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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２７年 １２月 １５日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局  慶應義塾大学 環境情報学部   

（ふりがな）             いちのせ  ともひろ 

職・氏 名 教授 一ノ瀬 友博         
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  韓国  ）とのセミナー（振興会対応機関：  ＮＲＦ   ） 

 

 

2． セミナー名  人口減少時代における農村計画の新たなパラダイム              

 

 

3． 期   間  平成 27年 11月 26日 ～ 平成 27年 11月 28日（3日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  珠洲市・金沢市                                   

 

5． 参加者数   日本側      １１ 名（うち、滞在費等本会負担   １  名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ８ 名（うち、滞在費等本会負担   ８  名） 
 

その他の国   ０ 名 
 

参加者  計  ２１ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

広田純一 

山路永司 

星野敏 

山崎寿一 

藤崎浩幸 

中塚雅也 

橋本禅 

金斗煥＊ 

清水夏樹 

山下良平 

 

 

岩手大学・農学部・教授 

東京大学大学院・新領域創成科学研究科・教授 

京都大学・地球環境学堂・教授 

神戸大学大学院・工学研究科・教授 

弘前大学・農学部・教授 

神戸大学・農学部・准教授 

東京大学大学院・農学生命科学研究科・准教授 

京都大学・地球環境学堂・教務補佐員 

京都大学・フィールド科学教育研究センター・連携准教授 

石川県立大学・生物資源環境学部・准教授 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名    ソウル大学・教授・Lee, Seongwoo           

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Son, Jae-Gwon＊ 

Jang, Taeil＊ 

Jung, Nam Su＊ 

Suh, Kyo＊ 

Son, Yong-Hoon＊ 

Lee, Jimin＊ 

Park, Jong Hoon＊ 

全北大学・教授 

全北大学・助教 

公州大学・教授 

ソウル大学・助教 

ソウル大学・助教 

ソウル大学・研究助教 

ソウル大学・大学院生 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

１． セミナーの目的 

 日本は 21 世紀の初めに人口減少時代に入ったとされ、人口減少と高齢化に関する話題がたびたびマスコ

ミに取り上げられているが、2014 年 5月にまたしても衝撃的な報告がなされた。大学教授や企業経営者から

なる民間組織「日本創成会議」の人口減少問題検討分科会は、2040 年には全国 1800 市区町村の半分の存続

が難しくなるとの予測をまとめたのである。896 自治体が消滅自治体であるとされた。この分科会の推計は、

20～39歳の出産適齢期の女性の人口動態に着目してなされたものである。農村地域の過疎化を一段と衝撃的

に伝えた「限界集落」という言葉と同様に、この「消滅自治体」という言葉が、広く耳目を集めることとな

った。 

 そもそも日本の農村地域は、1960年代から都市への人口流出に直面し、過疎と高齢化に悩まされてきた。

特に、炭焼きを始めとした林業を中心として成立してきた集落は、木材の輸入自由化やエネルギー源が石炭

や木炭から石油、天然ガスにシフトしたことで既に多数消滅してきた。一方で、稲作を中心とした農家集落

においては、過疎対策は一定の成果を上げてきた。しかし、国全体の人口が減少する中で、その様相も大き

く変化しつつある。2012年 2月に国土審議会政策部会長期展望委員会がまとめた中間とりまとめでは、2005

年現在に人が居住している地域のうち、2 割が無住化し、2 割が 1km2辺りの人口が 10 人未満と予測された。

さらには、2050年までに人口 1万人以下の自治体は、その人口が半減するという予測も示された。これらの

予測は、その直後の東日本大震災もあって、あまり注目されなかったが、先の日本創生会議の報告は、この

ような将来予測をわかりやすく説明したものでもある。つまり、農村地域の過疎対策は、核となる中小都市

を前提としたものがほとんどであったが、その中小都市の存続自体が危ぶまれる状況になってきていること

である。 

 日本の急速な人口減少と高齢化は、世界的にも特筆すべき現象であると言われるが、国連では 2030年～

2035年の間に東アジア全域で同様の傾向を示すと予測している。おそらく最も早く日本に近い状況に到達す

るのが、急速な少子高齢化を迎えている隣国の韓国である。韓国の総人口はまだ増加局面にあるが、現在 5000

万人以上ある人口は、2040 年には 4500 万人に減少すると統計庁により予測されている。高齢化の速度は日

本よりも早く、OECD と韓国企画財政省の調査では、高齢者の人口比率が 7％から 14％に達するまでの所要年

数は、日本が 24 年であるのに対し韓国は 18 年、14％から 21％までの所要年数は日本が 12 年なのに対し韓

国は 8年である。 

 このように世界で最も農村地域の過疎化、高齢化が進んでいると言ってもよい両国であるが、これまで

も様々な過疎対策がなされ、いわゆる活性化策も数え切れないぐらい実践されてきた。多くは明確な成果を

上げられずに、活性化疲れのような現象も報告されてきたが、21世紀に入り、抜本的な農村地域の再生につ

ながる事例が見られるようになってきた。それらは農村地域の新たなパラダイムとも言える取り組みで、そ

の方法も対象も実に様々であるが、行政主導・農林業生産基盤の整備を中心とした方法から、多様な主体間

の連携、非物的な資本への投資や六次産業化を通じた新たな価値の創造へと転換してきている点が共通して

いる。本セミナーでは、これまでの両国の研究の成果を発表し、議論することにより、人口減少・高齢化時
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代にあるべき新たな農村計画を探ることを目的とした。 

 

２．セミナーの概要 

 セミナーは、2015 年 11 月 26 日（木）から 28 日（土）の 3 日間開催された。まず、26 日は午前 9 時から

12 時まで、New paradigm of rural planning in the era of depopulation をテーマに、最初のセッション

を開催した。まず、日本から慶應義塾大学一ノ瀬友博教授が、Depopulation and the aging problem in Japanese 

rural areas and the new National Spatial Strategies in 2015 というタイトルで、キーノートスピーチ

を行った。日本の人口増加の人口減少について、過去の経緯と今後の予測について解説し、それらを踏まえ

た日本の対策についてまとめた。特に、今年度夏に閣議決定された国土形成計画を取り上げた。次に、韓国

から公州大学 Jung, Namsu教授が Status of Integrated Rural Development for Elderly Society in South 

Korea と題して、韓国の高齢化と人口減少の予測、そのような状況に置ける韓国の統合的な農村開発につい

て解説した。続いて日本から日本農村計画学会会長の岩手大学広田純一教授が Recent Issues on the 

Provinces and Studies of Rural Planning と題して、日本の地方創生の取り組み、さらに被災地の一つで

ある釜石市を例に、地方都市の地方創生について報告した。最後に、韓国からソウル大学 Shu, Kyo 助教が

Analysis of Agricultural Characteristics of Korean Mountain Villages in Kangwonというタイトルで、

Kangwon を例に条件不利地において収益性の高い農業が取り組まれていることにより、新規就農が進んでい

ることが数々のデータから示された。この 4 件のキーノートスピーチを踏まえ、議論を行った。このセッシ

ョンにおいては、発表は英語で、議論において適宜通訳を利用した。 

 午後はエクスカーションを行った。まず、棚田景観を保全していることで有名な輪島市金蔵集落を訪問し、

地域づくりと移住者確保の取り組みについてうかがい、集落内を視察した。次に、珠洲市の塩田村を訪問し、

伝統的な揚浜式製塩について説明を受け、実際の製塩の様子を視察した。最後に、やはり棚田景観で有名な

輪島市白米の千枚田を視察した。27日（金）の午前中には七尾市の御祓川大学を訪れ、七尾市中心部を流れ

る御祓川を核としたこれまでのまちづくりの取り組みとまちづくり会社や市民が自らつくる大学の仕組みな

どを解説いただき、議論した。地域づくりのみならず、能登地域の産品の販売や企業支援など多岐にわたる

活動について様々な質問が出た。なお、エクスカーションについては、すべて日本語と韓国語の逐次通訳を

付けた。 

 午後には、金沢市内に移動し、2 番目のセッションを行った。このセッションについては、科学研究費・

基盤 B「モンスーンアジア農村地域の持続的発展と比較農村計画学の確立」（研究課題番号：26304034）との

共催で開催し、クローズドセッションとして実施した。このセッションは日本語と韓国語で発表し、逐次通

訳をした。まず、司会の京都大学の清水夏樹連携准教授らこのセッションのテーマとして、人口減少時代に

おける農村地域の活性化のあり方を扱うことについて説明があり、続いて両国から発表をした。まず日本か

ら京都大学の金斗煥博士が農地・空き家の活用と移住促進を一体的に考えた農村地域創生と題して、京都府

における新規就農促進の取り組みとその課題について発表した。次には、韓国からソウル大学の Son, 

Yong-Hoon助教が、Present problems and future challenges related to management of vacant farmland 

in Korea というタイトルで、韓国の耕作放棄地の現状とその活用方法として、市民農園やビオトープ等の自
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然再生の取り組み事例などを紹介した。続いて日韓以外の事例として、神戸大学の中塚雅也准教授が、英国

における農村人口の増加と地域主体の変化と題して、英国の農村地域の現状と、移住者が中心となった活性

化策について解説した。最後に、ソウル大学の Lee, Jimin研究助教が Analysis and evaluation of regional 

characteristics for rural aging in Korea - With the state of empty houses and abandoned farmlands

というタイトルで、韓国の農村地域における空き家と耕作放棄地の分布と都市から農村地域への人口の移動、

新規就農の状況について統計情報を用いた研究成果を発表した。発表に続き、議論が京都大学の星野敏教授

のコーディネートで行われた。日本と韓国における統計情報の違いや言葉の定義の違い、そしてそれぞれの

先進事例に学べる点について議論がなされた。 

 28 日（土）の午前中には、金沢大学でポスターセッションを実施した。28 日（土）と 29 日（日）は、日

本農村計画学会秋期大会との共催で、この英語によるポスターセッションは学会としても初めての取り組み

として実施した。合計 15件の発表（うち韓国から 2件）を 2つのコアタイムに分け、大会参加者との議論が

なされていた。 

 午後は、農村計画学会秋期大会と日韓農村計画学会交流セミナーの共催で、シンポジウムを開催した。シ

ンポジウムは、一部と二部に分かれ、一部では日韓の比較、二部では石川県の事例について発表し、パネル

ディスカッションを行った。まず、神戸大学山崎寿一教授が、農村の持続的社会形成に対応した新しい農村

計画の展望-日韓農村計画交流の重要性と題して、これまでの日韓農村計画研究について解説し、日本と韓国

の類似点、相違点について整理した。日本も韓国も農村地域において家族、地域、そして農業のあり方が大

きく変わる中で、新たなパラダイムの転換が求められており、まさにそれが起こりつつあることを解説した。

次に、韓国農村計画学会前会長で、ソウル大学の Lee, SeongWoo 教授が、The 6th Industrialization in 

Post-Productivist Era in Korea というタイトルで、韓国の 6 次産業化の取り組みについて解説した。各種

統計情報を示しながら、日本から導入した 6 次産業化の取り組みが韓国で進展しつつあることを説明した。

以上の 2 件の発表については、日韓の通訳を付けて実施した。第二部では、石川県内の取り組みの事例を 3

件話題提供いただき、その後に神戸大学の山崎寿一教授、ソウル大学の Son, Yong-Hoon助教、そして 3名の

事例発表者によるパネルディスカッションを行った。コーディネータは慶應義塾大学の一ノ瀬友博教授が務

めた。Son, Yong-Hoon 助教が日本への留学経験があり、日本語が堪能なため、このパネルディスカッション

については、日本語で行った。Son 助教から日本の取り組みの中で特筆すべきものとして、コミュニティが

基盤となった取り組みが数多くなされていること、そして近年活発に自治体で採用している地域おこし協力

隊が挙げられた。特に、地域おこし協力隊については、輪島市の事例が紹介されたが、若者が農村地域に入

るきっかけとして、大きな役割を果たすのではないかということであった。 




