や落

伍した部門に重点投資することによって国民全体の福

祉増進を目指していくことこそ，経済発展の究極的な

目標に合致すると同時に経済民主化を成就する道であ

る。

2000年代初頭に先進経済圏に進入するための努力が

結実されていくには，経済の規模拡大とともに所得階

層間の分配改善と地域間・部門間の均衡発展が成し遂

げられるべきである。階層間の分配構造改善としては

国民の力量を結集させ，地域間部門間の均衡発展では

国民経済の効率を高めることで成長潜在力を極大化さ

せていくべきである。

ゆえに，修正6次計画では次のような課題の解決に

力点が置かれた。

第 1に，農漁家所得増大と農漁村の生活環境改善で

ある。この間の輸出主導型成長戦略を追及する過程で，

農業の生産性向上と農漁村生活環境改善のための投資

が不十分であったのは事実である。ゆえに，開放化・

国際化を追及すべきわが国経済が，階層間の葛藤を解

消させながら経済先進化を成し遂げるためには，農村

に明るい未来が約束されねばならない。

農業機械化促進のために，耕地整理事業を拡大して

農業生産構造を収益性中心に改編すべきである。そし

て，農外所得増大のために，農工地区を拡大造成する

ことによって農家所得に占める農外所得の比重を高め，

先進国型の農家所得構造に発展させていかねばならな

ぃ。同時に，地方も舗装・上水道施設等の社会間接資

本を拡充して，医療・教育施設を積極的に維持し，農

村を住みやすい生活空間として開発すべきである。

2番目は，勤労者と都市庶民の住宅難を解消させる

問題である。この間の一貫した住宅建設にも拘らず，

人口の自然増加と核家族化による急速な世帯数増加で

住宅普及率は改善されていないという実情だ。反面，

全般的な所得水準の増大とともに持ち家に対する期待



経済学研究

と欲求は一層大きくなっている。

ゆえに，住宅部門に対する投資の優先順位を高めて

いかねばならない。特に，低所得層のための小型分譲

住宅及び公共賃貸住宅を画期的に拡大供給して，零細

民集団住居地域の住居環境改善に尽力すべきである。

3番目に，零細農漁民と低所得層の子女の教育問題

解決である。教育は個人と国家発展の原動力であり，

農漁民及び低所得層の子女に対する教育支援は社会的

衡平を促進させる重要な手段である。

ゆえに，零細民等の低所得層の子女達が就業に必要

な最小教育水準である実業系高校までは無料で通える

ように国家が支援し，資質の優秀な子女たちには大学

教育まで受けられるように奨学金の受恵機会を拡大し

て，貧困の世襲化を防止していく。

3. 経済の開放化と国際化の推進

我々がこの間に急速な経済発展を成し遂げてきたの

は，資本と技術及び原料を海外から導入して製品を輸

出するという，いわば対外開放施策を推進してきた結

果であった。しかし，我々の開放政策は，数十年の間

に癖疾と化した国際収支の赤字と内資不足に対応する

政策であり， 86年から予想よりも急速に黒字経済へ転

換したにも拘らず，政策の基本的な型と行政慣行及び

国民意識構造は適切で迅速に転換されていないという

実情だ。

政府は昨年より黒字管理対策を樹立・推進してきた

が，いまだ輸入抑制的で輸出支援的な政策の型を完全

に変えることができないでおり，産業構造の調整が完

全に推進されえずに，黒字の余力を活用した積極的な

対外進出も不十分な段階である。

ゆえに，修正6次計画期間中には次の課題に力点を

置いていくものである。

第 1に，国際収支の黒字規模の適性管理に努力する

ことである。この間の輸出主導成長戦略の推進に従い，

わが国経済に占める海外部門の比重があまりに拡大し

た。また，最近の過度の国際収支黒字は対外的に通商

摩擦を惹起させて，対内的には，通貨増発で安定基調

を脅かしている。

現在，国民生産の 8%水準である経常収支の黒字規

模を z,...,_,3%水準まで段階的に縮小させるためには輸

入を増やしていかねばならない。このため 2段階の関

税引き下げ豫示計画を推進して，関税率を先進国の水

準にまで引き下げ，農産物はもちろんのこと一部の輸

入工業製品に残存している非関税障壁を撤廃ないし縮

小する。そして，こういう努力によって黒字規模が縮
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小しない場合には，ウォン貨切り上げも続けねばなら

ない。

2つ目，産業構造の改編および輸出と内需の均衡的

拡充が重要である。

過度の対外依存型経済では，国際貿易環境の変化に

脆弱となるだけでなく，政策選択の限界により安定成

長が壊されやすくなる。ゆえに，輸出と内需の均衡を

通じて成長の対外依存度深化を防止しなければならな

い。このためには特に，農業生産構造の効率的な改編

で対外開放拡大に伴う農業部門への衝撃を最小にとど

めて，未来指向的な農産物需給構造を選択せねばなら

ない。

ウオン貨切り上げと高賃金趨勢に相応して技術集約

商品の輸出比重を高めていかねばならない。段々と高

まる貿易障壁と後発の開発途上国による追撃に効率的

に対応していくには，自動車・電子・機械等，成長産

業の高付加価値商品を中心に輸出市場の多様化を推進

せねばならない。

3番目に，国際協力の拡大と海外投資の促進を加速

化することである。国際収支の黒字を土台として対途

上国経済協力を強化し，同時に海外投資を奨励するこ

とによって，途上国との協力基盤を構築する一方，先

進交易国の貿易障壁を効果的に克服すべきであろう。

特に， 92年のヨーロッパ共同体(EC)統合以後の対EC

経済協力基盤の構築のための努力が傾注されねばなら

ないだろう。

また，経済成長とオリンピック開催で共産圏国家と

の経済協力条件が成熟している。民間協議機構の設置

等で民間次元の対共産圏協力を構築する一方，政府次

元でも中国，ソ連，東欧等，圏域別で体系的に中長期

的眼目から経済協力の増進方案を準備せねばならない

だろう。

第 2節 自立•安定•福祉の調和

わが国経済が経てきた過程や先進国の経験等に照ら

してみて，経済能力を超過する福祉制度の拡大は長く

は続かず，結局，経済の後退を招いてついには国民厚

生の増進を制約するようになる。ゆえに，国民各界各

層の増加する要求は，経済論理により段階的に収飲．

調整されていくことが望ましく，分配改善の努力も経

済活力と自助精神を培える方向に展開し発展させねば

ならない。

こういう認識を土台として，福祉社会を指向する経

済社会発展のための重要な政策は，先ず，次のような

国民的合意を形成して，その基礎の上に模索されねば
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ならない。

第 1に，結果の公平化より参与機会の公平性を追及

して，各経済主体が自立と責任及び公正な競争を通じ

て各自の利益を追求するという，自由市場経済体制の

基本秩序を確立していくことである。

勤労者は企業発展が生活の基盤たる事を認識して生

産性向上を基盤とした賃金上昇を要求し，企業は技術

革新と雇用創出の主役として社会的役割を誠実に遂行

できるように企業意欲を鼓吹しなければならない。持

続的な経済活力を維持するためには，産業平和の定着

が何よりも重要な条件であり，労使は法秩序を尊重し

ながら共存共栄の意識の下で団体交渉慣行を定着させ

ていくことに努力しなければならない。

第 2に，福祉増進と分配改善も，経済安定基調の土

台の上で我々の能力に応じて漸進的に推進せねばなら

ない。医療・教育・年金・失業保護等各種の福祉需要

を充足させうる経済力の基礎とは，労働能力のあるす

べての国民に安定的な所得を保障する職場を確保する

ものである。ゆえに，生産性上昇と所得増加を持続し

ながら，高所得層がより多くの費用を負担してはいく

が，基本的には受益者負担の原則により福祉水準を引

き上げて，過度の財政負担等による経済活力の損傷が

生じないようにしなければならない。

万ー，増大した福祉需要のすべてを政府財政機能を

通じて解決しようとすれば，国民の租税負担が大幅に

増加し，財政規模が膨張して各種の非効率が発生する

だろう。また，租税負担の増加なき財政規模の膨張は

インフレイションを招き，経済の安定成長を阻害する

要因となるだろう。

ゆえに政府は税制の合理化で，正当に集めねばなら

ない税金は徴収するにはするが，画ー的な高租税負担

はやめて，生活上の基本需要を自ら解決することが困

難な階層に対する財政支援から選別的に拡大していく

ことが望ましい。この場合にも，一時的で施恵的な財

政支援よりは，根源的で中長期的な所得増大と生活環

境改善の分野を支援するものが望ましい。

第3に，わが国経済の規模と構造が拡大発展するに

従い，世界経済秩序の形成における，我々の能力に相

応した責任と役割を遂行しなければならなくなった。

特に，国際収支の黒字規模が拡大して，先進交易相

手国からの開放圧力が増大しており，これに対応した

我が国の経済国際化が不可避な状況となった。ゆえに，

開放化・国際化の不可避性を認知し，長期的にはこれ

による苦痛を最小化して国益を極大化できるよう，各

利益団体を含めた経済主体は国際的認識と眼目を持っ
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て我が国経済の国際化にともに参加しなければならな

いだろう。

このために，若い世代に進取の気性と国際化意識を

鼓吹するための教育革新を推進しなければならない。

第3章修正計画の主要政策方向と推進施策

第 1節経済運用の衡平性提高と公正性の確保

1. 租税負担の衡平提高

租税は政府活動に必要な財源を調達するのが主目的

であるが，調達方法如何では，資源配分を通じた産業

政策的機能と所得分配の機能を，ともに遂行する。ゅ

えに，税制運用の核心は産業構造の変化と所得分配状

態の変化に応じた諸機能が発揮されるようにしながら，

必要な財政収入を確保するという問題に帰着する。

過去のわが国の財政運用は産業政策的機能に優先順

位を与えることによって，特定産業を選別的に支援す

るための租税減免措置や経済開発に必要な内資の円滑

な調達のための消費抑制及び貯蓄奨励といった機能を

重視していたが，これは高度成長の大きな助けとなる

ものであった。しかし，こういう過程で間接税の比重

が高まり，租税構造が国民所得の増大に対して非弾力

的であると同時に，所得に対して逆進的となった。特

に，不動産投機所得等の不労所得に対する課税の不十

分，利子・配当等金融資産所得に対する低率分離課税，

相続・贈与税の脆弱性等により税制の担当すべき所得

再分配機能が弱まった。のみならず，各種の非課税・

減免等税制上の多すぎる例外措置で租税の衡平性と市

場自律機能に対する中立性が低下し，その結果，資源

配分の歪曲を招いた点も少なくなかった。

ゆえに，今後の税制運用は国民福祉施策の拡大によ

る財源調達機能を充実させながら所得再分配の機能と

負担の衡平性を強化しなくてはならない。

このために租税の応能負担原則に合致するよう，高

所得者の税負担を増やし，中産層以下の階層を軽減さ

せながら，間接税の比重を引き下げて租税構造を所得

に従い累進的となるよう改善するものである。これと

ともに，金融取り引き実名制と不動産課標（課税標準

額）現実化及び課税資料の電算化等，金融資産と財産

所得に対する公平課税の条件を確立することによって

租税負担の衡平性を高めていくものである。また，租

税減免の縮小で，市場中立性を強化し，地方自治制実

施に備えて地方政府の自主財源拡大と共に，国税の一

部を地方に委譲して地方財政を拡充していく。
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これと共に，新しい福祉財政需要に必要な財源の相 租税減免制度と企業課税制度上の不公平を是正しなけ

当部分は，経常経費の節減と投資予算の優先順位調整 ればならない。

を通じて確保していくが，不可避的に不足する部分は 租税減免制度は過去に経済開発を推進する過程で重

相対的に高所得の階層の税負担増加と共に，脱漏税源 化学及び輸出関連の成長戦略産業を支援する手段であ

の捕捉等定常的な税収増加努力を通じて調達する。こ ったが，あまりに拡大したことから市場機能を低下さ

れに従い租税負担率は計画期間中20%水準に高まるで せ，資源配分を歪曲する要因となっている。のみなら

あろう。 ず，今後の福祉財政のための財源確保の必要性に照ら

以上のような基本方向による税制改編は計画期間中 してみても望ましいとは言えない。更に，今後は，新

に2段階で推進されるが，第 1段階では中産層以下の 規の減免を抑制し技術及び人力開発，中小企業，農漁

階層の勤労所得税負担軽減に主眼を置いた所得税制改 村の均衡開発等，不可避的に存続が必要な場合を除外

編，関税と特別消費税等間接税率の引き下げ，租税減 して個別企業や産業に対する租税減免を縮小又は廃止

免の縮小等が推進されるだろう。第 2段階の税制改編 していくものである。特に，輸出，外国人投資，外資

作業では， 90年の防衛税の時限満了に備えて，土地総 導入関連の免税恵沢等，黒字時代に合致しない支援制

合課税の実施と金融資産所得に対する総合課税制度へ 度は果敢に減らしていかねばならない。

の転換等が推進されるだろう。 一方，企業課税制度においては，自己資本経営を誘

1. 1 勤労所得税の軽減と金融資産•財産所得に

対する課税強化

租税負担の衡平性を高めるためには，先ず，中産層

以下の勤労者が負担する勤労所得税を引き下げながら，

相対的に高所得者が負担する金融資産所得及び，財産

所得に対する課税を強化することが要求される。なぜ

ならば，勤労所得は課標が大部分露出されて 6------55%

の税率で累進的に課税されるが，金融資産に対する利

子・配当所得は10%の低税率で分離して課税され，土

地等の不動産に対する財産課税は課税標準額が時価に

比較して顕著に低いために，相対的に低所得の勤労所

得者の税負担過重となる。

ゆえに，中産層以下の勤労所得階層に対しては，基

礎控除・扶養家族控除・勤労所得控除等の控除額を高

めて，同時に総合所得税の最低税率が適用される所得

階級を上向調整し税率段階を縮小することによって所

得税負担が軽減されるようにする。

反面，財産所得に対しても，人別・財産別に電算化

することで脱漏財源を防止して，課標現実化及び譲渡

所得税の累進課税と非課税・減免の縮小も推進する。

これと共に，全国の土地を合算課税する土地総合課税

を90年度に導入する。また，利子・配当所得に対して

は，先ず，非実名金融資産所得に対する格差的な課税

幅を一層拡大して実名化を誘導する，等の条件を造り

上げた後に総合課税への転換を推進する。

導するために，株主配当に対する配当所得税額控除率

を拡大して，繰越欠損金の控除期限を延長することで

企業の財務構造が改善されるようにする。

また，累積欠損金がある企業に対して，寄付金の損

金許容限度を縮小し，非課税とされている非営利法人

の利子所得に課税するようにして，株式譲渡差益に対

する課税も推進していく。

1. 3 間接税比重の引き下げ

過去に，わが国の間接税比重が他国に比較して高い

水準を維持してきたのは，国際収支赤字の時期に高率

の特別消費税等で輸入誘発的な消費需要を抑制し，消

費財の輸入抑制のために高い関税率構造を維持してき

たところにその理由があった（表 2)。

しかし，今は黒字時代の経済余力を基礎とした国民

の厚生増進を考え，対外通商摩擦の深化に能動的に対

処するために特別消費税•関税等の間接税を漸進的に

引き下げうる条件が整うに至っている。

このために所得水準向上と消費形態変化による特別

消費税・電話税等の個別消費税の負担をできるだけ減

らしていく一方，一般消費税としての付加価値税の機

能は引き上げていくものである。特別消費税の場合，

一部の生活必需品化した品目は課税対象から外し，消

費が大衆化した品目は税率を引き下げ，長期的に一部

表 2 [間接税比重の推移］ （％） 

1. 2 租税減免制度と企業課税制度上の不公平是 I I 1970 11980 11985 11988予想

正 間接税／国税 I62 I n I 68 I 65 

企業活動に対する税制の中立性を強化するためには， 注：台湾 (85)68%, 日本 (86)27% 
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の高価な品目と消費抑制が不可避なエネルギー部門等

に限定して課税するようにする。電話税は電話普及が

普遍化した点を勘案して税率を引き下げるようにした。

付加価値税は外国人観光客に対する零税率適用廃止

等免税範囲を最小化して一般消費税としての機能を高

めていく。

一方，国民の生活水準向上に寄与するよう，消費財

に対する高い関税率を大幅に引き下げ，毎年施行する

豫示計画を準備して今後 5年以内に先進国の水準まで

引き下げていく。

1. 4 地方財政の拡充

この間の中央政府を主とした経済開発推進で中央政

府の財政需要が増加するに従い，税源が中央に集中し

て相対的に地方財政の不足を招いた。しかし，地方自

治の実施と関連して，地方政府の財政需要急増で予想

される地方化時代の本格的な展開に従い，地方財政の

拡充が要求されている。

このために優先的に財産税の課標現実化等を通じて

自主財源を拡充し，税源が平均して分布している煙草

関連租税 (89年以降は煙草消費税に一元化）を国税か

ら地方税に転換することで地方財政を補強するように

した。

2. 不動産投機の抑制と土地制度の改善

政府はこの間，不動産投機を抑制するために努力を

傾けてきたが，財産増殖の手段としての土地所有欲求

の蔓延と関連制度の不備で不動産投機が周期的に再燃

している。

不動産投機行為は，供給が限定されている土地に偽

の需要要因を発生させて地価を不合理に吊り上げるこ

とによって，所得分配構造を歪曲させると同時に，庶

民住宅の供給価格を上昇させて工場用地等の生産的土

地利用を制約している。

今回の修正計画では，不動産投機が原則的に封鎖さ

れる制度を速やかに定着させるべきである，という国

民の期待に応じるよう，関連の制度を画期的に整備・

強化する一方，土地の公概念を拡大導入して実需要者

でない人達による土地の多すぎる保有を抑制し，投機

所得を徹底的に租税で還収できるようにしていく。

2. 1 不動産投機の抑制施策

2. 1. 1 不動産関連税制の強化

不動産投機発生の主要因は，わが国の現行の不動産

税制が投機利益の還収について不十分で投機利益の私
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有化が可能なことにあり，優先的に不動産関連税制を

より合理的なものに改編していく計画である。

まず，現行の土地過多保有税は邑6)以上の地域の中

の8個地目に限定しており，合算課税から除外された

土地が多く総合課税の機能が非常に貧弱であるため，

90年からはこれを廃止して，個人が保有する全国のす

べての土地を合算して，累進課税を行う「総合土地税」

を導入・施行する計画である。

2つ目には，現行の譲渡所得税制は，保有期間によ

り税率を格差的7)に適用することで，不動産の保有規

模が大きい階層に相対的に有利になるという問題点が

あり，これを譲渡差益の規模に応じて累進的に課税す

る体系に改編し，過度の非課税および減免規定を縮小

するものである。

また，一家族二住宅や，一家族ー住宅に対する免税

制度を利用した住宅投機を抑制するよう譲渡所得税の

免税条件期間をそれぞれ短縮，または，延長するもの

である。

3番目，地価一元化のための法律を88年に制定して

公示価格制度を導入する計画である。現行の課税時価

標準額は現実の価格よりかなり低く，地目間，地域間

にも不均等で課税衡平とは異なっていることから，課

税標準額を時価に応じて現実化し財産課税を強化する

方針である。

しかし，譲渡所得税，相続税，贈与税等，所得が直

接に発生する国税においては，公示地価がそのまま課

標に適用されるようにはするが，財産税の場合には一

挙に税負担が大幅に増えないように年次的に課標を現

実化させていく方針である。

2. 1. 2 「不動産取り引き実名制」の導入

現在，不動産取り引きを露出させる装置が準備され

ておらず，取り引き段階で未登記転売による投機が盛

行しているという実情だ。こういう行為の根源的封鎖

のために政府は不動産取り引きが露出されるよう「不

動産取り引き実名制」を導入する計画である。

第 1に，不動産取り引きを行い登記する場合には必

ず，市・郡・区庁の検印を受けた官認契約書を添付す

るという，官認契約書制度を施行する。

第 2に，不動産取り引きでは必ず登記するという「登

記義務制」の導入が望ましいという判断である。こう

6)「邑」とは，人口 2万以上 5万以下の小都市で行政区域の
一つである。

7)原文では「差等適用」であるが，格差をつけて適用する
という意味であり，「格差的に適用」と訳した。
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いう制度の導入が民法上の契約自由原則を制約すると 土地の用途や形質変更，または，工業団地，住居団地

いう一部の意見もあるが，未登記転売という悪性的な 等各種の開発事業施行により，事業区域はもちろん，

登記行為の根絶のためには，私有財産権行使の手続き 周辺の土地価格まで急上昇して，個人の資産価値は大

を踏んだ制約はむしろ善意の被害者の発生を予防し不 幅に増やされた。

当な脱税を防止する制度的装置になるという「登記義 各種の開発事業施行に国民全体の負担で莫大な投資

務制」の実施が必要である。 財源が投入される半面，開発事業の反射的効果による

2. 1. 3 「土地公概念」の導入拡大

土地等の不動産は一般の商品とは異なり，供給拡大

に難しさがあるのに反して所得増加と経済成長により

その需要は増加し続けている。ゆえに生産や住居等の

目的で実需要者が必要な土地を保有•利用するような

制度が早急に準備されない場合には，土地利用の非効

率はもちろん，財産保有階層へ不労所得を提供すると

いう地価上昇現象は終わらないだろう。

ヨーロッパ等の多くの先進国では，すでに実需要者

中心の土地所有制度を採用しているだけでなく，個人

の所有している土地に対しても国家が開発権を持つ等，

土地の公的利用制度が確立している。わが国も，こう

いう先進国の制度の良い要素を導入・実施する時点に

きたと判断し，政府は「土地公概念研究委員会」を設

置し，わが国の実情に応じた「土地公概念」の導入方

案を多角的に検討するものである。

公概念導入の拡大方案としては第 1に，地価上昇を

期待して過多に宅地を保有するという現象を是正する

ために，「都市計画区域内の宅地および宅地開発可能な

土地に対する保有上限制」の導入を推進し，第 2に，

農地および林野に対しては実需要者だけが購入するよ

うな制度を確立する。

農地は現在， 1農家当たり 3町歩の所有上限がある

が，産業化に従い，離農以外の相続および投機目的の

買入等により，非農民の所有が増加し続けているとい

う趨勢である。ゆえに，現在実施している「農地売買

証明書」発給制度を強化して，直接耕作できない階層

による農地購入を規制し，農地に対する財産税を改編

して，不在地主の所有農地に重く課税する方案を検討

し導入する。

林野は生産性が低い土地であることや，取り引き段

階では実需要者であるかどうかに対する制限がないと

いうことのために投機が盛行しているという実情であ

る。ゆえに，今後は取り引き段階で育林家等の実需要

者を審査する制度を導入し，一定規模以上の林野取り

引きに対する許可制度を導入する等，新しい装置が検

討されるものである（表 3)。

第 3に，土地の「開発利益還収制度」の導入である。
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土地価格上昇の利益を個人が私有化するのは不合理で

ある。特に，現行の財産保有課税制度の下では，課標

の上向調整が不十分であるために，開発利益の還収の

ための制度的装置が準備されねばならない。

2. 1. 4 土地利用現況調査

今までは，長期間保有し活用していない土地に対す

る実態把握を通じて政府が未活用地の利用促進措置を

とったことが無いために，投機目的で土地を購入した

後に長期間放置したり偽装使用するという事例が多か

った。今後は，こういう遊休地を周期的に調査して，

所有者に土地利用計画書等を徴求する一方，一定期間

の間，当初計画通り利用していない土地に対しては国

土利用管理法の改正を通じて，公共機関が強制的に買

収し，土地利用を増進させていく計画である。

この他にも，土地に関する帳簿を体系的に把握して

総合土地税導入を円滑に施行できるよう土地台帳・登

記簿・課税台帳等各種の公簿を整備し， 89年 6月まで

に電算化を完了する一方，国土利用計画の合理的樹立，

等で土地政策の実効性を高めるために，土地利用状況

や開発可能地等を把握できる全国的「土地利用実態調

査」を実施する計画である。

こういう中長期の不動産関連政策を円滑に完了する

時まで，副総理を委員長とし関連部署の長官を委員と

する「不動産政策委員会」を運営し，推進状況を点検

していく。

表3 [土地取り引き申告地域の取り引き現況］

取り引き件数 取り引き面積

％ 千m2

農地 6,855 32.5 51,369 

林野 11,601 55.1 345,893 

草地 14 0.1 309 

その他 2,599 12.3 15,861 

計 21,069 100.0 413,432 

注：京畿及び忠南地域 (88.1,...._,7月の実績）

資料：建設部

％ 

12.7 

83.7 

0.1 

3.8 

100.0 
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2. 2 土地供給の円滑化

地価安定のためには，土地投機抑制施策とともに土

地需要の不均衡が発生しないよう需要に相応した土地

の円滑な開発供給が必要である。特に，住宅普及率の

拡大のために政府は92年まで200万戸の住宅建設に要

する190k面の宅地に対しては，すでに調査された61

個の都市の利用可能地406km2を選別して，公営開発

方式を主として開発し，都市地域内の相対農地にも宅

地としての転用を拡大する。

また，計画期間中に必要とされる55km2の工業用地

に対しては，西海岸地域の新規産業基地開発，既に指

定されたエ団の残余地開発，および農工地区の拡大造

成等を通じて供給不足現象が起きないよう対処してい

く。

これとともに，地域の実情に応じた土地利用の促進

を誘導するために，現在，中央に集中された土地利用

および管理権限を段階的に地方に委任し，国土の均衡

開発を目指して首都圏と地方の土地利用規制を格差化

し地方の工業化を促進していく。

3. 金融自律化の推進

わが国の金融産業は実物経済の急速な発展に比して

相対的に遅れているという状態である。これは過去の

経済開発過程で，政府が金融機関の内資動員および資

金配分等へ積極的に介入したことによって，金融の自

律機能が制約されたところにその主な要因を見出すこ

とができる。

即ち，金利の市場機能が制約されることで，資金の

需給調節機能が脆弱化して，国民の貯蓄および資産増

殖の手段としての機能を十分に発揮できず，企業の多

様な金融資金需要を充足させることもできないでいた。

また，政策金融の過多は市場原理による資源配分機能

を弱めてしまった。同時に金融機関の業務領域を制限

することによって金融機関の不均衡的発展を招き，金

融機関の責任経営体制も定着しなかった（表 4)。

最近，わが国の金融産業発展の条件は大きく好転し

ている。 86年からは国際収支が黒字基調に転換して，

貯蓄率が投資率を超過するようになり，国民経済全体

としては資金剰余が発生したために，慢性的な資金不

足時代の金融規制を解除できる条件が成熟している

（表 5)。

また，金融自律化の重要な障害であった不実債権の

規模が急速に減少しているだけでなく，不実企業の整

理もほとんど終り，銀行の自律経営基盤が強化されて

いる。同時に実物経済の国際化趨勢に相応して，サー
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ビス市場の開放圧力に対処するために金融の国際化を

積極的に推進しなければならない立場にあり，金融自

律化を通じた国際競争力の強化が要請されている（表

6)。

ゆえに，金融産業においても，価格機能と競争原理

を積極的に導入することで，国民各階層の多様な貯蓄

動機を充足させ，企業の資金需要を適切に調節してい

くものである。このために金融機関の自律性を高め，

金利を段階的に自律化し，金融機関間の競争条件の造

成で自力成長基盤を構築する一方，長短期の金融市場

の発展施策に力点を置いていくものである。また，こ

ういう金融自律化の過程で大企業の金融支配現象を防

止し，自律経営に相応した監督機能の強化，および預

金者保護等のための制度的補完装置を準備せねばなら

ない。

3. 1 金融機関の自律性提高

金融機関の自律性や金融人の自律と創意と責任を基

礎として，競争原理によって金融を運営するようにし，

同時に通貨信用政策の樹立において中立性と自律性が

保障されるようにする。

金融機関の経営自律化と責任経営体制確立のために

表 4 [金融資産規模の国際比較］ （％） 

金融連関比率 1);韓:.;:7) I 日 :~:6) I 米~::6)I台7.::6)

1)国内金融資産残額／経常GNP

表 5 [政策金融及び金融機関間の発展格差推移］

（ツ）
ーと

:::/1二:::1~:~□□ 1)貿易金融，輸出産業設備金融，農・水・畜協資金，

住宅資金，エネルギー節約施設資金等

2)信託， CD,金融債等を含む

3)75年基準

表 6 [金融資産の増加速度］
（経常， 10億w,%) 

1985 1986 1987 1988上半期

GNP増加規模 6,442 11,126 13,556 7,040 

増加率 (9. 7) (15. 3) (16 .1) (16. 8) 

金融資産増加1) 18,563 25,333 33,571 21,557 

増加率 (11. 5) (36. 5) (32. 5) (30. 8) 

1) 金融機関の保有を除外



経済学研究第 56巻第4号

は，事前認可等政府の直・間接的な規制と干与を果敢 の合理的連動体制形成のための「基準金利」制度の導

に縮小して，経営実績評価とその結果を公示する制度 入等の補完策を準備する。

を拡大運営することによって，責任経営体制が定着す 一方，金利自律化以後にも相当の期間継続される金

るようにしなければならない。同時に，金融機関によ 融資金に対する超過需要に対処して，通貨の過剰供給

る資金運用の自律性を制約している政策金融は，その を効率的に調節するために，中央銀行の再割引き制度

種類と支援の幅を縮小せねばならず，特に，輸出と内 及び公開市場操作機能等，間接的な通貨管理方式を積

需部門間の格差的支援を取り除き，漸次，輸入金融と 極的に活用して，中長期の債権市場を重点的に開発し，

消費者金融等も拡大していかねばならない。 民間保有の金融資産が，銀行と非銀行金融機関，債権

また，金融機関運営に対する政府干与の縮小方向に 市場と株式市場で均衡的に流通するよう支援しなけれ

歩調をそろえて，政府が所有している金融機関の株式 ばならない。

を国民株式公募方式で売却し民営化していく。

国際収支の黒字転換等全般的な経済条件の成熟によ 3. 3 金融機関の競争促進と長・短金融市場

り，資金の動員および配分等の金融運用に対する政府 の育成

の直接的な干与は一層縮小させられていくが，通貨信 金融機関の自律性を土台として，急増する金融需要

用政策の樹立および執行においても，財政政策・外換 を充足しサービスの質を向上させるために，金融機関

政策・産業政策，等他の経済政策との有機性は維持さ の競争を促進すべきである。このために参入制限を緩

れるようにしながら，金融通貨運営員会の機能および 和して一部の金融機関の新規設立を許容し，既存の金

構成を補強して中立的な通貨信用政策樹立の基盤を準 融機関の付帯業務の取扱拡大と周辺業務に対する参与

備していく。 制限も緩和していく。

特に，金融産業開放に備え国際競争力を高めていく

3. 2 金利の段階的自由化 ためには，金融機関業務領域の広域化が不可避であり，

金利は市場実勢金利との乖離が生じ無いよう段階的 こういう兼業主義は国際的な趨勢とも言える。ゆえに，

に自由化せねばならない。この間の物価安定基調の持 先ずは各機関固有の業務に力を注いで，漸次，付帯業

続で公金利と市場金利の格差が漸次縮小され，国際収 務及び周辺業務と業務領域を拡大するようにして，長

支の黒字拡大及び国民貯蓄率の上昇等による資金余裕 期的には金融機関が自ら業務領域の調整と合併，また，

で市場金利が中長期的に下落する素地がある等，金利 業種転換を誘導することによって，国際的な趨勢に応

自由化を推進できる条件が成熟している（表 7)。 じた業務領域の広域化と統合化を推進していくもので

ゆえに，銀行及び第 2金融圏の輿信金利を自由化し ある。このように競争促進を通じた金融機関の競争力

て，銀行圏金利の硬直性と特恵的要素を除去しなけれ 培養と同時に，短期金融及び資本市場を育成するため

ばならない。預金金利の自由化は，名目上すでに自由 に直接金融による金融供給を拡大することによって，

化された市場性金利，実績配当商品金利，等一部の金 銀行等の間接金融を補完していく必要がある。

利から自由化して，金利自由化の初期段階で金融機関 短期金融市場を発展させていくためには，先ず，既

の間の過当競争が招くかもしれない預金金利の同時的 存の市場を活性化させ，企業の手形と新種企業の手形

な上向調整の危険を減らさねばならない。 を統合した手形市場を活性化させ，譲渡性預金証書等

しかし，貸出金利の自由化においては，銀行及び第 で他の金融市場も金利自由化推進と平行して積極的に

2金融圏の間における長短期の受信金利体系を合理的 発展させるものである。流通市場の開発のために短期

に調整し，同時に，直接金融市場での資金調達を促進 金融市場の資金需給を仲介する専門の「ディーラー」

することで，資金の超過需要を緩和する一方，金利間 と「ブローカー」を育成して金利の変動に対応する可

表 7 [実質金利推移］
（単位：％）

1975 1980 1985 1986 1987 

定期預金金利 15.0 24.0 10.0 10.0 10.0 

消費者物価上昇率 25.3 28.7 2.5 2.8 3.0 

実質金利 △ 10.3△ 4.7 7.5 7.2 7.0 

-118-

変収益性商品の開発，等新しい短期金融商品の開発も

推進する。

資本市場の育成は，長期の安定的な資金供給を通じ

て企業の財務構造改善と成長潜在力培養の基礎となる。

このために国民株の普及拡大，従業員持ち株制の拡散

等で証券投資の底辺拡大を通じた株式大衆化を誘導し，

内部者の取り引きを規制する，等公正な取り引き秩序
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を確立して，株式の長期保有誘導で健全な証券投資環

境を造成する。

これとともに，金利自由化を土台として多様な中長

期債券を発行・供給する一方，少額投資者に対する租

税減免等を通じて需要を喚起することにより，中長期

債券市場も育成していく。証券産業の内部経営に対す

る事前指導と規制を大幅に縮小して，自己責任による

健全運営を通じて競争体制を構築していくものである。

3. 4 金融自律化による補完対策の準備

金融自律化を推進する過程で，銀行経営の健全性を

維持し，大企業の私金庫化を防止するための制度的措

置を強化する一方，金融の均需化を目指すものである。

先ず，銀行経営の健全性を確保するために，銀行資

本規模の大型化を誘導し，危険資産対比の自己資本比

率規制制度等を導入して銀行自己資本の充実化を目指

す。また，資金運用面では，一部の大企業による金融

支配現象の防止のために金融機関の大株主に対する興

信限度の設定方案を検討して，現行法上の同一人に対

する輿信限度を縮小する。同時に，金融機関設立時に

既存の大企業群の参輿を制限することによって，金融

産業に対する経済力集中を防止し，特に，地方金融機

関の場合には，当該地域において活動する個人，また

は，企業，団体が大株主になるよう誘導する。

また，金融自律化に従い，難しい金融資金配分の衡

平性を引き上げるために，中小企業・庶民・消費者等

に対する金融利用機会を画期的に拡充するようにして，

地域間の均衡的な発展を目指すための地域金融の活性

化も推進し続けるものである。特に，地域金融の活性

化のために新設金融機関の本店は地方に設置するよう

積極的に誘導する一方，地方銀行が地域の金融センタ

ーとしての役割を遂行できるよう営業基盤の拡充と大

型化を目指していくものである。同時に，地方資金の

域内還流を促進させ，農エ団地への入住企業等，地方

企業に対する地方金融の供給能力を拡充させていく。

これと共に，金融自律化以後に予想される過度の競

争による経営不実化を防止して金融の公共性と健全性

を確保するために，第 2金融圏を含む総合的で専門的

な金融監督体系を確立していく。そして，金融機関の

不実化に備えて，預金者を保護するための全面的な預

金保険制度，または，各金融機関種類別の預金保険基

金の導入を検討する。

4. 経済力集中の抑制と公正取り引き制度の強化

自由経済体制下では同一の機会と条件が与えられた
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としても，経営能率の差異により大企業集団が発生す

ることがある。しかし，わが国の場合，特定産業分野

を短期間で国際競争力のある産業に育成発展させるた

めに，大企業に対して金融，税制上の支援が集中し，

その結果，経済成長が加速されはしたが，独寡占的な

市場支配力を持つ大企業群を中心に経済力集中現象が

深化されてきた（表 8)。

こういう大規模企業集団の事業拡大競争は，投資資

源の大部分を自己資本ではなく銀行借入に依存し偏重

輿信の不合理を招いたことから，金融の機会を不公平

にして富の形成過程に対する正当性の問題を提起した。

政府はこういう問題に対処するために，系列大企業

群に対する輿信管理を強化して， 80年代初めに公正取

り引き制度を導入し経済力集中を緩和して，大企業と

中小企業および消費者の間の不公正取り引き行為を是

正することに努力を傾けてきたが，経済力集中の根本

原因を治癒するには至らなかった。

ゆえに，今後，富の形成過程に対する正当性を確立

して公正な競争を土台とする自由経済体制を育成する

ために，機会の公平を阻害する偏重輿信の構造を改善

して競争制限的な政府の規制法令を改訂していき，既

存の独寡占企業の不公正取り引き行為も一層厳格に規

制していく。

4. 1 大企業に対する輿信規制の強化

民間の企業活動が公正な競争の準則のもとで善意の

競争ができてこそ初めて，真正の自由企業主義が維

持•発展されうるし，創意と能率を土台として産業構

造が不断に改編されてこそ国際競争力が強化され雇用

も創出されうる。

万ー，大企業に対する金融機関の偏重輿信と，借入

財源による系列企業の拡張が続けられれば，経済力集

中現象は一層深化されることになり，その結果，大多

数の中小企業が創意と技術革新競争に参与できないこ

とから，国民経済の活力は減退し成長は鈍化するだろ

う。ゆえに，金融機関の限定された興信財源は中小企

業と大企業間に，均衡的に配分されねばならない。

このために，銀行圏が運用している大企業の自己資

表 B [30大企業集団の経済力推移］

（ツ）
ーと

鉱工業部門の出荷占有率I~ロ
資料：経済企画院，「鉱工業統計調査」 (1977,

1985) 
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本指導比率を上向調整することによって，投資財源の と慣行等の実態を把握して，規制的な法令，行政処分

銀行借入依存度を引き下げていき，株式市場を通じた および行政慣行を段階的に縮小していく。同時に，競

直接資金調達の比重を高め，大企業株の国民株への時 争制限的な法令の新規制定または，行政処分等の増加

代を開いていかねばならない。また，大企業の輿信限 を抑制するために，関係部署間の事前協議制度の運用

度を第 2金融圏についても設定し運用して，特に，証 も強化していく。

券・保険会社の場合，同一グループの系列会社に対す 同時に，民間団体主導の「経済法令整備民間協議会」

る興信限度も下向調整する必要がある。 を運営して，企業の設立および拡張，等企業活動を制

一方，金融自律化措置を契機として，大企業の金融 約する経済法令と認許可，国民生活関連の行政手続き

機関支配を防止するための制度的装置を準備しながら， を大幅に整備していく。

金融専業企業を育成していかねばならない。このため 一方，大企業と下請企業者間，事業者と消費者間の

に，大企業系列の金融機関の企業公開を義務化して， 公正取り引き秩序が定着するようにしていく。

新規の金融機関設立時には系列大企業群の参与は制限 先ず，下請け取り引き分野においては，大型業体を

せねばならない。同時に，大株主の市中銀行の株式保 中心とした実態調査を通じて，不公正な下請け取り引

有上限線を下向調整し，地方銀行と保険会社について き行為を是正していく一方，業種別の下請け取り引き

も株式保有上限線の設定が必要となるだろう。 の公正化指針作成および標準契約書の普及拡大等で，

4. 2 大企業の不合理な企業拡張と系列企業間の

不公正取り引きに対する規制強化

民間企業の活動が公正競争の準則の下で円滑に展開

されるためには，不合理な企業拡張を通じた経済力集

中を規制しなければならないだけでなく，すでに形成

されている独寡占の大企業の下請け中小企業や消費者

に対する不公正な取り引き行為も規制すべきである。

大規模企業集団の出資限度超過金額および相互出資

金額を法定期間内に解消するよう，年度別計画を樹立

して，相互出資禁止規定の違反による不当利得還収に

ついては課徴金制度を導入する。

一方，大企業系列会社間の不公正な取引き行為に対

する監視を強化して，内部取り引き審査指針を発展さ

せ，系列企業間の連結財務諸表の作成・公示を義務化

させていく。大企業に所属する非営利財団法人に対す

る事後管理も強化し，非営利財団法人が所有する系列

会社株式の議決権制限等を特別に管理し，財閥家族間

の財産移動状況を総合的に点検して，相続・贈与税の

脱漏を防止する。

4. 3 競争制限的な政府規制の縮小と公正な取り

引き秩序の拡散

競争制限的な政府規制は民間企業の参入を制限し創

意性と自律性を阻害することによって国民経済全体の

能率を低下させる要因となる。

ゆえに，先ず，重要産業に対する競争制限的な政府

規制を緩和していく。現在まで競争が制限されてきた，

肥料・醤油・運輸業等の重要産業に対して，新規参与

制限，価格および数量制限等の競争制限的な政府干与
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制度運用の実効性を高めていく。

また，不動産の表示で，虚偽・誇大広告等の事業者

と消費者間の不公正な取り引き秩序を改善するために，

国民生活と直結された不動産，観光運輸，百貨店業等

を中心とする，業種別の公正な競争基準に関する指針

および告示を制定•発展させていく。

5. 自律的で将来指向的な労使関係秩序の定着

昨年以後の政治民主化過程でわが国は各界の要求が

いっぺんに噴出するという現象を経験しており，中で

も特に，労使紛糾は大挙して発生した。政府としては，

労使間の賃金決定等の利益紛争事項は労使の自律解決

原則に従うようにして，各種の紛糾を法の枠内で受容

するために87年11月に労働関係法を全面的に改定した。

その結果，労組設立と団体行動が容易となる等，労働

3権が大きく伸長したが，労使双方に信頼して交渉に

入るという経験が蓄積されておらず，紛争発生時にこ

れを迅速に調整・解決するという制度の発展も不十分

であり，労使双方にとって非生産的な紛糾を経験して

いる実情である。

そのうえにまた，勤労者の教育水準の向上で権利意

識が増大し，衡平分配の欲求が急速に増加しており，

今後，わが国経済の安定成長は，円満な労使関係秩序

の早期定着如何にかかっているといえる。

ゆえに，労使間に相互信頼の基盤を構築して，労使

教育の拡大によって，いまだ未熟な労使間の交渉能力

を補完し，不必要な紛糾事態の事前予防に努力する一

方，紛争発生の場合にはこれを公正かつ迅速に調整で

きるよう関連の制度を発展させるものである。

そして，賃金格差の緩和と作業環境の改善等を誘導
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しながら，低賃金勤労者の保護と産業災害予防の努力

を強化することによって，労使の葛藤を解消し，勤労

階層が受恵できる福祉制度を拡充•発展させていくこ

とで，労使関係安定のための諸般の条件を造成してい

く。

5. 1 紛争の事前予防のための相互信頼基盤の構

築

円満な労使関係の定着のためには，なによりもまず

労使が共存共栄の運命共同体であるという認識を基礎

として，互いに信頼するという風土がつくられねばな

らない。このために先ず，労使関係の発展方向に関す

る国民各界各層の意見を幅広く集める協議機構を設置

運営するものである。また，事業上の単位では，労使

協議会制を活性化し経営計画と実績等，企業の実情を

勤労者たちに誠実に知らせ，勤労者たちの不満事項を

事前に把握することによって，労使関係で互いに譲歩

しなければならない事項と，獲得されるべき条件に対

する譲歩・理解の基盤を準備しなければならない。特

に，労組が結成されていない事業場では，労使協議会

が労使間の唯一の対話の通路であり，賃金・勤労時間

等の団体交渉事項を労使協議会で協議できるようにす

ることが望ましい。

これとともに将来指向的な労使関係に対する基本認

識を高めるために，労使教育が拡大される必要がある。

しかも，こういう教育は政府主導よりは民間団体の自

律機能を通じて遂行されることが望ましく，各団体別

に利害当事者に対する教育を強化して，これと平行し

て中立的な団体が労使合同教育を実施するよう支援し

ていくものである。こういう労使教育が必要なのは，

数多い中小企業場にまで労組設立が拡散しているが，

労働関連法と制度に対する認識が不十分であり，双方

が自律的に問題を解決できるという交渉技法の蓄積不

足から，不必要な摩擦と損失が莫大となっているため

である。一方，この間の学校教育においても，自由経

済体制の下での合理的な労使観を養うという教育内容

が先進諸国に比較して著しく貧弱であるために，初・

中・高等教育の教科課程に労使関係および産業平和に

関する内容を含めていくことが望ましい。

5. 2 紛争の迅速かつ公正な調整のための制度的

発展

労使紛争が発生すれば，法的な手続きにしたがって

紛争が進行するように，迅速・公正な調整を通じて，

不必要に紛糾が長期化しないための制度的装置の強化
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が必要である。

わが国の労使紛争の様相をみると，賃金・勤労条件

改善等の利益紛争と，賃金未払い・不当労働行為等の

権利紛争が未分化であり，罷業等の団体行動の対象と

なりえない権利紛争も大部分が不法争議形態で現れる

という問題点がある。

現行の法体系に従えば，権利紛争事項は不当労働行

為に対する労働委員会の行政救済の手続きを除外すれ

ば，原則的に一般法院で解決しなければならない課題

である。しかし，一般法院の法的救済手続きに対する

認識が不足し，迅速に解決・処理されずに集団紛糾と

なって現れている。ゆえに，長期的には権利紛争事項

だけを専門的に担当できる労働法院の設立を検討しな

ければならないが，先ずは，現行の労働委員会を拡大

改編して，法曹人出身で構成された審判委員会を新し

く設置することにより，権利紛争を迅速に処理するも

のである。また，任意調整制度を活性化するために，

社会指導人士または法人が手数料を得て任意調整業務

を担当すると同時に，労使関連団体に対しても調整人

団の構成を指導して，紛争の円満解決を目指していく。

これと共に地方労働官署を強化して，労組が組織さ

れていない事業場の紛争調整と労使協議会の運営指導

機能を補完する。

5. 3 合理的な賃金調整の誘導と勤労条件の改善

賃金水準の決定は労働生産性・勤労者の生計費・企

業の支払い能力等により労使間の自律的な賃金協商を

通じて，仕事の代価が公正に配分されるようにするこ

とが原則であり，不合理な賃金格差の緩和および低賃

金勤労者の保護のために，政府の努力が必要である。

最近，労使紛糾の雰囲気に便乗して，業種や地域に

より生産性や生計費が異なるにも拘らず同一の賃金引

上げを要求したり，賃金水準が高い勤労者が過度の賃

金引上げを要求する等の問題が現れている。ゆえに，

韓国労働研究院等の中立的な機関が，生計費・労働生

産性等の関連指標を研究開発して，賃金協商の基準と

して利用するようにしている。また，相対的に賃金水

準が高い親企業や「ホワイトカラー」職種の賃金引上

げ率が，下請け企業や生産職より高くならないように

する一方，賃金引上げ能力のない赤字企業の無分別な

賃金引上げが製品価格に転嫁されないよう指導してい

く。

一方，賃金決定に学歴・職種・性等が慣行的に作用

し，不合理な賃金格差が存在しており，勤労者が階層

間の違和感を持つ要因となっている。
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しかし，最近では，大卒者が増加する半面，低学歴 開するようにして，産業災害予防施設資金支援を大幅

の生産職勤労者が不足し，それに従い学歴間の賃金格 に拡大する一方，韓国産業安全管理公団を中心として

差は漸次緩和され，生産職労働者を中心に賃金が引き 産業災害予防技術の普及および教育を強化する。そし

上げられており，超過勤務手当を含む月給総額基準で て，産業災害予防に対する企業の投資を増大させるた

は，職種間の賃金格差は解消されている。しかし，高 めに，産業災害関連施設に対する投資誘因策とともに

卒 4年経過の者の給与は大卒者の初任給よりもいまだ 産業災害の発生事業体に対する監督および罰則の強化

低 <'8時間勤務時で得られる通算賃金を基準とすれ 方案を研究する。

ば，生産職が事務職よりも低いという実情がある。 わが国の勤労時間は， 87年現在，月平均234.6時間で

ゆえに，職種間・学歴間・男女間の不合理な賃金格 あり，日本 (179.1時間）・台湾 (209.0時間）に比較し

差を解消するために，先ず，通常賃金を基準として生 て多い方である。国民所得水準が向上するに従い，余

産職と事務職の賃金格差が縮小されるようにし，同一 暇の時間が増えて長時間勤労が忌避されるようになる

学歴の行政・事務・管理職・男子より，生産・技能・ のであり，勤労時間を漸次短縮して国民生活の質的改

技術職・女性に対して不利となっている賃金条項を改 善を目指す必要がある。このために，先ず，勤労者の

めるように指導する（表 9)。 意思に反する延長勤務がないように勤労時間延長は書

そして，企業の労働費用中で現金給与以外の労働費 面合意制を実施し， 24時間稼働業体での交替勤務体制

用が多く，賃金水準が低いという認識を与えており， を確立して，現行の法定勤労時間を遵守するようにし

賃金体系上基本給の比重が59.7%と低い半面，手当て ていく。

の種類は多いが，その機能が不明確であり手当てが本

来の機能を果していない。

ゆえに，基本給の補助的な性格を帯びている各種の

手当ては，基本給に吸収するようにして，勤労者の所

得を安定化し，職務と能力により手当てを支給するよ

うに改善して，企業経営の合理化を目指すものである。

そして，現在，製造業10人以上の事業体で実施され

ている最低賃金の適用対象を年次的に拡大して， 89年

には鉱業および建設業を追加し， 93年には 5人以上の

全産業体において実施し，低賃金勤労者を幅広く保護

するものである。

わが国では産業災害に対する認識が不足しており，

有害・危険事業場に対する監督が良く行き届かないの

が実情である。日本の勤労者の災害発生率は1.0%にす

ぎないのに比較して，わが国はこれよりも遥かに高い

2.7%に達している。今後，経済規模拡大と重化学工業

の比重増大に伴い，産業災害も大規模化することが予

想され，産業災害から勤労者を保護するために，有害

事業場の安全管理と産業災害予防機能の強化が重要な

課題となる。

このために，有害事業場については無災害運動を展

表 9 ［職種間の賃金格差］
（製造業，月給総額基準）

1983 1984 1985 1986 1987 

生産職 86.2 86.6 92.6 95.8 101.2 

事務職 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

注：高卒男子初任給華準
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5. 4 勤労者の福祉増進と中産層化への支援

最近の労使紛糾過程で現れたように，勤労者の厚生

福祉需要は質的に変化し量的に増大しているが，大多

数の企業の社内勤労福祉水準はいまだ不十分という実

情である。ゆえに，勤労者の福祉施策を体系的かつ一

貫して拡充し，勤労者の福祉欲求を充足させることに

よって，労使関係の安定を目指す必要性が増大してい

る。

先ず，勤労者に財産形成の機会を拡充するよう，従

業員持ち株制度を非上場企業にも実施して，全勤労者

の株主化を推進していくと同時に，勤労者の自社株購

入に対する奨励策の強化とともに長期保有を誘導して，

企業に対する帰属意識を高めるものである。また，同

時に，成長展望が明るい公企業株式を中下位の勤労者

階層に国民株として拡大普及させ，勤労者を中産層に

育成する計画である。

また，社内勤労福祉基金制度の法制化を推進し，一

定規模以上の企業については当期純利益の一定比率を

基金に拠出することにより諸般の福祉事業を遂行でき

るよう，基金設置業体に対する税制上の支援も拡充し

ていく。

現在，公共の福祉施設が不足しているという実状で

あるが，今後，公共福祉事業は民間が担当することが

困難な分野を補完していくことに重点を置いて，民間

の福祉事業に対しては，税制・金融支援を強化してい

く。
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第 2節経済の均衡発展と庶民生活の向上

1. 農漁村開発と構造改善

この間の工業化過程において相対的に落伍した農漁

村経済の活力を回復させるために，政府は86年に農漁

村総合対策を準備し農漁家の所得源開発および農漁村

地域開発事業を推進する一方， 87年には 2度にわたる

農漁家負担軽減措置をとり，農漁村の当面の陰路を解

決しようと努力した。

こういう多角的な努力にも拘らず，わが国の農漁村

はいまだ多くの世帯が生産性の低い形態の農業生産に

拘泥しているために，持続的な所得増加の限界を克服

するのが困難な実情にある。特に，従来の農業生産構

造をそのまま維持しながら，増産施策を続けたとして

も，需要構造の変化に適応できないだけでなく，経済

全般の開放化趨勢に合致できなくなっている。

ゆえに，今後のわが国農漁村は農業生産構造の改編

と生産性増大を支援する方向で投資の優先順位を再調

整しながら，農業以外の多様な所得源を開発し，都市

と農村間の生活環境格差を解消できるような公共投資

を果敢に拡大せねばならない。

1. 1 農業構造の改善および価格安定

1. 1. 1 農業生産性向上のための投資拡大およ

び生産構造改編への誘導

総農家所得の60%の水準を占有する農業所得は，単

純な生産量の増大よりは生産性向上によって裏付けら

れるべきであり，農業は経済全体に大きな負担を与え

ることなく，産業の一つの分野として育成•発展され

うるものである。

農業生産性の向上は，耕地整理と農業機械化を通じ

て農業生産に投入される人力が減少されうるようにせ

ねばならず，一戸当たりの営農規模が拡大され，農業

商業化と資本集約的な営農形態の道を切り開いていか

ねばならない。

このために，耕地整理事業は92年までに対象面積の

80%水準にまで高められるよう，農業機械購入資金を

漸次拡大供給する一方，機械化営農団を88年現在の 1

万 3千箇所から92年には 4万箇所の規模に拡大育成す

るものである。

こういう生産性向上投資を拡大しても，農家一戸当

たり平均 1町歩水準の営農規模では，農家所得が都市

世帯所得の増加速度に追い付くには限界がある。ゆえ

に，根本的には一戸当たりの営農規模拡大のための農

地制度の改編が切実である。
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農家当たりの耕地規模の拡大を支援するためには，

長期低利の農地購入資金を漸次拡大供給して，不在地

主の所有農地に対しては財産税を重く課して，農地が

農民に戻るように誘導していく。

1. 1. 2 生産構造の調整と高付加価値化

国民所得水準の向上は食品消費構造の変化を伴うが，

わが国の農業生産の大部分を構成する主穀は消費がむ

しろ減少するという展望があり，肉類・鮮魚・果物・

野菜等の消費が一貫して増加している。

これに従い，今後は，国民が消費を避ける多収穫の

新品種米の生産を減らして，その代わりに米質の良い

一般米の生産を増やすようにする一方，耕作技術・気

候および土壌等の農業条件に照らして相対的に有利な

作目での地域特化および品目特性に応じた生産支援体

制を準備していかねばならない。

また，わが国経済が指向すべき開放化趨勢に応じて，

国民食糧の需給安定に重要な品目は適正水準の自給を

維持しながらも，中長期的な眼目で見ると経済性の維

持が困難で大多数の農家の所得源として育成させるに

は不適切な品目に対しては，輸入予示制を導入するこ

とにより農民自ら生産体系を調整していくよう誘導し，

これを積極的に支援していかねばならない。一方，豚

肉・鳥肉・りんご等競争力の確保が有望な農産物に対

しては，積極的に市場を開拓し加工技術の開発支援等

を通じて輸出産業として育成していく。

これと共に農村振興庁等の農業研究開発機能を活性

化して，農業技術開発に対する民間の参与を誘導する

ことにより，遺伝工学・電子等の先端技術の農業への

応用研究を強化して，農産物の高付加価値化を支援し

ていくものであり，農漁家の所得増大に寄与できるよ

うに，沿岸漁場の牧場化事業と森林山村開発計画を積

極的に推進していく。

1. 1. 3 農産物の価格安定と営農費負担の緩和

農業生産が市場生産中心の商業農へ転換するに従い，

農業所得を安定的に増大させるためには農産物の価格

を安定させ営農費負担を緩和する努力が重要である。

今後，農産物の価格の安定のためには，農産物の加

工および輸出推進等で需要基盤を広げる一方，貯蔵お

よび流通効率を高めるための投資を拡大していく。

特に，農水産物の円滑な流通のためには，農漁村所

得源の道路を大幅に拡充して， 89,...._,92年中に 3千 km

を開設する一方，農水産物価格安定基金の運用規模を

88年の 4千億ウォンから 1兆ウォンの規模に拡大し，

農産物価格安定事業を推進し畜産振興基金を通じて牛
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肉の価格安定事業等の畜産物価格の安定事業も本格的 定的な就業機会を増やし，関連サービス産業の分野ま

に推進していく計画である。 で波及すると就業人員が100万名の水準に達すると展

今までは，肥料・飼料・農薬・農業機械等に対する 望される。

価格規制方式を通じて営農資材費の増加を抑制してき 農エ団地造成による現地住民の就業促進のために，

たが，こういう価格政策が中長期的にはこれら産業の 就業を希望する農漁民に対しては，優先的に政府負担

非能率を招き，むしろ営農科学化を疎外すると憂慮さ の職業訓練を推進し，訓練期間中は扶養家族の生計費

れるために，今後は競争を基礎として資材産業が発展 補助も平行して行う。

し対農民サービスが改善されるようにする。 これと共に，地域農漁民の遊休時間を活用し所得事

また，農業機械に対する付加価値税の免税と，農協 業として連繋されるよう，単位農協を中心として，農

等を通じた系統購買および営農資材産業に対する参与 工地区へ入住した企業等による賃加工下請け仕事の斡

拡大等を通じて農家の負担を軽減し，特に，低利の営 旋事業を推進していき，農家の賃加工下請けに必要な

農漁資金を90年まで 3兆ウオンの規模で拡大供給する 機械設備資金も支援していく。

ことによって，金融費の負担を軽減していく。 こういう農漁村工業化の施策がより早期に定着され

るようにするためには，この間に推進されてきた首都

1. 2 多様な所得源開発を通じた所得倍増の実現 圏等大都市周辺における工業団地の新設抑制施策は，

1. 2. 1 農家所得増大の目標と農外所得源開発 今後も継続して維持していくものとし，農地・産地の

の重要性 転用手続き等，農工地区の開発にともなう行政手続き

農業生産の増加は，需給構造の制約のために，製造 の地方自治団体への委任も大幅に拡大していくー。

業を中心とした非農業部門の生産増加速度の半分の水 1. 2. 3 農漁村における観光・休養園地の開発

準をも上回ることが困難であると判断されるために， 全般的な所得水準の向上と，道路交通網の発達のた

農業生産性向上投資および価格安定努力を行ったとし めに急速に増大している国民観光およびレジャー需要

ても，農業だけに依存していては，都市・農村間の所 を農漁村の所得源に連繋し開発していく。

得均衡を達成するのが困難という実情である。 農漁村地域に散在する文化財・史跡• および自然の

ゆえに，今後93年までに農家の一戸当たり所得を現 景観等を中心として，道路・用水・電力等の社会間接

在の水準の 2倍に増大させていくためには，農村工業 施設を拡充することによって，都市民の接近度を高め，

化を加速化して，農家所得における農外所得の比重が 地域特産物の加工生産および娯楽施設等に対する農漁

50%を越えるようにしなければならない（表10)。 民の参与を支援し，農漁民の観光所得を増大させてい

わが国の農漁村で，工業基地が拡散されるようにす く。

るためには，道路・通信・用水等の社会間接施設を拡 特に，山村・漁村を中心として，地方自治団体主管

充することが重要であり，農エ団地等を中心として定 の下にある休養団地を開発し，都市の各級学校の団体

住生活圏が形成されれば，製造業以外の関連サービス 修練場および自然学習場として開発し，農漁村地域の

業の分野にも就業機会が拡大するであろう。 観光圏を形成していく。

1. 2. 2 農漁村工業開発の全国拡散

農工地区は今後 5年の間，全国150か所の市郡に350 1. 3 農漁村定住圏開発の本格化

か所以上が造成されるという計画であり，ここには有 1. 3. 1 定住圏開発の基本構想

望な中小企業はもちろん堅実な大企業も入住するよう 農漁村地域は都市地域に比較して，産業活動の基礎

にして，農漁村住民に高い所得を保障できるような安 条件たる道路・交通・上水道等の社会間接施設が不足

表10 [農家の所得源開発］
（戸当たり，経常，千w,%) 

1987(A) 1993(B) B/ A(借

農家所得 6,535 (100.0) 13,000(100.0) 2.0 

・農業所得 4,016 (61.5) 6,400(49.4) 1.6 

・農外所得 2,519 (38.5) 6,600(50.6) 2.6 
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しているだけでなく，教育・医療・文化・余暇施設等

の生活環境も遅れている。

これにより農漁村の若く有能な青・少年層が都市に

流出して農漁村地域の活力が沈滞し，農漁村住民の相

対的疎外感と貧困感で社会的葛藤が深化している。

ゆえに，農漁村の活力を回復し地域間を均衡的に発

展させるためには，総合的な定住圏の開発が必要であ

り，このためには，優先的に道路および生活用水の普
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及拡充をはかり，住居の集団化を通じて文化福祉施設

建設の条件が準備されねばならない。

1. 3. 2 農漁村道路網の拡充

道路網の拡充は地域住民の生活便益と共に新しい高

所得産業の流入基盤となり，農水産物の流通効率を高

める等，地域発展の最も革新的な事業である。

こういう農漁村の道路網拡充によって，今後92年ま

でに国道・地方道は100%舗装する計画であり，郡道も

80%水準まで舗装率を高めていく。

また，農漁村の所得源道路および山林道路は，同期

間中それぞれ3,000km, 1, 700kmを開設し，営農機械

化と農水産物流通近代化を支援していく。

1. 3,. 3 農漁村上下水道の普及拡大

衛生的な生活用水は，住居生活の必須的な要素であ

り，農漁村の住居生活が都市に比較して不便無きょう

にするには，安定的な上水道の供給が重要である。

こういう上水道の普及拡大のために，地方の上水道

事業を画期的に拡充していく一方，広域上水道水系の

近隣農漁村地域は広域上水道圏に編入して，農漁村地

域の上水道普及率を88年の25%から92年までに40%水

準に高めていく。

1. 3. 4 集落構造の改編と定住機能の強化

医療・教育・余暇施設等農漁村の文化福祉施設が拡

充されるためには農漁村の集落構造が一定規模以上に

集団化されねばならない。今後，農漁村における文化

福祉施設の基盤を広げて国土利用の効率を高めるため

に，農漁村の集落構造を改善し農漁村集落の定住機能

を強化していかねばならない。

農漁村の面所在地の都市計画を準備して，集団宅地

開発事業を推進する一方，教育・医療施設を集中的に

維持して，同一生活圏内の住民の経済・住居・文化生

活の中心地として開発し，農漁村自然部落の単位別に

街路灯を設置し，農繁期の夜間作業および通行上の便

宜を計る。

また，漁村地域の生産基盤施設•生活環境および文

化施設等を現代化して地域別に特性ある漁村に開発し

ていけるよう，モデル漁村開発事業を推進する一方，

零細漁港の通弊となっている漁港施設を現代化してい

く。

2. 都市庶民層の住宅難緩和

一人当たり国民総生産が3,000ドルを上回ったわが

国の経済発展段階に照らしてみると，国民生活の基礎

需要といえる衣食住の問題の中では住宅問題を本格的

に解決する段階にきているといえる。
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わが国は，この間の一貫した住宅建設で，総保有住

宅数は87年の6,449千戸と大きく増加したが，人口の都

市集中と核家族化による急速な世帯数増加で住宅普及

率は大きく改善されないままであるという実情だ。

特に，大都市地域は急速な人口集中で住宅不足難が

深化しており，その結果，住宅価格が上昇して勤労者

を初めとする低所得者の持ち家購入が一層困難となっ

ている。

また，こういう住宅価格の上昇現象は，住宅を居住

目的よりは資産増殖の手段として認識する偽需要を誘

発させており，新規の住宅の建設もこういう偽需要に

便乗して，実需要者向けの小型住宅よりは中形以上の

住宅建設が拡大しており，低所得層の住宅事情は一層

難しくなっている（表11)。

ゆえに，今後，政府の住宅政策は，都市地域のアパ

ートや宅地が不動産投機の対象とならないよう，徹底

的な制度改革を推進し，住宅価格を安定させながら，

大都市周辺に低廉な宅地の開発事業を推進して，庶民

住宅の供給を拡大していくものである。一方，住宅供

給においては，中産層以上の所得階層の住宅建設は，

市場の自律機能に任せながらも，中間所得以下の俸給

生活者や勤労者のための住宅としては，所得能力に適

合した分譲住宅および公共賃貸住宅の供給を拡大する

ものである。同時に新規住宅への入住が困難な零細低

所得層に対しては不良住宅の改良を通じた住居環境の

改善に力を注ぐものである。

2. 1 庶民住宅供給の拡大

住宅は，衣・食と伴に国民の基本的な生活要素の一

つであり，衣・食の問題は国民経済の持続的成長とと

もにある程度解決されたが，住宅問題はいまだ未解決

の状態にあり，特に，低所得層の住宅問題は劣悪な状

表11 [住宅普及率の推移］

単位 1975 1980 1985 1987 

人口 千人 34,707 37,436 40,448 42,082 

世帯数 千世帯 6,376 7,470 8,751 9,320 

住宅数 千戸 4,734 5,319 6,104 6,449 

住宅普及率 ％ 74.4 71.2 69.7 69.2 

•都市 ％ 56.9 56.6 57.8 58.1 

・農村 ％ 91.8 91. 7 92.9 93.5 

都市化率 ％ 49.9 58.4 66.6 68.6 

資料：経済企画院「人口及び住宅センサス報告」
(1975, 1980, 1985) 
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態を抜け出せないでいるという実情である。

こういう住宅問題解決のために，この間， 5%の水

準以下に止まっていた対GNP住宅投資比率を88"-'92

年の期間中6.3%の水準にまで高めて，住宅の規模も小

型住宅を中心に総計200万戸を建設し住宅普及率を92

年までに72.9%に高めていく計画である。

特に，都市の低所得勤労者や零細民等の所得水準か

らみて分譲住宅の供給が難しい階層の住宅生活向上の

ために 7""'13坪の規模の賃貸住宅60万戸を含む小型国

民住宅85万戸を供給する計画である（表12)。

2. 2 公共開発による低廉な宅地の供給拡大

首都圏等都市地域の住宅供給における最も大きな陰

路要因は，宅地の不足という問題であり， 88"-'92年の

期間中に住宅200万戸の建設に必要な新規宅地5,700万

坪のうち60%を地方自治団体・土地開発公社・住宅公

社等を通じて公営で開発し，造成原価で供給するもの

である。このために都市周辺地域の山地・丘陵地等の

開発可能地を積極的に活用し大単位の宅地開発事業を

促進して，民間住宅の建設事業者に対する円滑な宅地

供給のために宅地合同開発方式も拡大し適用していく。

特にソウルの場合，最近の住宅価格上昇はソウル周

辺地域の宅地が枯渇したという不安心理が背景となっ

ている。ゆえに，住宅価格の上昇に終止符を打っため

にソウルから30"-'40分の距離で開発可能な89戸地区

1,500万坪を宅地開発予定地区として指定し，公営体制

で開発して，今後 2""'3年間の年次的開発計画を公表

し，住宅購入を期待している庶民層の不安感を解消し

ていく計画である。

2. 3 住宅金融制度の改善と税制支援の拡大

住宅建設は，住宅景気による投機的な需要に依存せ

ず，実需要を中心に堅実な需要基盤の構築が要請され

るところだが，中間所得以下の階層の住宅購入を可能

とするためには，住宅金融制度を改善して住宅購入に

表12 [住宅建設実績及び計画］

単位 1983,....__,87 1988,---..,92 

総住宅供給 千戸 1,208 2,000 

住宅投資/GNP ％（期間末） 5.2 6.3 

• 国民住宅 千戸 524 850 

（低所得層用賃貸） 千戸 (129) (600) 

・民間住宅 千戸 684 1,150 

住宅普及率 ％（期間末） 69.2 72.9 
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要する資金が返済されるように支援していく。

このために，庶民住宅の建設に必要な投資財源を裏

付ける国民住宅基金を，今後 5年間に，過去 5年間の

2倍に相当する約 6兆ウォンの規模に拡大する計画で

あり，国民住宅基金に対する財政支援を大幅に拡大し

2兆 7億ウォンをそれに当て，その規模が大きく拡大

されるにしたがい国民年金の財源を活用するものであ

る。

また，民営住宅の資金の場合にも，資金の支援規模

が零細で融資比率があまりに低いという問題点がある

ために，これを補完して全金融機関で住宅資金を取り

扱うようにして，住宅関連の貯蓄および貸し出しの利

子率・融資期間・償還方法等を多様化し，財源を拡大

して需要者の便益を増大していくものである。担保力

が弱い住宅金融の需要者のためには，住宅金融信用保

証基金をさらに拡大して，偲貰金8)の融資制度も勤労

者住宅の貯蓄と連繋し，一世帯当たり600万ウォンを限

度として 3年間の融資支援を行う。

中長期的には，先進国において施行されている住宅

抵当債券市場の育成を通じて住宅金融の支援を拡大し

ていく。

一方，勤労者の住宅購入のために，長期住宅資金償

還額の10%を所得税額から免除して， 12坪以下の小型

共同住宅に対する所得税・登録税は全額を免税とする。

同時に，企業の社員用賃貸住宅の建設を推進するため

に，年利 5%で5年据え置き15年分割償還という条件

の国民住宅基金を建設費の60%まで融資し，税金の減

免も拡大していく。

2. 4 不動産投機抑制施策の推進による住宅価格

の安定化

無住宅者が長期貯蓄を通じて家を持つようになり，

住居条件が向上していくには，住宅価格が安定せねば

ならないが，住宅供給の拡大と平行して不動産価格安

定施策を持続的に推進し，投機目的の需要を根絶させ

ねばならない。

このためには，現在ソウルと安養9)の一部にだけ適

用されてきた債券入札制を，ソウル・首都圏だけでな

く地方の大都市の新規分譲アパートにまで拡大実施し，

入住前アパートの投機的な取り引きを抑制するために，

8) 「億貰金」「博貰」とは，主に都市において行われている
不動産貸借の一形態。一定の金額を所有者に預けて期限
つきで不動産を借りること。その不動産を返還するとき
には預けた金の全額が戻される。（『朝鮮語大辞典』，大阪
外国語大学朝鮮語研究室編）

9) 「安養」ソウルに隣接する都市。

library
ノート注釈
library : None

library
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library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked
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新規分譲アパートに対する当選権プレミアムの基準時

価制度を拡大して，投機地域のすべてのアパートは，

課税特定地域として告示し，投機所得は徹底的に租税

として還収する方針である。

また，投機地域のアパート所有者と入住者に対する

実態調査を実施して，博貰・月貰による所得を徹底的

に追跡，課税し，住宅に対する投機を原則的に封鎖す

るものである。また，現行の譲渡所得税制を譲渡差益

による累進課税に転換する一方，非課税および減免規

定も大幅に縮小する等で課税機能を強化していく。

3. 零細民の生活環境改善

急速な産業化と人口の都市集中現象を伴う経済発展

の過程において，農漁村から都市へ移住してはみたが

安定した働き口や所得源を確保できなかった階層，心

身の障害等で勤労の能力が不足している階層，疾病・

事故・産業災害等で働き口を失い不安定な生活を強い

られている家族達，彼等が零細民の階層を形成してき

た。この間，彼等に対する支援は一貫して増加してき

たが，いまだ支援の水準は不十分であり，彼等の相対

的な疎外感は増大している。

ゆえに，計画期間中には，この間に蓄積されたわが

国の経済能力を土台として，零細民等の低所得層に対

する政府支援を大幅に強化することによって，わが国

社会の影の分野にも成長の恵澤が実質的に行き届くよ

うにするものである。

勤労能力がないものに対しては，政府が基本生計を

保障し，勤労能力があるものに対しては一時的な支援

よりも生業基盤を準備して就業能力を高める等で自立

基盤の造成に力を注ぎ，貧困から抜け出そうとする人

達の堅実な自助努力を支援していくものである。

また，彼等が最も大きな陰路としている子女教育と

住居環境の改善に対する支援を強化する。子女に対す

る教育の支援は，就業能力が発生する段階まで保障し，

貧困の世襲が根絶されるようにして，都市低所得層の

密集する地域の環境改善事業を本格的に推進し，彼等

の劣悪な生活環境を実質的に改善していく。

3. 1 自立基盤の造成に対する支援

勤労能力はあるが安定した働き口のない零細民に対

しては，就業能力をもてるように職業訓練を大幅に拡

大して，生業手段を準備するための融資支援を拡充す

る等で安定した所得源を準備し貧困から脱出できるよ

うに支援していく。

職業訓練は，実質的に就業能力をもてるように 1年
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以上の長期訓練を中心に実施するが，訓練人員を大幅

に拡大していく一方，訓練実施期間中の家族生計費の

支援額を段階的に引き上げて，家族の生計維持のため

に職業訓練に参加できないという溢路要因を解消する

ものである。同時に，職業安定所網を通じた就業斡旋

機能を強化することによって，職業訓練の実行性を高

めていく。

また，長期低利の生業資金融資の規模も拡大してい

き，世帯当たりの融資限度も500万ウォンまで拡大し

て，実質的な生業手段の準備が可能になるよう支援す

る。

3. 2 子女に対する学費の支援

計画期間中，零細民子女に対しては，彼等が実質的

な就業能力をもてるよう，中学校だけでなく実業系の

高校までは全員無償教育を受けられるように支援する

計画である。

生活保護の対象となっている零細民の子女に対する

実業系高校の学費支援の場合， 88年現在，施設・居宅

保護者と面以下地域の自活保護者の子女に対しては，

全額を支援しているが，都市地域の自活保護者の子女

は50%だけを支援している。 89年からは，都市の自活

保護者の子女に対しても，学費の全額を支援するよう

にして，全体の生活保護者の子女が実業系の高校まで

無償教育を受けられるようにしていく。

また，こういう学費支援は，生活保護者に準ずる低

所得階層の医療扶助対象者の子女にまで拡大するが，

中学生の子女は89年から学費の全額を支援し，実業系

の高校生の子女は89年に50%,90年から全額を支援し

ていく。

これと共に学費調達が困難な大学生のための長期低

利の学資金の融資を大幅に拡充して，92年には2,000億

ウォンの水準になるようにして，貧しくても優秀で低

所得層の子女の教育機会が最大限保障されるようにし

ていく。

3. 3 都市における零細民密集地域の生活環境改

善

都市地域において零細民の密集する地域はその大部

分が高地帯や低地帯であったり，公園用地やグリーン

ベルト等の開発が制限された地域に位置しており，彼

等が居住している住宅の相当数が建築規定にそわない

違法・不良の建築物であり，この間の開発対象から事

実上除外されてきた。

また，こういう地域に対する開発方案の一環として
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推進されてきた再開発事業は，当該地域の住居環境と

都市美観を改善してきたが，開発による住宅価格の上 3. 5 不遇階層と非進学青少年の職業訓練

昇で零細貰入者がその地域に居住できなくなり，生活 身体障害者・不遇の女性等の不遇階層についても，

の根拠地を失う等の副作用をともなった。 職業訓練を通じて就業能力をもてるようにすることが，

ゆえに，今後は零細民の住居環境が実質的に改善さ 彼等を保護し貧困層への転落を防ぐ近道となる。

れるようにするために，計画期間中，都市の零細民密 政府は， 90年までに，障害者職業訓練院と女性職業

集地域の道路や上下水道等の生活基盤施設を大幅に拡 訓練院をそれぞれ 1カ所ずつ開設し，これらの階層に

充して，不良住宅改良事業に本格的に着手し，現地改 対する専門的な技術・技能教育を実施し，就業能力を

良方式を採用することによって，住居と生活手段の基 もてるようにする計画である。また，非進学青少年に

盤が遊離しないように推進する。 対する職業訓練を強化するために，彼等を公共の職業

生活基盤施設の改善には，進入路・上下水道・築台10) 訓練機関に優先的に入所できるようにし，現在，訓練

等の基盤施設の拡充と共同便所・多目的福祉会館・託 施設が不足しているという実情を勘案して，工業系高

児所・敬老湯等の共同利用施設の建設等を含んでいる 校と民間訓練施設まで最大限に活用して訓練実施人員

が，地域住民の宿願度を反映し該当地域の実情に応じ を増やしていく方針である。

た開発になるようにする。また，事業施行の過程で，

就労事業方式を適用して，地域住民の参加を最大化し 3. 6 鉱山勤労者の福祉向上

自助の精神を鼓吹する。 この間，鉱山地域の脆弱な生活環境の改善のために，

不良住宅の現地改良事業を推進するについては，こ 道路・上下水道等の基盤施設拡充と子女学資金の支給

れら住宅の建築面積・建蔽率等の現行の一般建築基準 等で鉱山勤労者の福祉増進のために努力を傾けてきた

を適用することが困難な現実を考慮して，実情に応じ が，今後も，鉱山村の住居環境改善投資を拡大して，

た別途の建築基準を適用するという方案を勧告すると 経済性のない炭鉱の円滑な自律整備を推進するために，

同時に，零細民が居住する不良住宅に対しては300万ウ 炭鉱離職勤労者の自立基盤造成等の支援対策を拡大し

オンまで長期低利の住宅改良資金を融資して支援する 推進する計画である。

計画である。 鉱山勤労者の住居環境改善のために，計画期間中，

しかし，こういう例外的な措置は必要最小限に止ど 炭鉱地域の住宅の新築を支援し，住宅普及率を87年末

めねばならず，事業施行のために大都市零細民の密集 の43%から92年には50%までに拡大する一方， 10坪未

地域中から一定の地域を現地改良地区として指定し改 満の狭小住宅と20年以上経過した老朽住宅の改良も推

良を推進するものである。 進する。

こういう事業は地方自治団体が中心となり推進され 零細炭鉱の整理により発生する離職者の生活安定化

るが，政府は地方財政の困難を勘案して88年から92年 を支援するために，自営業を希望する場合には500万ウ

まで3,000億ウォンを地方自治団体に長期低利で融資 オンまでの長期低利の生業資金を支援するものである。

して，都市零細民の密集地域の環境改善が円滑に推進 これと共に，在職者の子女だけでなく，殉職者及び産

されるよう支援する。 業災害 7等級以上の退職者の子女に対する学費の支援

3. 4 基本生計保護の内実化

扶養家族のない老人・児童・身体障害者等の，施設

及び住宅保護者に対して主・副食費，燃料費，被服費

等の生計支援を続けるが，年次的に支援単価を引き上

げて質的水準を高めるものである。

また，零細民を対象とする医療サービスの質を向上

させるために，医療保護報酬価額を90年までには医療

保険報酬価額と同じ水準に引き上げる。

10) 「築台」と訳したが，「築台（朝鮮語ではチュクデ）」がい
かなるものかは不明。
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施策も続けて推進する。

4. 医療・年金等の社会保障制度の拡充

わが国は，この間の経済成長を土台として国民の基

本的な福祉欲求を国家的・社会的次元から漸次受け入

れて，福祉国家を展望する段階に至った。即ち，疾病・

老後の経済的不安・産業災害等，国民生活を脅かす危

険に対して国民が共同で対処できるように，すでに，

医療保険•国民年金・産業災害保険等の基本的な社会

保障制度を導入して，その適用範囲を漸次拡大してい

る。

しかし，社会保障制度はその性格上いったん導入さ
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れれば，後で縮小することはなかなかに困難であるだ

けでなく，運営方式によっては，社会保障制度が国民

に与える一般的な施恵とは異なる認識から国民の依存

心を助長するという懸念もあり，また，費用が急速に

膨張し国家財政に過重な負担をもたらして，国民経済

の活力を低下させる等の副作用を招くこともありうる。

ゆえに，我々は初期段階におけるわが国の社会保障

制度が堅実に発展するように，次のような原則を堅持

する方針である。

第 1に，国民の所得水準・国家財政・国民認識等の

実施与件を考慮して，段階的に拡充していく。

第 2に，財源調達においては，受益者負担の原則で

行い，国民の自助努力が低下しないようにする。

第 3に，負担と給与における所得再分配機能を加味

して，中下位の階層の恵澤を広げていくものである。

第 4に，費用の過度の増加を抑制できるように関連

制度を改善・補完していく。

4. 1 医療保険制度の拡充

4. 1. 1 都市地域医療保険の実施

77年に500人以上の事業場の勤労者を対象として，最

初に実施された医療保険は，その適用範囲が漸次拡大

されて， 88年7月には 5人以上の事業場まで拡大実施

され，職場医療保険は現在定着段階にいたり， 88年に

はこの間のモデル事業の経験を土台として農漁村住民

に対する地域医療保険を実施した。これと共に，生活

保護対象者をはじめとする低所得層に対しては，医療

保護・扶助制度を運営して， 88年7月現在，全国民の

約77%が医療保障の恵澤を受けるようになった。

ゆえに，政府はいまだ医療保障の恵澤を受けられな

いでいる都市住民約 1千万名に対しても， 89年 7月か

ら医療保険を拡大実施して全国民の医療保障を早期に

実現させる方針である。

都市地域の医療保険実施においては，適用対象の大

部分が零細自営業者，日雇い勤労者等であり，彼等の

うちの相当数が低所得層であることを勘案して，政府

は農漁村地域の医療保険の場合と同じく保険財政の50

％を国庫から支援して，彼等の保険料負担を大幅に軽

減させる計画である。

保険運営方式は地域単位で組合を構成して，独立採

算性の原則の下で住民代表により運営されるようにす

る。こういう場合，地域住民の共同の努力の下で医療

保険を運営し，保険財政管理の効率を高め，また，一

方では，所得形態と医療形態と医療利用水準が類似し

た集団の間で保険単位を構成するようにして，負担と
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受恵の衡平を目指す。

同時に，都市地域は住民の頻繁な移動や所得の隠匿

性・多様性等，医療保険の施行には困難な点が多く，

こういう特性を勘案して，合理的な資格管理および保

険料賦課方式を開発していく。

4. 1. 2 関連制度の改善

国家的次元の医療保障，または，社会的医療保険制

度を導入する場合，最も警戒しなければならない問題

の一つは，国民医療費の急速な増加である。なぜなら

ば，人の健康に対する欲求は無限定であり，費用負担

の社会的衡平だけに重点を置く場合，総国民医療水準

が経済能力の水準をたやすく超過して，その分の他の

国民基本需要に回すべき可用財源を減少させねばなら

ないためである。特に，わが国の地域医療保険の場合，

実施初期から保険財政の約半分を国家財政の負担に頼

っているために，国民の費用負担意識が弱められてお

り，国民医療費が膨張して国家財政における負担が過

重となる心配がある。

わが国より先に医療保障制度を導入している先進国

が深刻な医療費増加問題にどのように対応してきたか

という経験を教訓として，わが国ではこういう問題を

事前に予防し保険財政の安定を期するよう制度的な装

置を研究することが大変重要である。

（保険財政安定基金の設置・運用）

国民の費用負担意識を生かしていくためには，組合

別の独立採算方式を維持しながらこの方式を補完して

保険財政の安定を期し，保険者間の危険分散機能を拡

大していくことが望ましい。

このために89年の全国医療保険施行時から，医療保

険連合会に保険財政安定基金を設置・運用し，基金の

助成は各組合の保険料収入の一定率を拠出し充当する。

そして，助成された基金は財政危機組合に対する貸

与，高額診療費・老人医療費の支払い等に活用して，

保険財政の不安定に対処していく。

（医療伝達体系の実施）

医療保険を実施すれば，患者の診療費に対する自己

負担が軽減されるにつれて，多くの国民が疾病の軽重

に関係なく施設の良い総合病院を誰もが選好する現象

が深化して，医療資源の適性活用が阻害される素地が

生じうる。こういう問題は全国民医療保険実施で一層

深化される心配があり，政府は88年 1月から農漁村の

医療保険患者に対しては，大規模総合病院での第 1次

診療を制限する等，部分的な伝達体系を施行するよう

にした。

政府は，全国民の医療保障実現を契機として，国民
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の医療利用の便宜と医療資源の効率的活用を期するよ

ぅ，先ず，すべての医療保険患者に対して大規模総合

病院は第 1次診療の後に利用するように制度化する計

画である。

長期的には住民生活圏や医療機関分布等を勘案して

診療圏を設定し，療養機関を診療段階別に区分・指定

して，医療機関の間の機能分担化に向けて誘導してい

く。

（医療需要の急増を抑制する）

医療保険の拡大実施と平行して，医療需要の増加を

適切に統制できる制度的な装置を準備することは，全

国民医療保障の実施を成功させるために大変重要なこ

とである。

政府は，こういう認識から現行の診療費の一部負担

水準を外来診療費中心に上向調整して，無節制な医療

需要の増加を抑制する方針である。

しかし，農漁村における中小の病院の機能は活性化

させて，農漁民の負担を緩和するために，これらの病

院の患者に対しては，本人負担の水準を総体的に軽減

されるようにする。

また，風邪のように発生頻度が高く治療費が標準化

されうる疾病については，診療費の定額化に関する研

究事業を実施し，これを基礎として包括報酬価額制度

を部分的に導入して，医療費の上昇と診療費の審査業

務が簡素化されるよう漸進的に改善していく。

4. 2 国民年金制度の発展

88年 1月から実施している国民年金制度は，先進国

の経験とわが国の負担能力を勘案して，社会保険型の

公的年金制度を採択し，財源の調達は財源中立の原則

の下で，加入者の拠出料で助成し，給付については低

所得層に相対的に多くの恵澤が回るように所得再分配

機能を加味した。また，適用対象は全国民を対象とす

るが，先ず，事業場勤労者から適用するようにして，

適用対象を漸次拡大していく計画である。

制度実施の初期段階では，制度の定着が先ず重要な

課題だが，福祉需要が益々増大するという趨勢を勘案

する時，わが国の負担能力の範囲内で適用対象を拡大

していくことも重要である。同時に，収益性と公益性

が調和した合理的な基金運用が，国民年金制度の長期

的発展のために大変重要であり，行政管理体系も一貫

して改善していかねばならない。

4. 2. 1 適用範囲の拡大

現行の国民年金制度も，適用範囲は勤労能力のある

18オ以上60オ未満の全国民を対象としているが，制度

第 56巻第4号

実施初期の条件上10人以上の事業場の勤労者は当然に

適用するようにして， 10人未満の事業場勤労者・農漁

民・自営業者等は任意加入とする。

適用対象の拡大は，これを受容できる経済的・社会

的条件が整っている場合にのみ可能な点を考慮して，

わが国の制度の基本的な型を阻害しないような範囲内

で所得水準の向上・所得把握技法の発展・制度に対す

る国民認識の拡散等，条件の成熟に従い段階的に適用

範囲を拡大していく。

計画期間中に先ず5人以上9人未満の事業場の勤労

者に対しては， 90年代始めまでに無条件適用を目標と

し，そのほかの勤労者・農漁民および自営業者も条件

が成熟するに従い，適用を拡大していくものである。

4. 2. 2 基金運用の効率化

国民年金基金の規模は， 90年代半ばに10兆ウォンを

上回り 2000年には25兆ウォンの水準と展望している。

これにより基金の効率的な運用の問題は，基金財政の

側面だけでなく，国民経済の流れにも重要な変数で作

用してくる。

基金運用は長期財政収支の安定が可能なように収益

率を高めながら，金融市場の健全な資金の流れに相応

する方向で運用するようにして，これを反映した合理

的な資産運用模型を開発、する。

また，基金が国民の全般的な福祉増進に寄与するよ

うに，毎年新規に助成される基金中の一定比率を財政

資金に預託して庶民住宅建設等の公益事業に活用し，

この場合にも基金財政の安定のために，適正水準の金

利が保障されるようにする。

これと同時に， 90年以後の基金規模拡大の推移を見

て，加入者の福祉増進のために休養・療養施設の設置

運営，生活安定資金および学資金貸与等の福祉サービ

ス事業を推進していく。

4. 2. 3 行政管理体系の改善

現行制度上の非賃金所得者である農漁民・自営業者

等の地域加入者の場合，拠出料の算出基準となる標準

所得月額の算出においては，全体事業場加入者報酬の

中位数額で策定している。これは地域加入者の所得把

握が困難であるが，今後は彼等に対しても所得を幾つ

かの階層に区分し，実際の水準による区別的適用を行

うように改善して，国民年金制度が持っている所得再

分配効果を高めていく。

これと同時に，資格管理および徴収管理体系の効率

化のために電算システムの開発を推進して，年金制度

の教育・広報も一層強化していく。

-130-

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



韓国『第 6次経済社会発展 5か年計画修正計画 (1988-1991年）』

4. 3 産業災害保険の適用対象拡大と給付水準の

向上

産業災害保険は勤労者が業務上の災害に遭った場合

に，彼等を保護するための社会保障制度であり，わが

国では64年に500人以上の鉱業と製造業の勤労者を対

象として始められて以来，この間の経済成長と企業発

展に応じて，一貫して適用対象業種を拡大し給付水準

が引き上げられてきた。

適用対象範囲は究極的にすべての勤労者が保険の恵

澤を受けられるようにしなければならないが， 88年現

在，鉱業・製造業・運送業・倉庫業等，災害の危険が

比較的高い61個の業種で5人以上の事業場の勤労者に

適用されており，金融・保険・不動産・卸小売業等一

部の業種は適用から除外されている。

ゆえに， 91年までは適用対象を 5人以上の全業種に

拡大するという目標の下に， 89年には金融・保険・不

動産・卸小売業の一部にまで拡大し， 91年には残余の

未適用の業種に対して拡大する計画である。

産業災害保険の給付水準も災害勤労者の生活安定を

目指して，休業給付水準を現行の平均賃金の60%から

ILO勧告水準の67%にまで高めて，すべての災害勤労

者が療養を受けられるように療養対象を現行の診療所

要日数4日以上から 1日以上にまで拡大する計画であ

る。

5. 教育環境の質的改善

わが国の教育は，国民の高い教育熱と教育機会の拡

大施策によって，現在は中等教育の普遍化の段階に至

り高等教育の就学率が先進国の水準に到達する等，比

較的短期間に量的に急速な伸長を遂げた。

一方， 80年代に入って，教育税の新設と共に，この

間相対的に不振であった教育の質的改善にも本格的に

努力が傾けられるようになったが，いまだ，教育施設

環境は国民生活の向上水準に比較して遅れているとい

う実情である。

また，わが国の経済社会構造が，技術集約的な産業

社会に変貌しており，情報化・国際化社会に移行して

いるという変化の推移に対応して，未来の国家発展を

主導する優秀な人力を養成することも，わが国教育の

当面する重要な課題である。

ゆえに，計画期間中は， 87年12月に教育改革審議会

が建議した長期的な教育改革課題の中での教育施設環

境改善と優秀人力養成のために，科学技術教育の質を

向上することに重点をおいて投資しながら，地域間お

-131-

よび公私立間の教育環境の格差解消と脆弱階層に対す

る教育機会の拡充に努力して，これを支援する教育投

資財源が効率的に確保されるようにしていく。

5. 1 初・中等教育の条件改善

80年代に入り，初・中等教育の内実化のために教育

環境改善に努力し続けてきたが，大都市とその周辺都

市や新開発地域等における教育の過密現象で，いまだ

創意性を開発できる教育条件には到達できない実情で

ある。

これに従い，初・中等教育の教育施設環境改善に重

点的に投資し， 91年までにクラス当たり 50名という過

密授業を緩和して過大な国民学校を分離する一方， 2 

部制授業も解消させていく計画である。

一方，中学校義務教育は，中学校進学率が100%に近

付くだけでなく，当面する教育環境の改善投資を勘案

して計画期間中には現行通り図書僻地地域に限って実

施するが，脆弱階層に対する教育機会の実質的な拡充

のために生活保護対象者・医療扶助者等低所得層の子

女に対しては，中学校だけでなく実業系の高等学校ま

で学費を政府が全額支援する計画である。

5. 2 大学教育の質的高度化

80年代に入り，大学卒業定員性実施と共に大学定員

が急速に増加し高等教育の機会は大きく拡大したが，

質的向上は不十分であり高級人力の需給不均衡の問題

も発生するようになった。

これに従い，今後大学教育の内実化と高級人力需給

の均衡のために，大学の定員を87年の水準から大きく

は拡大させないで，需要が増加している自然系列の人

力需給は系列間の定員比率調整を通じて確保するよう

にし，優秀な教授を続けて確保し，教授一人当たりの

学生数を91年までに25名の線に改善する計画である。

また，大学納入金を段階的に自律化し大学の教育環

境改善投資が活性化されるようにし，国立大学の財政

制度を特別会計に転換して，大学管理運営の自律制を

高めると同時に，国庫支援と受益者負担の調和を実現

する計画である。

5. 3 産業社会に合致した科学技術教育の強化

未来の技術集約的な高度産業社会および情報化社会

に能動的に対処できる創意的な人力を養成するために

は，科学技術教育の質を画期的に向上させねばならな

い。

政府は，科学技術教育の体系的な振興のために，科
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学技術教育の研究発展長期計画 (1988-----2001年）を樹

立し推進する一方，初・中等教育の実験室及び科学機

資材拡充と共に教科課程を改編して，実験・実習の時

間を融通性を持たせながら運用し，パーソナル・コン

ピューターを学校に十分に普及させコンピューター教

育を本格的に実施する計画である。

一方，理工系大学は特性学科を中心に重点支援し，

高級科学技術人力の養成に力点をおき，相対的に教育

水準の高い大学は大学院中心大学に改編して，学問研

究および先端科学発展の先導的役割を担わせる計画で

ある。

さらには，産学協同体制を構築するために，人力需

要に合致するように実業系の高校および専門大学の職

業教育を強化して，専門技能人力および技術人力が確

保されるようにする。

5. 4 教育の均衡発展

5. 4. 1 地方大学の育成

ソウル中心の教育集中現象を緩和して，地域間にお

ける教育の均衡発展を目指し，この間に地方大学育成

施策を持続的に推進してきたが，いまだ教育施設環境，

卒業生の就職条件等においては事実上大きな格差があ

る。

ゆえに，今後，地方大学は近隣の工業団地と連携し

て，特性学問分野を重点的に支援する一方，地方国立

大学の図書館•寄宿舎という施設の拡充と同時に，実

験および研究施設を補強して少なくとも必須の実験・

実習設備は91年までには完備されるようにする（表

13)。

5. 4. 2 私学の健全な発展

現在，わが国の教育では私学の占める比重が高まり，

特に，中等教育の場合私学の比率が44%と外国に比較

してずっと高いという実「青である。しかし，私立の中

等学校は平準化施策以後納入金引上げの制約等によっ

て教育施設投資が不十分であり，公私立間の教育格差

が深化されてきた。

ゆえに政府は私立中・高等学校に対しては，経常費

の不足分を支援し公立学校との均衡発展を目指して，

表13 [地方国立大の施設投資計画］
''''"'"""I"""—-:·-· 一."""'""''"'"" 

王要内容

デ:::設備確保率I:::五〗：五〗）：：竺：〗ミ笠〗

第 56巻第4号

私立専門大の実験・実習施設および私立大学の図書

館•寄宿舎施設の拡充のために支援を強化していく計

画である。

一方，私学振興財団を設立して財政支援・私学出資

金・民間寄付金等で93年までに1,500億ウォン規模の基

金をつくり，実業系高校および理工系大学に重点的に

資金を融通していく計画である。

5. 4. 3 特殊教育機会の拡充

身体障害者には社会生活に適用できる再活能力を伸

張させるために，計画期間中に少なくとも重度障害者

は全員就学できる特殊教育施設を国・公立中心で拡充

して，障害領域別の特殊学校を地域間の均衡に配慮し

て設置されるようにし，障害者受入れ施設に特殊学校

や特殊学級を併設する計画である。

また，優秀な特殊教育教師の確保のために，特殊教

育教師の資格要件を強化すると同時に待遇改善を目指

し，中等部以上の特殊教育過程は職業教育中心で運営

されるようにする。

5. 5 教育投資財源の効率的確保

教育改革の持続的推進のためには，教育投資財源の

安定的確保が支援されねばならない。ゆえに，政府は，

受益者負担の原則に立脚した納入金の自律化を推進す

ると同時に，財政支援も拡大して教育投資財源が効率

的に確保されるように計画する。

教育自治制の実施とともに地方政府の教育財源を拡

充し，それと同時に，社会教育費・教育人件費等，一

定の範囲について地方政府の教育費負担を高める方案

も研究する。

また，教育税は91年に時限満了を迎え当初の予定通

り廃止されるが， 92年からは地方教育税を新設して地

方教育財源が効率的に確保されるよう計画する。一方，

民間の教育財源の積極的な維持方案の一環として，寄

付金制度をわが国の実情に応じて各級学校に導入する

が，特定目的に限定して使用し，公開的に運営するよ

うにする等，合理的に寄付金の管理体制を確立してい

くようにする。

6. 地域間の均衡開発と地方工業の育成

この間の工業化過程では，企業の集積利益が大きい

首都圏地域に生産および流通施設が密集され，重化学

工業基地が東南海岸地域を中心に集中して開発されて

おり，工業立地が偏在するという現象を招いた。その

結果，人口および産業の集中現象をもたらして，これ

に随伴する地価上昇・公害・住宅問題等を解決するた
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めの費用が逓増的に増加する等の副作用が現れており，

一方では，その他の地域との発展格差を深化させるに

至った。ゆえに，今後は，ソウル・釜山中心の工業集

中現象を緩和させて，相対的に地域の発展を誘導でき

るという地域間の均衡発展施策の推進が切実に要望さ

れている。

こういう地域間の均衡発展施策は，首都圏と地方の

間，そして東南海岸地域と西海岸地域の間の発展格差

を縮小させて，国土資源の効率的利用を促進し，各地

方が各自の特性を生かしながら，全国に経済開発の恵

澤が均需されることに寄与するものである。

6. 1 地域間の均衡開発

6. 1. 1 首都圏集中現象の抑制と大都市におけ

る交通問題の改善

首都圏地域は面積に比して人口が過密であり製造業

と関連のサービス産業が密集している反面，地方の開

発は相対的に萎縮しているという実情である（表14)。

ゆえに，修正計画では首都圏地域の産業および人口

集中の抑制施策を一層強化し，地方開発を促進するた

めの社会間接資本の投資構造を改編していく方針であ

る。このために，首都圏内では新規のエ団開発を続け

て抑制し，国家的次元の中枢的機能を除く行政・教育・

金融等の機能は地方への分散を誘導する。

政府の公共投資財源配分の優先順位は，地域均衡発

展の施策方向に応じて再構成するものであり，ソウル

等の首都圏内で新築される大規模建築物に開発負担金

を課して，同財源は首都圏交通問題の解決及び落伍地

域の開発基金として活用する計画である。

これとともに，既に発生した大都市地域の人口集中

と自動車保有の急増等による交通渋滞現象の解消のた

めに，道路等の不足している交通施設の拡充に必要な

投資財源の確保方案を研究して，同時に，幾つもの部

署に分散されている都市交通行政の機能を，事前に総

合的な対策の樹立が可能なように，合理的に改編して

いかねばならない。

6. 1. 2 地域経済圏の育成

地方発展を効率的に誘導するためには，地方大都市

を中心として首都圏に対応する地域経済圏域を育成す

るべきであり，地域経済圏は圏域別の自足性を高める

ために，中部圏・西南圏・東南圏と大きく区分して各

圏域の特性に応じた長期開発計画を持続的に推進して

いく。

6. 1. 3 西海岸地域等の落伍地域開発

計画期間中には西太平洋地域の交易増加に備えて，

首都圏の開発圧力を吸収するために西海岸地域の工業

団地造成等，産業基盤を構築して，道路・港湾等の輸

送体系を整備する計画である。また，背後都市を育成

して産業活動を支援し，サービス機能を強化して国民

のレジャー需要にも応える計画である（表15)。

特に，産業基地・港湾・高速道路等の大規模事業に

対しては「西海岸開発推進委員会」において妥当性を

精密に検討して，優先順位を定め段階的に開発してい

．＜計画である。

一方，人口流出が甚だしく，生活環境が相対的に落

伍している多島海・太白山・済州島地域に対しては地

域経済圏域で育成するより別途にすでに推進中の特定

地域開発方式により着実に推進していく。

表14 [首都圏と地方の発展格差］ （）内％

単位 首都圏 地方 計

総面積 km2 11,675 (11.8) 87,498 (88.2) 99,173 (100.0) 

人口 千人 15,804 (39.1) 24,616 (60.9) 40,420 (100. 0) 

製造業企業体数 個 28,204 (56.3) 21,859 (43. 7) 50,063 (100. 0) 

同雇用人員 千人 1,323 (48.3) 1,415 (51 7) 2,738(100.0) 

同生産額 10億W 38,774 (42.2) 53,176 (57 .8) 91,950 (100. 0) 

同工場敷地 千坪 26,319 (32.2) 55,431 (67.8) 81,750 (100.0) 

資料：経済企画院，「87鉱工業統計調査報告書」
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表15 [西海岸開発事業］

産業基盤の構築

・始華・群山第 2エ団，大佛産業基地，河南工

団拡張，全州，裡里・清州のT字型工業ベル

ト形成，光州の大単位尖端技術団地開発等

輸送体系の整備

・西海岸高速道路，湖南線複線化，全羅線改良，

群山外港・木浦港建設，木浦飛行場開発等

背後都市の育成

・全州・裡里・群山を連結都市圏として開発，

光州・木浦という工業発展軸の形成，大単位

産業基地の背後新都市の建設

観光機能の拡充

・瑞山海岸・辺山半島等の国立公園開発，舒川・

沃構の金剛沿岸開発，全州・光州等の郷土文

化及び遺跡発掘開発

地域開発に対する要求が増大している実情を勘案し

て，今後落伍地域の開発は地方政府及び地域住民の意

見を反映して推進するが，生活環境施設等に対しては

政府が優先的に支援し収益性がある事業は官民合同の

開発方式を導入・施行する計画である。

こういう落伍地域開発に要する財源は大部分を財政

投融資により支援する計画であるが，段階的にも開発

負担金及び開発利益還収制度を活用して「地域開発基

金」を設置する方案も検討されるものである。

6. 2 地方工業の育成

地方開発の要点は，当該地域に工業を誘致してこれ

を活性化させることにあり，政府は今後，地方工業化

の条件を改善することに力を傾けていく。このために，

第 1に，計画期間中，工業化が相対的に不振の中部圏

と西南圏地域には大規模工業団地を新規に開発供給し，

農漁村地域には農工地区の造成を拡大できるように，

農工地区指定制度等を伸縮的に運営して，農地の転用

手続きも大幅に簡素化する。

同時に，工業配置法，農漁村所得源開発促進法，地

方工業開発法，エ団管理法等の 6個の法律を統廃合し，

仮称「工業立地および工場設立に関する法律」に単一

化して，工場設立時に現在では60余個の複雑な手続き

を経なければならないものを，大幅に縮小して体系的

なエ団開発を目指していく （表16)。

2番目に，地方に企業誘致を促進できるよう社会間

接施設を大幅に拡充する。特に，地方道と郡道の舗装
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は，農漁村地域の工業立地条件の改善と共に，隣接都

市との接近度を高めて，都市と農村の生活環境の格差

を縮小させるのに決定的な影響を与えるものであり，

経済の均衡発展と国土利用の構造に一大革新をもたら

す（表17)。

3番目に，地方企業に対する金融資源の円滑な供給

と税制支援である。計画期間中，第 2中小企業銀行と

第2信用保証基金を設立して，相対的に担保力の弱い

地方中小銀行に対する資金支援を拡大し，地方銀行を

「地域の金融センター」として重点的に育成するため

に，資本金規模の拡大と同時に営業区域を地域経済圏

域に広域化していく。

また，大都市工場の地方移転や，農工地区入住企業

および農漁村地域の創業企業に対する国税と地方税の

減免制度も持続的に実施して，協同化事業団地入住企

業と地域特化産業に対しても農工地区水準の税制恵澤

を付与する計画である。

これと共に，首都圏工場の地方移転促進等による敷

地買入や施設投資に必要な資金を支援する方案として，

国民投資基金または財政投融資財源を活用した「地方

工業発展基金」の設置を検討する。

表16 [エ団開発計画］

地域 開発規模（千坪） 開発期間

（中部圏）

群山第 2エ団 2,090 88,..._,92 

全州第 3エ団 1,000 8応 92

裡里エ団拡張 625 (375→ 1,000) 91,--,...,93 

仁州エ団 700 88,.......,92 

（西南圏）

河南エ団拡張 800(1,000→ 1,800) 33,...,__,90 

大佛エ団（第1段階） 1,500 88,--....,92 

麗川エ団拡張 1,500(5,300→ 6,800) 88,,.._,92 

計 8,215 

表17 [社会間接資本の拡充計画］
（単位：％）

1987 1992 

道路舗装率 57 96 

• 国道 80 100 

・地方道 42 100 

・郡道 22 80 

上水道普及率 72 83 . 

下水道処理率 25 38 
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4番目に，地域の特産物である原・副資材を活用し

た石工芸・木工芸・竹細工等，地域特化産業の育成を

目指すものである。このための協同化団地・共同作業

場・常設展示販売場の設置に必要な資金を支援してい

く。また，工芸職業訓練院を設置し螺細漆器等 7つの

分野について，毎年250余名の技能人力を養成する計画

である。

5番目に，中小企業振興公団・産業研究院等，企業

支援の機関の地方事務所を拡大して，技術指導や情報

提供活動を強化し，これら支援機関は地方商工会議所

等と合同して企業活動の便宜増進を図るものである。

6番目に，工業の地方拡散に合致した機能・技術人

カの円滑な供給のために，地域別の産業特性に関連し

た地方大学の特性学科を育成し，農漁村地域の非工業

系高校を工業系高校へ段階的に転換していく計画であ

る。

7. 零細商人の保護育成と流通近代化

卸・小売業には就業人口全体の15%が従事しており，

国民経済上に大きな比重を占めている。ゆえに，この

分野の零細性と前近代性がそのまま放置される場合に

は，従事者自身の生活向上が停滞するだけでなく，物

価安定や消費者の厚生増進に大きな障害要素となる

（表18)。

特に，流通産業の問題で指摘されているのは，製造

業の支配的な流通経路・小売店の不均衡的な二重構

造・消費者に対する流通サービスの不十分等であり，

これらが体系的に改善されるように誘導して，はじめ

て生産一流通ー消費の均衡発展を目指すことができる。

7. 1 中小商人の組織化・協同化

零細な中小商人の組織化のために，この間，小売り

商の連鎖化（チェーン化）事業を推進してきているが，

87年までの連鎖率は10%の水準にすぎないという実情

であり，加盟店舗に対する連鎖店本部の商品供給率も

50%を越えないでいる。

ゆえに，専門店や大型店等の連鎖化を推進し海外の

表18 [卸・小売業の運営現況］
（単位：％）

従業員数 売場面積 年間販売額

5人未満 5人以上 10坪未満 10坪以上 1億未満 1億以上

卸売り 70. 9 29 .1 87. 8 12. 2 61. 3 28. 9 

小売り 97.0 3.0 97.3 2.7 96.0 4.0 

資料：経済企画院，「86総事業体統計調査報告書」
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有名連鎖化事業者の技術も導入して，より発達した流

通技法を普及させ財政融資による支援も拡大する必要

がある。また，これらの集団的な近代化努力を支援す

るために商業組合の結成を促進する。

7. 2 在来市場の近代化

この間，全国246か所の在来市場に，施設改善および

環境整備のための財政資金を融資・支援してきたが，

いまだ近代的な流通機構に転換してはいないという実

情である。

ゆえに，今後は，市・道別に，毎年 1か所ずつモデ

ル市場を指定して近代化を先導し，また，大部分が分

譲や賃貸により運営されている市場の直営率を高めて，

在来市場が真性の流通産業として機能し，同時に，住

宅街市場に対する各種の法令上の制限を再検討する計

画である。

7. 3 卸売りセンターの建設推進

わが国のように，製造業部門の成長発達に比較して

流通産業の独自的機能が不十分な状況では，優先的に

卸売り機能が拡充されねばならない。

特に，現在のように卸売り・小売り機能の混在と前

近代的な経営で問題とされている無資料取り引き等の

非正常的な流通経路を正常化させるために，近代的施

設をもつ卸売りセンターを交通要衝の地に建設して，

既存の商人を入住させ，施設および経営の近代化を推

進すると同時に，税源の陽性化を通じて流通秩序の正

常化も図っていく。

このために93年まで全国24か所に卸売りセンターの

建設を促進する計画であり，財政融資および投資につ

いての税額控除等，各種の支援を研究する。

7. 4 卸・小売業の生産性向上のための事業

7. 4. 1 エ産品共同集配送団地の建設

生産と消費を連結する流通段階では，物資の保管・

包装・運送・荷役・加工等を遂行する物的流通の機能

が重要であるが，大部分の流通業体が無計画的な物流

計画に頼っており，それによる流通費用の負担が加重

されている。

ゆえに， 93年までに全国重要都市の周辺に 7か所の

エ産品共同集配送団地を建設し，エ産品の効率的な保

管・加工・配送等の機能を遂行するようにして，流通

費用を節減し都心の交通難を緩和し，さらには消費者

の便宜を図るものである。

7. 4. 2 販売時点情報管理制度(POSシステム）
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の導入

販売システム情報管理制度とは，商品すべての情報

を販売される時点でコンビューター分析する制度であ

り，流通情報の迅速・正確な処理で流通の効率性を高

め適正な在庫管理で製品価格を引き下げ，さらには課

税根拠の基盤も構築させる制度である。

先進各国ではすでに普遍化されているが，わが国の

場合は税源の露出および導入費用の過多でいまだ導入

が僅かである。

ゆえに， POSシステム導入業体に対しては，財政資

金を融資・支援して，各種の税制支援も行い，この制

度の円滑な普及を誘導していく計画である。

7. 4. 3 中小商人の公正な競争条件の確立

零細な中小商人の保護のために，大規模小売店の出

店および営業活動に対する卸・小売業振興審議委員会

の審議機能を強化して，特定目的の小売り機構の営業

活動を目的の範囲内に限定させるように調整していく。

第 3節経済の開放化と国際化の推進

1. 国際収支黒字基調下の貿易政策

86年を頂点としてわが国の国際収支が黒字に転換し，

それ以後 3年間の黒字規模は予想され，また，期待さ

れた水準を大きく上回った。今は黒字基調の安定的定

着に関する憂慮を完全に捨てて，黒字基調に適切に対

応できるような果敢な経済の開放化と国際化を推進す

る段階に至り， 88年のオリンピック開催を契機として，

成熟した国民意識の構造を基礎として経済先進化の作

業を加速化せねばならない。

これに伴い，この間に輸入自由化に努力してきたが，

まだ残存している関税および非関税障壁等，輸入制限

要素を果敢に改善していく等，実質的に輸入が拡大さ

れるように制度を整備しなければならない。また，持

続するウォン貨切り上げに適応できるよう，輸出産業

の構造を高付加価値製品が主になるように高度化して

いくと同時に，貿易関連制度も規制要素を果敢に除去

して，自律化の幅をいっそう拡大していく。

1. 1 実質的な輸入拡大

この間，輸入自由化の持続的な推進により自由化率

は94.8%に達しているが，一部の独寡占エ産品と農産

物の開放は不十分な水準であり，相対的に高い関税率

と各種の特別立法上の規制等で，輸入が期待した水準

ほどには増えていない。これにより貿易収支をはじめ

とする経常収支黒字が続けて拡大され，米国等先進国

との通商摩擦が深化されるという問題を引き起こして

第 56巻第4号

いる（表19)。

ゆえに，交易相手国との相互互恵的な交易を拡大し，

わが国経済の持続的な成長を目指していくためには，

実質的に輸入が拡大されうるように，規制を主とする

現行の貿易制度を改編していかねばならないだろう。

このために89年以後の輸入開放品目を定め，開放計画

を豫示し，不必要な輸入推薦制を廃止して輸入先を多

様化する品目を段階的に減らしていくものである。

特に，国民の厚生福祉の増進に寄与する消費財の輸

入拡大のために，各種の特別立法上の輸入制限要素を

除去して，卸・小売業の実質的な開放を推進し，輸入

商品の国内流通・消費と関連する輸入制限要素を整備

していく。

同時に，関税率の水準を今後5年間に段階的に引き

下げて，先進国水準の低い関税率体系に移行するもの

である。関税率の水準調整においては国内産業の競争

力等を勘案して，特に，原材料と消費財を中心に大幅

に引き下げる計画であり，国内産業への衝撃を防止し

予め準備ができるように，引き下げ内容について事前

に豫示する（表20)。

さらに，積極的に輸入を促進するために，輸出入銀

行等の非通貨金融機関を通じた輸入金融を拡大するが，

国際収支の黒字による通貨増大圧力を緩和するために

輸入金融財源を国内で調達する方案が研究されねばな

らない。これとともに，現地輸入専門会社を新設する

等，輸入促進施策を研究する一方，国際原資材の価格

変動による危険負担を軽減させるために，先物取り引

き対象品目と参与企業の範囲を拡大する等で先物取り

引き制度を活性化させるものである。

1. 2 輸出産業構造の高度化および輸出市場の多

角化

国際収支の黒字規模が拡大し，ウォン貨切り上げが

表19 [輸入自由化の現況］
(88. 7現在）
"""'' 

制限品目数（個）1) I輸入自由化率（％）

農産物 489 72.6 

工産品 45 99.5 

計 534 94.8 

表20 ［関税率の引き下げ計画］

（％） 

1988 1990 1992 1993 

平均関税率 18.1 11.4 8.9 7.9 

-136-

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



韓国『第 6次経済社会発展 5か年計画修正計画 (1988-1991年）』

続けられて，昨年以来賃金上昇の幅が大きくなったた

めに，これに対応して既存の輸出商品の高級化と共に

新規の高付加価値商品を開発する等，輸出産業の構造

を改編する必要性が日ごとに増大している（表21)。

今後，自動車 •VTR ・電子レンジ・半導体等，技術

集約商品が輸出産業の中心になると予想され，中小企

業の輸出に占める比重は，部品と固有製品の特化を通

じて一層増えていくものと展望される。これと同時に，

既存の労働集約的な軽工業製品は，品質が高級化し生

産性の向上が加速化されて，競争力の弱い部門は業種

転換と海外移転が促進されると予想される。

同時に，通商摩擦緩和および安定的な海外市場確保

のために，現在では米国・日本・ECを中心とした輸出

市場の構造が東南アジア・中南米・共産圏等へ多角化

すると展望される。

また，国際収支の黒字による財源を活用して，延べ

払い輸出と海外投資を大幅に拡大する。延べ払い輸出

の支援対象に鉄鋼と航空機を追加して，支援条件を弾

力的に運用し，海外投資を促進するために，輸出入銀

行の海外投資資金の支援を拡大して，情報支援体制を

強化するものである。特に，中小企業の市場開拓と海

外投資資源のための輸出保険基金を91年までに1,000

億ウォンの水準に拡大するものである。

1. 3 貿易関連制度の先進化

対外貿易の開放化という政策方向に即して輸出入に

関連する制度と手続きを一層簡素化せねばならない。

このために現行の輸出検査制度を，衛生・安全等の

ために必要な場合を除外して，段階的に廃止し，通関

手続きの簡素化および特別法による各種の輸入規制措

置の緩和を進める。

そして，先進各国の輸入規制強化の趨勢に対応して，

GATTを最大に活用し貿易情報の収集および活用体

制を補強する等で積極的に対処していくものである。

開放による国内産業の被害を救済するために制度的

措置で貿易委員会を活用していく一方，緊急輸入規制

制度等を補完して，調査および判定機能の強化のため

に専門人力を養成し確保する。

表21 [W貨切り上げ及び賃金上昇推移］

ー（ツと） 

I 1985 1986 1987 1988上半期

W貨切り上げ叫 △ 7.1 3.3 8.7 8.8 

賃金上昇率 I 9.9 9.2 11.6 19. 3 1) 

1) 88年四半期
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2. 国際化時代の対外経済政策

わが国はこの間に，いわゆる対外指向的成長戦略を

採択して，急速な工業化に成功した国として評価を受

けており，ついには，大規模の国際収支黒字国へ転換

して，この間の工業化過程で生じた外債を数年のうち

に全て償還し，今度は債権国となるに至った。

しかし，こういう構造変化が過去数年間に急速に進

展したために，制度と慣行および国民意識構造の転換

が遅れており，経済政策相互間の不調和要因が発生し

て国民厚生の極大化と将来指向的な経済先進化の作業

が遅延している。

また，対外的には，わが国の重要交易相手国である

米国と EC等における保護主義的規制と通商摩擦が漸

次深化しており，海外市場に対する不安要因が増えて

いる。

ゆえに，今までの対外指向的成長戦略を，わが国経

済の構造変化に合致するように，ある段階の高い水準

に成熟させていかねばならない。

即ち，今までの輸出一辺倒の対外政策を脱皮して，

輸入拡大も同時に追及し黒字規模を適切に縮小させ，

外国為替及び資本の自由化と海外投資の拡大を進め，

わが国経済を国際化せねばならない。この方向が，ゎ

が国経済の持続的な成長発展と国民厚生極大化の道と

認識すべきである。

2. 1 黒字規模の適性管理

国際収支が86年に黒字に転換して以来黒字規模の対

GNP比率は87年に8.3%を記録した。この規模は，最

近黒字規模が拡大している日本・西独等に比較しても

非常に大きいと判断される（表22)。

このように過多な黒字規模は対外的には通商摩擦の

根本要因となっており，国内的には海外部門を通じた

過剰な流動性の供給が経済安定基調を阻害するために，

これを適正水準に縮小していく必要がある。

今後，経常収支の黒字規模は， 90年代初めまでに国

民総生産 (GNP)の2,......,3%の水準に縮小管理してい

くが，交易を通じた国民厚生の増大効果が極大化され

るように，可能な限り輸出縮小よりは市場開放等の輸

入増大を通じた拡大均衡を目指していく。

表22 [経常収支黒字の国際比較(1987)]
（ツ）
ーと

西独 1 日本 I 韓国

経常黒字/GNP 4.0 3.6 8.3 
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また，市場開放と平行して，景気の安定的管理側面

において，公共投資拡大等を通じて内需拡大を目指し

経常収支調整を補完して，長期的には輸出と内需部門

との間の均衡成長で，成長の対外依存度を引き下げて

いく。

これと同時に，米国等主要先進国との双務間協商に

能動的に対処するが， GATT等の多国間政策協議にも

参与して，双務間協商でありうるような不利な点を補

完していく。また，長期的には，世界経済の持続的な

発展と不均衡緩和のために， OECD等の先進経済圏と

新興工業国との協議体制の構築を進めて「ウルグア

イ・ラウンド」等の新しい国際貿易秩序の形成に能動

的に参与していく。

2. 2 対外開放と国際化の加速化

商品輸入の自由化を推進するために，エ産品及び農

産物の今後 3年間 (89,..,__,91年）の開放豫示計画を樹立

する。エ産品の場合， GATTの上で輸入及び販売制限

が容認される品目以外は， 2年以内に先進国の水準ま

で自由化して，農産物の輸入開放は国際的な農産物交

易自由化の動向及び国内産業構造調整の方向に合わせ

て推進する。

こういう開放拡大と平行して，国内への衝撃を緩和

するために競争力の弱い中小企業等の業種転換や海外

進出等の構造調整の努力を支援して，構造調整の過程

で発生する余剰の人力に対する転職訓練を強化し，農

産物輸入開放によって被害農家の被害補填対策を樹立

して，農業生産性を高めるために農業生産基盤投資を

集中的に実施する計画である。

一方，サービスの場合，先進国との通商摩擦，「ウル

グアイ・ラウンド」協商の進展状況及び国内の該当産

業の競争力等を総合的に考慮して，分野別の開放豫示

計画を準備し段階的に開放を推進して，わが国に比較

優位があると判断される建設・輸送等のサービス分野

は先進国の進出を誘導していく。

そして，サービス産業の開放に先立ち先ず国内競争

の促進のために，各種の法規及び制度を整備して，専

門人力の養成と情報産業の下部構造拡充等，国内産業

の競争力補完対策を平行して行うものである。

サービス産業の市場開放とともに外国為替及び資本

取り引きも段階的に自由化していく。

外国為替取り引きの自由化においては，貿易の対外

開放度と国際収支黒字，国内の自律化条件の成熟等を

勘案して経常取り引きは早急に先進国の水準に自由化

する。
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これと同時に，個人と企業の外貨保有限度を拡大し

て外国為替の需給計画および指定通貨制度を廃止する

等，外国為替集中制を緩和していくものである。また，

先物為替および金融先物取り引きを活性化する等，外

国為替市場を育成していき，ウォン貨の国際化を推進

していくために，経常取り引きに対するウオン貨表示

決済を許容し，資本取り引きについてもウォン貨決済

を段階的に受容していく。

資本市場の国際化は，国内の資本市場の受容条件と

国内外の金融状況および国際収支の動向を総合的に勘

案して段階的に推進していくものである。外国人の国

内証券に対する間接投資の機会を拡大して直接投資の

許容条件を造成し，内国人の「ボンド」を通じた海外

間接証券投資と主要な機関投資家の海外証券投資を許

容し，範囲を拡大する。また，証券会社等の海外進出

を奨励して最新の技法を習得し専門人力の養成および

国際競争力の向上を目指す。

2. 3 開発途上国との経済協力の増進および海外

投資の拡大

国際社会においてわが国の経済発展に相応する役割

を遂行するために，開発途上国との資本および技術協

力を強化する。このために，まず，対外経済協力基金

や技術協力資金等の公的開発援助の規模を拡大してい

く。

対外進出の基盤拡充のための海外移住推進に必要な

海外移住適格審査制度を廃止する等，手続き上の規制

を緩和して投資移住に対する支援を強化する。また，

資源の長期安定的な確保のために海外資源開発投資を

大幅に拡大する。

企業の海外投資を促進するために，許可手続きの簡

素化等の自由化幅を拡大して，金融・税制上の支援お

よび情報支援体系を強化していく。そして，オリンピ

ック開催を契機に造成された協力の雰囲気を活用して，

積極的に対北方経済対策推進のための基本政策方向を

今年中に樹立し，政府内の総合調整機構および民間交

流協議会の設置とともに各種の法令および制度を整備

していく。

同時に，共産圏との直接貿易のチャネルを構築し共

産圏研究の深層化と研究専門人力の養成に力を注ぐ。

2. 4 国際化時代に合致した国内体制改善

国際化時代に合わせて，各大学・研究機関の国際経

済および地域研究機能を強化する。

そして，国際化の急速な進展による専門人力の需要

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



韓国「第 6次経済社会発展 5か年計画修正計画 (1988-1991年）』

増加に対処するために，外国語教育の強化，海外留学

および派遣の拡大，国内関連教育機関および教科過程

の拡充を通じた体系的な専門人力の養成に力を注ぐ。

また，赤字時代の意識構造を脱皮して国際化時代に応

じた意識構造や行動様式に転換するために，広報活動

を強化していく一方各種の制度・慣行および行政体制

を整備・改善していく。

第4章経済展望と国民生活向上の指標

1. 経済成長

計画期間中，年平均8.2%の経済成長で91年には国民

総生産が2,400億ドル，一人当たりで5,500ドルに達す

ると予想される（表23)。

所得水準の向上，消費税制の改善，消費財の輸入拡

大措置等による国内消費が着実に増加し，生産性向上

と構造調整のための企業の設備投資も拡大して内需の

成長寄与度が大きく高められる。

先進国の保護貿易規制，後発の開発途上国の追撃等

で輸出は物量基準で9%の水準の増加に止まり，わが

国経済の対外依存現象は緩和されると思える。

2. 輸出と輸入の拡大均衡

対外条件の変化のわが国経済に及ぼす衝撃を緩和し，

わが国経済が安定的に成長していくためには，輸出比

率を引き下げて内需を拡大するのが望ましい。しかし，

現在のように内需基盤が脆弱な中で，輸出が急激に鈍

化すれば雇用に悪影響を及ぼし，今後3,...,_, 5年間は適

正水準の輸出増加が持続されねばならない。しかし，

わが国の輸出規模の拡大による通商摩擦に対しては，

輸入の増大を通じて対応していかねばならない（表

24)。

こうして，計画期間中の輸出は高付加価値製品を中

心に年平均14%増加し，91年中には800億ドルの水準に

表23 [経済成長］
（不変増加率，％）

1987 1988 1989 1990 1991 88~91平均

経済成長 12.0 10.0 8.0 7.5 7.5 8.2 

・総消費 7.7 8.3 8.0 7.5 7.2 7.7 

・固定投資 13.6 10.3 9.8 9.0 9.0 9.5 

・商品輸出 24.4 12.5 7.0 7.0 9.0 8.9 

GNP(経常、億ドル） 1,186 1,540 1,840 2,100 2,400 

一人当たりGNP(経常、ドル） 2,826 3,600 4,270 4,840 5,500 
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達し，輸入は17%の水準で増加し765億ドルに達すると，

展望される。

3. 91年に債権国へ転換

輸入が一貫して拡大され，貿易収支も黒字規模が縮

小されて，各種の外国為替取り引きの自由化措置で貿

易外および移転収支の黒字も減らされ，経常収支の黒

字は60---..,70億ドルの水準で安定すると展望される。こ

れは国民総生産の z,..__.,3%に該当するものであり， 87

年の8.3%に比較すれば大きく縮小されている（表

25)。

こういう経常収支の黒字財源を活用して外債を償還

すると同時に，延べ払い輸出の拡大，海外投資の促進

等を通じて対外資産を増やしていき，わが国は91年を

頂点として純外債が無くなり債権国に転換すると期待

される。

4. 物価安定の展望

今後，国際収支の黒字規模が適性に管理されて，健

全な財政基調を維持し，総需要の面からのインフレイ

ションは減少すると展望される。しかし，所得補償要

求による農水産物価格の上昇と生産性の向上速度を上

回る賃金引き上げが続く場合には，物価に不安要因が

潜在してくる。政府は企業の生産性向上の努力を支援

し，輸入自由化の幅の拡大・ウォン貨切り上げによる

表24 ［輸出と輸入の拡大均衡］
88,...,__,91平均増加率

（通関，経常価格，億ドル）

1987 1988 1989 1990 1991 

輸出 473 575 640 705 795 13.9 

輸入 410 525 610 680 765 16.9 

表25 [91年に債権国へ転換］
（億ドル）

1987 1988 1989 1990 1991 

経常収支 99 95 75 60 60 

GNP対比，％ 8.3 6.2 4.1 2.9 2.5 

貿易収支 77 72 60 50 60 

貿易外収支 10 ， 5 2 △ 5 

移転収支 12 14 10 8 5 

総外債 356 310 270 245 230 

対外資産 132 180 210 235 265 

純外債 224 130 60 10 △ 35 
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せる一方，サービス料金の引上げを自粛する方向に誘

導していく計画である。こういう努力が実を結べば，

89年以後の卸売り物価上昇率は 3%,消費者物価は 5

％の水準を維持すると展望される（表26)。

5. 産業構造の高度化と雇用構造の質的改善

農業生産性向上のための基礎投資は大幅に増加した

が，農業の成長が他の部門の成長に及ばず，農林漁業

の国内総生産に占める比重は漸次低められて， 91年に

は10%の水準に落ち込む見込みである。

反面，有望な製造業の比重と，これと関連したサー

ビス業が上昇の勢いを持続して， 91年には製造業の比

重が32%, その他のサービスは38%の水準に高められ

産業構造がより高度化すると展望される（表27)。

政府は，計画期間中 8%以上の成長を維持して，毎

年新規に増えていく 40万名の労働力の大部分に雇用を

提供し，失業率を3.5%の水準に安定させるようにす

る。雇用構造面でも有望な製造業を中心に雇用機会が

拡大され，就業構造は質的に改善されるものである。

一方，農村工業化と生活環境の改善で，農村人口の大

都市流入現象が緩和されると同時に，農林漁業に従事

する人口は減少すると展望される（表28)。

6. 福祉財政需要と租税負担率の増大

所得水準の向上と民主化の進展により増えている福

祉財政需要は，基本的に徴税収入の増大を通じて充足

され，健全な財政基調を維持せねばならない。勤労所

得税を軽減させて，大衆消費品目に対する消費税率を

卸売り物価

消費者物価

1987 1988 89"-'91 

2.7 I 3水準I 3水準

6.1 6 ,____, 7水準 5水準

表27 [産業構造の高度化と雇用構造の質的改善］
（国内総生産対比，経常，％）

1987 1988 1989 1990 1991 

農林漁業 11.4 11.4 11.0 10.5 10.1 

鉱工業 31.5 31.8 32.0 32.3 32.9 

うち製造業 30.3 30.6 30.9 31.2 31.8 

社会間接資本 19.6 19.4 19.4 19.2 18.9 

その他のサービス 37.5 37.4 37.7 38.0 38.1 
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低めて中産層以下の庶民階層の徴税負担は緩和する代

わりに，金融資産および実物資産に対する課税を強化

して，脱漏税源を発掘し，租税負担率を高める計画で

ある（表29)。

また，地方自治制の実施と共に増えてきた地方財政

需要の増加に備えて，国税を委譲する等で地方税源を

拡充するものである。

7. 適性投資水準の誘致と投資財源の完全自立

計画期間中，有望な製造業の新設能力拡張と生産性

向上および構造調整のための投資が増加して，国民総

生産対比の投資は31,...__,32%を維持すると展望される

（表30)。

政府は資本市場の育成および各種の金融商品の開発

を通じて，国内貯蓄増大の方向に誘導するものである。

しかし，一人当たり国民所得の向上，消費財輸入の拡

大，特別消費税の引き下げ調整で，消費も一貫して増

大し， 87年に35.6%であった国内貯蓄率は91年には

表28
（千名，％）

1987 1988 1989 1990 1991 88~91平均

経済活動人口 16,873 17,331 17,752 18,142 18,540 2.4 

就業者 16,354 16,802 17,154 17,510 17,882 2.3 

（増加） (849) (448) (352) (356) (372) (382) 

・農林漁業 21.9 20.5 19.1 17.9 16.7 

・鉱工業 28.1 28.6 29.3 29.9 30.5 

うち製造業 27.0 27.6 28.3 28.9 29.6 

・社会間接資本•他 50.0 50.9 51.6 52.2 52.8 

失業率 3.1 3.1 3.4 3.5 3.5 

1989(予想） 1989 1990 1991 1992 

租税負担率 17.9 18.1 18.7 19.3 20.0 

・国税 15.7 14.9 15.4 15.9 16.5 

・地方税 2.2 3.2 3.3 3.4 3.5 

1987 1988 1989 1990 1991 

総投資率 29.6 30.6 31.5 31. 7 31.6 

国内貯蓄率 35.6 35.3 34.5 33.8 33.5 

海外貯蓄率 △ 6.4 △ 4.8 △ 3.0 △ 2.1 △ 2.0 
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33.5%に低下すると展望される。

しかし，計画期間中には，国内貯蓄率が総投資率を

上回り，投資財源の完全自立が続けて維持され，海外

投資の余力も発生する。

8. 所得分配構造の改善

ウオン貨基準で一人当たりの国民総生産が93年には

87年の1.8倍に増加すると展望される（表31)。

農業生産性の向上と適正水準の農産物価格支持の努

力により農業所得が増加する中で，農漁村工業化等を

通じて農外所得が画期的に増加し， 93年の農家所得は

87年の 2倍に増えるであろう。

また，都市勤労者世帯の所得も，雇用機会の拡大と

生産性を基礎とした賃金上昇，政府による勤労者の財

産形成に対する支援施策等で，同期間中 2倍に増える

と期待される。

9. 国民生活環境の質的向上

疎外階層と落伍部門に対する重点的な開発施策によ

って階層間・地域間の発展格差が大きく縮小されて，

住宅・道路等の便益施設が大幅に拡充すると展望され

る（表32)。
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表31 [所得分配構造の改善］
（年間，経常，千ウォン）

1987(A) 1988 1989 1990(B) 倍(B/A)

一人当たりGNP 2,324 2,630 3,500 4,250 1.8 

一戸当たり農家所得 6,535 7,560 10,500 13,000 2. 0 

勤労者世帯所得 6,740 7,680 10, 900 13,500 2. 0 

表32 [国民生活環境の質的向上］
（％） 

1987 1991 1992 

医療保障受恵率 61.0 100.0 100.0 

上水道普及率 72.0 80.0 83.9 

道路舗装率 57.0 88.0 96.0 

（地方道） (42. 0) (84 .0) (100. 0) 

住宅普及率 69.2 71.8 72.9 

電話普及率 1) 20.5 28.5 30.1 

1) 100人当り台数




