第 19 代大統領選挙 主要 5 名候補者
プロフィール／10 大公約
(日本語版)
更新日付 2017 年 4 月 24 日

この資料をお手に取っていただいたみなさまへ
こちらは第 19 代大統領選挙主要 5 名候補者のプロフィールと 10 大公約を翻訳した資料です。
この翻訳は、韓国の中央選挙管理委員会へ各候補が提出した公約資料をプロによるものではございませんが青
年会独自である程度そのまま翻訳しております。
この資料が今回の大統領選挙の、そしてその後のみなさまの本国理解への参考の一助となれば幸いです。
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第 19 代大統領選挙 10 大公約
候補者名：문재인 (文在寅) 記号：1 所属政党名：共に民主党
公約順位：1 題目：雇用の責任を負う大韓民国
公約分野：労働
雇用の拡大、国民に捧げる最高のプレゼントです
■目標
○生活の質を向上させる公共・社会サービスの雇用創出
○革新的 4 持参業経済の生態系構築で良い雇用創出
○スタートアップ・ベンチャーが企業しやすい企業の生態環境造成
○労働時間短縮で仕事・生活・家庭両立および雇用創出
■履行方法
①公共部門を中心に雇用口 81 万件創出
消防官、社会福祉専従公務員、教師、警察、副士官、勤労監督官等
国民の安全と治安、福祉等のためサービスする公務員雇用
保育、医療、介護、社会的企等社会サービス、公共機および
民間受託部門の雇用
公共部門(危険安全業務等)の間接雇用を直接雇用に転換および
労働時間短縮により雇用創出

17.4 万件
34 万件
30 万件

②大統領直属「産業革命委員会」を設置し、Smart KOREA 具現のため民・官協業体系構築等により
4 次産業革命の先導
‐電気自動車、自律走行車、新再生エネルギー、人工知能、3D プリント、ビックデータ、
産業ロボットなど核心技術分野に積極的支援
③新生企業の熱気が溢れる企業国家造成
・スタートアップ公共部門の調達参与保障、義務購買比率拡大
・政府が中小企業と革新創業企業の購買者となりマーケティング代行会社の役割遂行
・政府の起業支援ファンド、母体ファンド、エンジェルマッチングファンド等
支援資金の拡大
・連帯保証制の廃止および信用融資制度の改善推進
④実働時間短縮を通じた雇用を分かち合う
・1800 時間台の労働時間を任期内に実現
・法廷最長労働時間の 1 週間の上限を週 52 時間遵守
・労働時間特例業種および除外業種縮小
・公休日の民間適用および年次休暇の積極的使用促進で仕事の分け合い
⑤非正規職の格差解消で質の悪い雇用を良い雇用に転換
・
「非正規職差別禁止特別法(仮称)」制定などで非正規職に対する差別を積極的に解消し、
常時・持続的業務の正規職雇用化で非正規職の規模を OECD 水準に削減
・常時的で持続的な働き口は法で正規職雇用を原則として定める
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・政府と自治体公共部門の非正規職を段階的に正規職化
・同一企業内で同一価値労働、同一賃金が必ず実現することができるよう強制
・社内下請けについて元請企業が共同雇用主の責任を負わせるよう法整備
⑥最低賃金 1 万ウォン引上げ(2020 年まで小企業・自営業者支援対策並行準備)
■履行期間
○公共部門の雇用創出：2017 年から 2022 年まで
○4 次産業革命委員会：2017 年中に関連法令の整備、2018 年に発足
○創業国家造成：法律の改定は 2017 年から推進、政策資金の拡大は 2018 年予算から漸進的拡大
■財源調達対策等
○公共部門の雇用創出：5 年間 21 兆ウォン(年平均 4.2 兆ウォン)所要
○創業国家造成：既存の予算範囲内で支出 予算編成調整
○財源調達は、財政支出改革と歳入拡大を通じて調達
公約順位：2 題目：国民が主人である大韓民国
公約分野：政治
政治権力と権力機関改革、これ以上先延ばすことはできません
■目標
○過ぎた李明博・朴槿恵政権 9 年の積弊の精算に対する国民主権命令の履行
○権力機関の権力分立・牽制・均衡の再調整を通じた実質的な民主主義の具現
○権力核心である「大統領権力」を国民に移譲
■履行方法
①大統領の特権を国民に返上
・大統領執務室を光化門政府庁舎に移転
・
「大統領の 24 時間」公開
・大統領人事システムの透明化、
「人事推薦実名制」施行
・大統領直属の警護室廃止、警察庁傘下の「大統領警護局」として位相調整
②高位公職者不正捜査処の新設および検警捜査権調整等 検察改革
・高位公職者の不正行為に対する捜査と起訴を担当する高級公職者不正捜査処を設置し、
検察権力の顔色を伺う捜査を遮断
・検察の捜査権と起訴権の分離
・検察が独占している一般的捜査権を警察に移管
・検察は原則的に起訴権とともに起訴と公訴維持のため 2 次的・補充的捜査権を保有
③警察に対する民主的統制強化および地方分権によって広域単位での自治警察制推進
・広域単位で自治警察制の全国拡大
・地方行政と連携される治安行政を地方に分権
・
「警察委員会」実質化を通じ警察に対する民主的統制強化
・国内情報機能を警察に委譲推進(国情院は海外情報と国家安保、テロ、産業秘密に
対する海外流出監視のため制限)
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・国家警察は全国的治安の需要に対応し、自治警察は地域住民に密着した
治安サービスを提供
④国家情報院を海外安保情報院に全面改定
・国家情報院の国内情報収集業務を全面的に廃止し、対北朝鮮および海外、安保
やテロ、国際犯罪を専門に担当する情報機関である「海外安保情報院」に改編
・国情院の捜査機能を廃止し、対共捜査権は国家警察の傘下に安保捜査局を新設し、対
共捜査に支障がないようにする
・不法民間人査察、政治と選挙介入、スパイ操作、従北狩りなど 4 大公安犯罪に連累・
加担した組織と人力に対する厳重な責任追及および処罰の量刑を強化
・テロおよびサイバーセキュリティ業務と関連し、情報機関が権限を乱用、人権侵害行
為をしないよう国会の統制装置強化
※従北狩り（중복몰이）…実際に従北主義者ではない特定人物あるいは団体に対し、
従北と形容すること。
⑤監査院の独立性強化
・監査院の独立性強化
・監査院の会計検査権を国会に移管し、国会所属で会計検査機関を設置するものの、職
務上独立性を憲法に明示し、職務監察機能のみ遂行する従来の監査院は憲法機関から
法律機関化
■履行期間
○大統領執務室の移転と大統領府の開放：2017 年 計画樹立および 18 年予算反映、2019 年代大統領執務
室の移転等完了
○検察改革、自治警察制、海外安保情報院再編推進：2017 年から法律改正推進、国会で法律が可決後
1 年以内に完了
○監査院の独立性強化：改憲論議によって並行し推進
■財源調達対策等
○大統領執務室の移転と大統領府の開放：一般会計予算活用
○検察改革、自治警察制推進：法律の改正事項で非予算事業
公約順位：3 題目：公正かつ正義の大韓民国
公約分野：政治
反腐敗・財閥改革、大韓民国が先進国になります
■目標
○特権と特恵撤廃、公正で正義の政治・社会環境造成
○財閥資本主義社会を廃止し、包容的資本主義社会に移行
○腐敗清算を通じて OECD 先進国水準に国家競争力向上
■履行方法
①朴槿恵・チェスンシル国政壟断の清算の為のため仮称「弊害清算 特別調査委員会」設置と不正蓄財財
産に対する没収推進
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②財閥の違法な経営承継、皇帝経営、不当特恵根絶等、財閥改革推進
・系列公益法人、自社株、迂回出資など迂回的大株主一家の支配力強化を遮断対策用意
・多重代表訴訟制、集中投票・電子投票・書面投票制の導入推進
・横領・背任など経済犯罪の厳正処罰および恩赦権の制限等
③（タコ足）財閥の経済力集中防止
・持株会社の要件や規制強化で、子会社の持分義務所有割合を強化
・検察、警察、国税庁、公取委、監査院、中小企業庁など犯罪副次院の「乙支路
委員会」を構成して、仕事の集中的発注、不当内部取引、納品単価の引下げのような
財閥の強気横暴に対する全面的な調査と捜査を強化し厳罰
・小商工人の生計型適合業種指定特別法制定
・金産分離に財閥が掌握した第 2 金融権を徐々に財閥の支配から独立・金融系列会社の
他系列会社の議決権行使を制限し、系列会社間の資本出資を資本適正性規制に反映す
る統合金融監督システム構築
④反腐敗改革で兵役逃れ、不動産登記、脱税、偽装転入、論文盗作など 5 大不正関連者は高位公職から
排除推進
⑤入試・学事不正に関与した大学は各種支援排除・中断で透明な大学入試環境づくり
⑥「国家清廉委員会」設置等、反腐敗改革のため制度的仕組みの補完
・独立的な腐敗防止機構である「国家清廉委員会(仮称)」の設立を推進し、総合的かつ
体系的な反腐敗政策を設け、
「透明な社会、清廉な国家」を構築
・公職者の民間に対する不正な請託に対する規制強化
・公益通報者(内部告発者)に対する保護強化
・賄賂、斡旋収載、斡旋収賄、背任、横領などの「5 大重大腐敗犯罪」は国民
参与裁判を義務化し量刑強化および大統領の赦免権の制限推進
・不公正取引行為など経済犯罪と災難・環境などの集団被害発生事件まで国民
参与裁判の対象を拡大推進
・違法な財務会計上の行為に対する損害の予防や回復のため国民訴訟制度を導入
・民間企業に対する法令に根拠のない寄付金徴収行為の禁止を推進
■履行期間
○法律改定が必要な事項は 2017 年から法律の改定を推進し、法律改正後 1 年以内に制度的基盤をつくる
○法令改定が必要ない事項の場合、任期初めに国政課題に反映
■財源調達対策等
法律および制度改善事項で非予算事業
公約順位：4 題目：強く、平和な大韓民国
公約分野：統一外交通商、国防
民主主義と平和を先導する責任ある強国をつくります
■目標
○有能な安保、強い大韓民国
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○非核化とともに平和な韓半島の具現
○堂々たる協力外交で国益増進
※①責任、②協力、③平和、④民主 4 大原則堅持
■履行方法
①北朝鮮核問題への対応、自主国防力の早期構築と将兵の兵役環境改善
・北核対応に核心戦力(KAMD、Kill-Chain)の早期戦力化
・堅固な韓米同盟の基調の上に韓国軍の戦作権を任期内の転換推進
・防衛産業の不正根絶に向けた国防獲得体制の革新と摘発時処罰強化
・兵士の服務期間 18 ヵ月短縮と公正で誇らしい兵役義務の実現
・将兵給料を最低賃金対比 50%まで任期内に引上げ
・将兵健康権保護および民軍協力診療の概念のもと最高の治療保障
・職業軍人の処遇保障および女性福祉の向上
・国家が最後まで責任を取る報勲として愛国献身を補償
②韓半島の非核化および平和体制の構築
・6 者協議をはじめ、さまざまな二国間、多国間会談を積極活用
・北朝鮮核廃棄によって韓半島平和協定締結
・偶発的軍事衝突防止と軍事的緊張緩和を推進
③安全な大韓民国、国家危機および安全管理体系の再確立
・青瓦台国家危機管理センター設置
・危機管理現場対応体系の整備および常設国家危機調査委員会の新設
・サイバーコントロールタワーの確立と国会の統制
・サイバー安保分野の人材の養成および 4 次産業革命時代に備えた安全性確保
④韓半島周辺 4 強 協力外交と北東アジアのプラス責任共同体の形成
韓米関係

・軍事同盟と FTA をもとに、外交基軸として戦略的なつながり持続
・堅固な韓米同盟を基盤に、北核問題解決の転機準備
・多元的戦略同盟として、グローバル次元の協力拡大
・外交国防(2+2)を含む高位戦略会議を制度化

韓中関係

・両国間の戦略的協力パートナー関係の内実化
・韓中 高官間の戦略経済対話(SED)と国防当局間の対話活性化
・北核問題など、韓半島問題関連の戦略的疎通強化
・韓中 FTA の履行を強化し、経済関係の均衡と安定推進
・国民交流の拡大など、両国友好の基盤づくりに向けた公共外交持続遂行

韓日関係

・実用的な立場から成熟した協力パートナー関係に発展
・慰安婦など歴史問題については原則的に対応
・北朝鮮核問題解決など、韓半島問題関連について戦略的協力強化
・雇用創出とサービス中心の FTA 推進
・第 4 次革命および新成長分野の協力など戦略的経済協力の強化

韓露関係

・両国間の戦略的協力パートナー関係の発展
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・北極航路共同の開拓とシベリア・エネルギー経済協力の大幅拡大
・北核問題解決によって南・北・ロシアの協力を通じた韓・露の関係発展
北東アジア

・韓中日 3 国協力の拡大強化

プラス

・6 者会談のプラットフォーム再建を通じた多国間協力体制の構築

責任共同体

・多国間の安保と経済共同体を統合する北東アジアプラス責任共同体の形

繁栄空間

成

拡大

・アセアン、インドなどアジア新興経済圏との連携協力強化
・経済通商外交体制のアップグレードを通じた経済通商外交の強化
・国家ブランド向上のための公共外交の強化

⑤南北関係の再確立と北朝鮮の変化
・南北経済統合(一つの市場)まず推進と漸進的統一推進
・北核問題の解決に沿って東海、西海岸、中部地域に韓半島の新経済ベルト構築
・南北基本協定の締結と新しい南北関係の制度化
・北朝鮮の人権改善と離散家族・国軍捕虜・拉致被害者問題の解決推進
・南北言論交流と社会文化体育交流の活性化
・南北の境界地域共同管理委員会の設置と生活密着型北朝鮮離脱住民定着支援
■履行期間
○2017 年就任初期から持続的に推進
■財源調達対策等
○一般会計の調整等で確保
公約順位：5 題目：青年の夢を守ってくれる大韓民国
公約分野：財政経済
青年に力となる国、青年として再び立ち上がれる国をつくります
■目標
・
「青年に力になる国、青年として再び立ち上がれる国」建設
・青年たちに社会参与の機会提供を通じた社会不平等の改善
・青年の雇用拡大のための就業環境改善
・青年に力になる住居費用負担の緩和
■履行方法
①青年雇用割当制の拡大
・2020 年までの向こう 3 年間一時的に青年雇用義務割当て制の適用
①共部門 現行 3%→5%に拡大し
②民間大手企業の規模による差等適用推進の履行
(300 人以上 3%、500 人以上 4%、1,000 人以上 5%)
・義務雇用制を誠実に履行した機関・企業にインセンティブ付与
・義務雇用制不履行企業に雇用分担金賦課(青年雇用支援基金)新設
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②青年求職促進手当の導入
・雇用保険に未加入の就業準備生(青年ニート含む、18～34 歳適用)対象
中央・地方政府の公共雇用サービスの参与で自発的に求職活動を証明時支給
③青年・新婚夫婦の家の心配・家賃の心配解決
・新婚夫婦に公共賃貸住宅 30%(20 万号)優先配定、出産後賃貸期間延長
・低所得層新婚夫婦に「新婚夫婦住居定着金」支援(2 年 一時的)
・新婚夫婦対象「生涯最初借家保証金融資」プログラム拡大
・家賃 30 万ウォン以下のシェアハウス型青年賃貸住宅 5 万室給
・交通が便利な大都市駅圏に相場以下の青年住宅 20 万室確保
・大学寮の収容人員 5 万人拡大(首都圏で 3 万人)
④青年が尊敬される雇用
・労働監督官を拡大、最低賃金専担監督官を設置し、青年の未払いを画期的に減らす
・青年・バイト立替金制を導入し、
「未払い事実認定」だけで先に賃金を支給し、国家が
求償権を行使
・
「バイト尊重法」を導入し、
「30 分配達制」のような不当な業務指示の制限の根拠設定
「労基法」で禁止されている暴行(第 8 条)に持続的暴言などの精神・情緒的虐待
行為を含める等
・3 ヵ月連続労働を提供する青年バイトに失業給与の拡大適用(初段時間含む)し、退職(金)
給与も支給されるようにする
※初段時間…労働時間 週 15 時間以内
■履行期間
○青年雇用割当て制・求職促進手当・バイト尊重法：2017 年法律改定
○青年住居費：2017 年関連法令整備および 2018 年から予算拡大、支援推進
■財源調達対策等
○青年雇用割当て制：法改定事案で微所要
○青年求職促進手当：年平均 5,400 億ウォン
○新婚夫婦 公共賃貸住宅の優先配定、シェアハウス用 青年賃貸住宅など公共賃貸拡大は基金活用
公約順位：6 題目：性平等な大韓民国
公約分野：女性
■目標
○「女性が幸せな大韓民国」建設
○女性の代表性拡大のための性平等環境造成
○仕事・生活の両立が可能な性差別的社会慣習の撤廃
○暴力のない社会、みんなが安全な大韓民国
■履行方法
①女性政策機構の権限強化
・女性家族部の機能強化
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・
「
（大統領直属)性平等委員会）設置で性平等政策推進動力の強化
②非正規職の女性差別の禁止、女性雇用の優良企業に褒賞・租税減免、
ブラインド採用制導入等インセンティブ提供で女性雇用差別解消
・同一価値労働、同一賃金原則の法制化
・トゥルヌリ社会保険の支援拡大
・期間制非正規職女性の出産休暇を契約期間に算入せず自動延長
・出産休暇の給与支給保障
・非正規職女性の出産・育児休職給与申請時、雇用支援センターなど第 3 の機関で
確認書発給
・雇用保険未加入の女性に 3 ヵ月間月 50 万ウォンの出産手当支給
※トゥルヌリ(두루누리)社会保険事業…
10 人未満の小規模事業所に雇用保険と国民年金の保険料一部を支援する事業。
③公企業や準政府機関の女性管理者比率を拡大
・職場内昇進にある女性に作用するガラスの天井（グラス・シーリング）打破
④ジェンダー暴力根絶
・
「ジェンダー暴力防止基本法(仮称)」制定推進
・離婚進行中の被害者および被害者の子供を家庭暴力加害者から保護、夫婦相談および
面接交渉権の制限
・被害者などが保護施設退所後に自立までの住居と生活維持のための自立支援金支給
・
「性売買被害女性」を非犯罪化し、性売買に流入された児童・青少年を「被害者」と
規定、性産業および性搾取の根絶
・
「性売買被害児童・青少年支援センター」設置・運営、相談・支援など強化
・隠しカメラ利用犯罪およびストーキング・デート暴力（デート DV）の処罰強化
・暴力予防教育(セクハラ・売春、性教育および性暴力、家庭内暴力予防教育)内的充実化
■履行期間
○関連法律および政策 2017 年から推進
■財源調達対策等
○性平等委員会設置：既存一般会計予算編成
○出産手当：年間 4,800 億所要
公約順位：7 題目：高齢者が幸せな 9988 大韓民国
公約分野：福祉
ご年配の方々が建てた大韓民国、大韓民国が恩返しします
■目標
○「大韓民国」を作るために努力された高齢者を礼遇
○ベビーブーム世代の安定的な老後生活の安着
○雇用拡大を通じた老年期疎外問題を解決
○高齢化社会移行に伴う老年の余暇・健康・福祉拡大
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■履行方法
①差等の無い基礎年金 30 万ウォン支給（高齢者 70％）
・現在月 10～20 万ウォン差等支給→30 万ウォン均等支給
②老人雇用 2 倍拡充および手当 2 倍引上げ
・政府事業で提供される高齢者雇用数を 80 万件水準('17 年基準 43 万件)に拡大し、雇用
賃金を 2020 年までに月 40 万ウォンに引上げ(22 万ウォン→40 万ウォン)
※児童通学路安全見守り隊、町内の夜間安全見回り隊、地域・環境保全隊、給食の手
伝い、保育ヘルパー、宅配受領代行サービスなど社会的需要が多い分野を中心に
雇用拡大
※中長期的に高齢者雇用を 60 代~70 代前半の人口のため mini-job として育成する方案
推進
・65 歳以上の高齢者にも失業給与(雇用保険)を適用し、失業の危険から保護
③国民年金・退職年金を通じた老後の所得保障強化
・国民年金所得代替率の引上げのため中長期対策推進
※国民年金所得代替率の引上げを目標に社会的合意推進
・国民年金の死角地帯解消のため経歴断絶女性および低所得層の年金の加入支援拡大、
年金クレジット(pension credits)の拡大
・零細事業場労働者たちの退職年金で公的資産運用サービスなどを提供する「中小企業
退職年金基金制度」導入
・退職年金の収益性および安全性強化のための国家の役割拡大
④老年健康増進事業拡大
・地域社会認知症支援センターの拡大設置
・認知症安心病院の設立
・認知症医療費 90%健康保険の適用等、認知症国家責任制の実現
■履行期間
○基礎年金の拡大編成：'18 年の予算案編成反映
○老人雇用拡大および手当て 2 倍引上げ：'18 年の予算案編成反映
○老年健康増進事業拡大：'18 年から段階的拡大推進
○国民年金制度改正：'17 年から政策検討後、社会的合意推進
■財源調達対策等
○基礎年金 30 万ウォンに拡大：年平均 4.4 兆ウォン追加所要
(`18 年から 25 万ウォン、`21 年から 30 万ウォンに引上げ時)
○老人雇用および手当て 2 倍引上げ：年平均 0.8 兆ウォン追加所要
○老年健康増進事業拡大:一般会計予算調整
公約順位：8 題目：子どもを育てやすい大韓民国
公約分野：教育
大韓民国の夢の木育成、教育・育種国家責任制が正解です
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■目標
○人口減少防止を通じた社会の活力向上
○子どもを育てやすい社会・職場環境づくり
○親の育児費用負担軽減
○国家が教育を完全に責任を負う時代
■履行方法
①画期的教育財政投資で乳児から大学まで公教育費用、国家が責任負担
・ヌリ過程の予算を政府負担、高校無償教育実施
※ヌリ過程…満 3～5 歳の子どもに公正で共通する教育を提供する教育・保育過程
・大学生授業料の半額引下げ、実質的実現と「公共寮」拡大
②0 歳から小学校 6 年生の子守り負担解消
・小学校全学年に学童教室の拡大を通じ、小学生の完全責任育児体系構築
・満 12 歳以下共働きの親の子ども対象、訪ねて行く「子どもの世話をするサービス」拡大および内的
充実化
・国・公立保育所を利用児童基準の全体比 40%水準まで拡大
③教室革命を通じた私教育軽減
・1 授業 2 教師制、高校単位制-受講申請制の導入
・高校序列化の解消、文化・芸術・体育教育の強化、教育課程の分量と難易度緩和
・幼児に過度な私教育を抑制および小学生の遊び時間、読書時間の保障
④育児休暇拡大
・男性（配偶）共同出産休暇の期間拡大
▸現 5 日以内 3 日有給休暇→有給 10 日、無給 4 日
・育児休職の給与引上げ
▸出産後 3 ヵ月まで育児休職の給与 2 倍引上げ
‐育児休職給与の上限 200 万ウォン
・パパ育児休職ボーナス制
▸子供の数は関係なく、配偶者の産前休暇や育児休職後、連続使用時 6 ヶ月まで
育児休職給与 2 倍、上限 200 万ウォン
⑤柔軟勤務（フレキシブル勤務制）
「10 to 4 ともに、ヘルパー制度」導入
・8 歳または小学 2 年生まで最長 24 ヵ月の範囲内で賃金削減なく午前 10 時から午後 4 時までフ柔軟勤
務施行
⑥児童手当導入
・出産率の向上効果および財政環境を考慮し、支給対象(年齢)と支給額を段階的に引上げ推進
⑦家族といっしょに生活する環境づくり
・
「定時退社法」制定。通退勤時間の義務記録制導入により、顔色を伺う残業の解消
・労働時間短縮、労働時間を 2020 年まで年間 1,800 時間台に短縮
■履行期間
○一日中マウル学校に完全責任ケアシステム構築:'17 年立法施行
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○育児休暇拡大:'18 年予算反映
○柔軟勤務制、定時退社法:'17 年立法施行
○児童手当導入:'17 年立法、'18 年下半期から施行
○労働時間短縮:年度別段階的縮小移行
■財源調達対策等
○児童手当導入:年平均 2.6 兆ウォン
-0～5 歳児の児童に月 10 万ウォンからはじめ段階的に引上げ
○育児休暇拡大:年平均 4,600 億ウォンの追加所要
○ヌリ過程:年平均 2.1 兆ウォン/高校無償教育:年平均 1.0 兆ウォン
○半額授業料:年平均 1.2 兆ウォン
○財源調達:財政支出の改革と歳入拡大を通じて調達
公約順位：9 題目：農漁民・自営業者・小商工人の所得が増える活気に満ちた大韓民国
公約分野：農林海洋水産、産業資源
街中商店街・農山漁村が蘇ってこそ、経済が生きます
※街中商店街…大企業から守るために指定された路地商圏
■目標
○99%の中小企業の活力を向上するための総合政府機構設置
○自営業者と小商工人の安らかに商売できる経済的社会環境づくり
○大・中小 流通企業の共存協力と発展
○新しい農漁業政策パラダイム転換、農産漁民の所得増大および生活の質向上
■履行方法
①「中小企業庁」を「中小ベンチャー企業部」に拡大新設し、中小企業と
小商工人たちの権益保護の推進等、中小・ベンチャー好循環の生態系構築
・中小ベンチャー企業部の拡大新設で、中小企業中心の経済構造と相生発展の構築
・起業投資会社の設立のための納入資本金緩和（現行 50 億ウォン以上）
・スタートアップ企業に対するエンジェル投資（個人投資）活性化および R&D 比重拡大
・再起支援の三四度ファンドなど政府の起業支援ファンド、技術金融投資、
エンジェル投資拡大
・連帯保証制廃止
・起業ベンチャーの公共調達参与機会の拡大
・成長段階別政策資金の支援拡大に Start-Up の生存率向上
②零細加盟店の範囲の拡大および優遇手数料率引下げ等
・零細・中小加盟店に対する優遇の手数料率基準を 2 億から 3 億ウォンに、
3 億から 5 億ウォンに拡大推進
・年売上 5 億ウォン以下の中小加盟店に対し適用される優遇手数料率 1.3%を 1%
目標として漸進的に引下げ、年売上 3 億ウォン以下の零細加盟店に対し適用となる優
遇手数料も今後段階的に引下げ

13

・薬局、コンビニ、パン屋など少額全決済業種に対する優遇手数料率の適用推進
③賃借人の保護のための賃貸借保護法の改正等
・商ビル賃貸借保護法の権利金保護対象拡大
・ジェントリフィケーション（賃貸料上昇により店が追い出されること）防止制度導入
・立ち退き補償制の導入
・商店賃貸借契約更新請求権を 5 年から 10 年に拡大
・再建築の際、既存の借主に優先賃借権の提供など
④大手企業が運営する複合ショッピングモール等に対し、大規模店舗に含ませ規制し、立地を制限させ
自営業者と小商工人の営業保障
⑤小規模な零細自営業者の支援強化
・毎年、公務員福祉ポイント 30%（3,900 億ウォン、'16 年基準)をオンヌリ商品券で支給
・伝統市場の火事防止。施設と駐車場の設置支援
・小商工人・自営業者の協業化事業の積極支援と金融支援の強化
・商店街の範囲（現行 50 件以上の店舗）を調整し、街角商店街の活性化推進
・小規模店舗の組織化および協業化支援を通じた規模の経済効果の実現
・自営業飽和構造による過密業種の構造改善のため、賃金労働者への転換（再就職）と
特化型および非生計型業種への再起業を積極支援
※オンヌリ商品券…伝統市場の需要拡大と地域経済活性化を目的として発行した商品券。伝統市場、
商店、
加盟店で現金のように使用可能。
⑥大統領が直接前に出て、農漁業政策の枠組みを画期的転換
・農漁業特別委員会設置
・物価上昇率を反映し、コメの目標価格を引上げ、コメ生産調整制と消費拡大で
コメ生産費の保障
・農漁業災害対策法・農業災害保険法の支援基準現実化、公益型直払い制と
青年農漁業家直払金および主要農産物の生産安定制の導入で農家所得を安定
・農漁民労災保険と 100 ウォンタクシー導入などで農漁民福祉拡大
・家畜疾病ワクチンの国産化と家畜疾病控除制度の導入など安心・先進畜産構築
・山林投資を拡大して資源育成、雇用創出、国民の余暇空間の拡大など推進
・水産直払制の拡大を通じた漁家所得安定推進
■履行期間
○コメ生産調整制導入、直払金拡大等の制度改善：2018 年上半期完了
○中小ベンチャー企業部：2017 年政府組織再編議論の際、反映推進
○賃貸借保護法等の法律改正事項：2017 年から法律改定推進
○カード手数料引下げ等 小規模零細自営業支援強化：2017 年から政策樹立後 段階的施行
樹立後、段階的施行
■財源調達対策等
○コメ生産調整制、農業福祉等の予算は財政投入順位の調整で既存予算活用
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○自営業者、小商工人支援公約は大部分が法令改正事項であり予算事業は既存予算を活用
公約順位：10 題目：安全で健康な大韓民国
公約分野：環境
国家が国民の生命と安全の責任を負います
■目標
○清潔で安全な社会の建設
○自然災害と社会的災いから国民を保護
○微小粒子状物質の排出量減少を通じた国民「呼吸権」保障
○脱原発等 環境にやさしいエネルギーパラダイムに国家政策転換
■履行方法
①青 瓦 台 （ 大統領府）中心の災難対応コントロールタワー構築
・青瓦台危機管理センターと国家危機管理マニュアルの復旧および補完
・地方自治体、警察、消防、海洋警察を有機的に連携し、国家災難管理能力の強化
・消防庁と海洋警察庁独立
・災難対応の指揮・報告体系の単一化
・官僚組織の縮小、現場組織の拡大
・安全規制、安全点検の強化
②老朽原発の閉鎖および新規中断等、原発事故の心配解消
・新規原発の全面中止および 40 年後に原発ゼロ国家への脱原発のロードマップづくり
・設計寿命が残る原発の耐震補強および設計寿命が満了する原発から解体推進
・自治体と地域住民が参与する原子力安全協議会の法的機構化
・原発安全管理関連業務の外注禁止と直接雇用義務化
③任期内に国内の微小粒子状物質排出量 30%削減
石炭火力発電所の
削減

・30 年以上の老老朽した石炭火力発電所の稼動中止または
環境にやさしい燃料に転換
・未着工の新規石炭火力発電所新設中断
・既存・新規発電所すべて低減装置の設置義務化

軽油車削減等

・軽油車削減および老朽した軽油車の交替促進、電気自動車
エコ軽自動車普及拡大の支援推進
・路線バスの場合、首都圏・非首都圏の大都市中心に任期内
CNG バスに全面交換推進
・大型軽油貨物車、建設装備の低減装置の設備義務化および発生
費用補助金支援
・老朽バイク(260 万台)を電気バイクへ転換する事業支援

エコカー普及拡大

・公共機関が新規購入する車両 70%を電気自動車・エコカーに
代替
・エコカー購入補助金の拡大および電気児童車の充電インフラ
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早期構築
産業および

・工場施設の排出基準強化および総量規制、排出賦課金強化

生活環境改善

・道路ほこり除去用の清掃車普及を大幅拡大
・公共交通施設の微小粒子状物質低減施設の設置義務化

微小粒子状物質の

・脆弱階層にマスク支援および微小粒子状物質の過多発生地域に

脆弱階層支援

脆弱階層施設の設置制限推進

④感染・疾病管理体系の画期的強化
・疾病管理本部の専門性・独立性保障
・圏域別疾病対応体系の確立および分権化
・地域拠点公共病院の地位強化、感染病専門病院の拡充
⑤災害事件の対応体制強化
・国家的災難事件に対する独立調査委員会設置
・セウォル号と加湿器事件の真相究明および賠償問題関連、国民的合意の導出、履行
・懲罰的損害賠償制、集団訴訟制の導入
・国家災難トラウマセンター建設
■履行期間
○2017 年から各制度を整備し、2018 年まで改定完了
○法律の改定事項は 2017 年から直ちに法改定推進
○新規予算反映事業は 2018 年予算から徐々に拡大反映
■財源調達対策等
○一般会計及び交通施設特別会計調整等
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홍준표（洪準杓）／所属 자유한국당（自由韓国党）
満 62 歳
出生 1954 年 12 月 5 日、慶尚南道 昌寧
学歴 高麗大学 行政学 学士、新羅大学 法学 名誉博士

期間
1982

勤務および活動内容

職位

第24回司法試験 合格

1984 ※詳しい期間不明 清州地方検察庁

検事試補

1987 ※詳しい期間不明 釜山地方検察庁（蔚山地方検察庁）

検事試補

1988 ※詳しい期間不明 ソウル南部地方検察庁 特捜部、刑事1部

検事

1991 ※詳しい期間不明 光州地方検察庁 強力部 ※暴力団関連の部署

検事

1992 ※詳しい期間不明 ソウル地方検察庁 強力部

検事

1993 ※詳しい期間不明 ソウル地方検察庁 強力部

主任検事

1994 ※詳しい期間不明 法務部 特殊法令課

検事

1994 ※詳しい期間不明 国家安全企画部

国際犯罪捜査指導官

1996 ~ 1999

第15代国会議員

国会議員

1999 ~ 1999.10

ワシントンインターナショナルセンター

客員研究員

国会 制度改善特別委員会

委員

国会 予算決算特別委員会

委員

国会 倫理委員会

委員

国会 教育委員会

委員

国会 環境労働委員会

委員

国会 情報委員会

委員

国会 法制司法委員会

委員

国会 運営委員会

委員

ハンナラ党

院内 副総務

2001 ~ 2004

第16代国会議員

2004 ~ 2008

第17代国会議員

国会議員

ハンナラ党 公薦

審査委員

ハンナラ党 戦略企画委員会

委員長

ハンナラ党 東大門乙支区党 党協委員会

委員長

ハンナラ党 政策本部

本部長

ハンナラ党 第1政策調整委員会

委員長

国会 法制司法委員会

委員

国会 情報委員会

委員

国会 財政経済委員会

委員

国会 環境労働委員会

委員長

第17代 韓・マレーシア議員親善協会

会長

国会 統一外交通商委員会

委員

ハンナラ党 ソウル市比例代表公薦審査委員会

委員長

ハンナラ党 革新委員会

委員長

第18代国会議員（ハンナラ党）

国会議員

ハンナラ党 クリーン政治委員会

委員長

ハンナラ党 権力型不正調査特別委員会

委員長

2006.06 ~ 2008.05

2008 ~ 2012.02
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大韓テコンドー協会

会長

第18代 国会 韓・豪州議員親善協会

会長

国会 国防委員会

委員

国会 情報委員会

委員

国会 気候変化・エナジー対策研究会

代表議員

ハンナラ党

院内代表

国会 運営委員会

委員長

2010.07

ハンナラ党

最高委員

2010.07

ハンナラ党 庶民政策特別委員会

委員長

2011.07

ハンナラ党

最高委員

国会 政務委員会

委員

2008.06 ~ 2013.02

2012.02 ~ 2012.05

第18代国会議員（セヌリ党）

2012.12 ~ 2014.06

第35代慶尚南道

道知事

2014.07 ~ 2017.04

第36代慶尚南道

道知事

2014.09

セヌリ党 保守革新特別委員会

諮問委員
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第19代大統領選挙10大公約
候補者名：홍준표 (洪準杓) 記号：2

所属政党名：自由韓国党

公約順位：1 題目：強い安保、強い大韓民国
公約分野：統一外交通商/国防
■目標
○厳重な安保危機状況を迎え、北朝鮮の核・ミサイルの脅威と軍事的挑発に効果的な対応をするため軍
の体系改編および国防政策を転換
○韓半島の軍事力の非対称を是正するため戦術核兵器の再配備
○国際社会との共助を通じた北朝鮮非核化努力の強化
■履行方法および履行期間
1.北朝鮮の核・ミサイルの脅威から強力な態勢構築
‐米国との十分な協議の上「韓半島戦術核兵器の再配備」推進
‐今年上半期、在韓米軍・サード配置
‐北朝鮮の核・ミサイル脅威への対応戦力拡充
：監視偵察装備、攻撃戦力など Kill-Chain・KAMD・KMPR システム電力最優先補強
‐北 SLBM 比、原子力推進潜水艦の戦力化推進
2.軍体制を 4 軍体制に改編し、攻勢中心の強い軍隊に転換
‐海兵特殊戦司令部の設置を通じて軍の体制を「4 軍体制」に改編し攻勢中心の国防政策に転換
‐国防改革期間の短縮および軍専門性向上
‐軍の構造改編と先端戦力の具備時期を一致、戦闘力の最大化を図る
3.国際共助を通じた外交的対応能力強化
‐全方位的な対北朝鮮制裁・圧迫を通じた北朝鮮の非核化推進
■財政調達案
○事業別の優先順位による差等財源配分
○浪費要素を除去し予算の効率性増大
○予算増加分のうち優先反映
公約順位：2 題目：企業に自由を、庶民に機会の提供を通じた雇用創出
公約分野：財政経済
■目標
○民間の雇用創出を塞いでいる各種規制を大幅緩和し強盛貴族労組および偏った理念の労組改革を通じ
起業しやすい環境づくり
○革新技術の活性化を通じた「革新型強小企業」創出
■履行方法および履行期間
1.青年の雇用(起業)ニューディール政策で働き口 110 万件創出
○技術競争力を備えたグローバル革新型強小企業の育成:50 万
‐青年失業者を「就職成功パッケージ」に参加・教育させて、毎年 10 万人を革新型中小企業に就業
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‐就業者のまとまったお金を作る支援のため「明日を補う控除」を大幅に拡大し、4 年後 3 千万ウォ
ンまとまったお金を作る
○技術創業活性化：28 万の雇用創出
‐既に構築された青年技術創業プラットフォーム(TIPS、研究所企業など)を拡大し、投資および
R&D・海外市場への進出などをパッケージに支援し、大学発の技術創業を誘導
○サービス産業の活性化:32 万の雇用創出
‐規制改革と R&D 拡大などを通じて、サービス市場の創出および需要の増加で雇用創出
‐製造業・サービス業間の融合・複合促進
‐サービス産業競争力の向上のため R&D 投資拡大
‐ネガティブ方式の規制改革推進
○U ターン企業活性化を通じた国内の雇用創出
2.規制改革等を通じた「企業＜気＞再生」で躍動的市場経済復元
○政府の財政支出を拡大し、内需回復させ低金利基調を維持し企業や家計の金利負担の最小化
○フィンテックと 4 次産業革命時代に合わせて規制をネガティブ方式に大幅転換
○3%台後半の成長、70%の雇用率、国民所得万ドルの早期達成
○雇用創出企業および非正規職減らす企業に法人税など租税減免拡大
○雇用創出の中心の行政規制の大幅な改善
‐規制費用管理制の実施
‐新産業規制の弾力適用および勧告手続きの設定
‐小商工人および小企業規制で負担軽減対策を講究
○フィンテックの競争力向上のため「規制サンドボックス」早期導入
○ネガティブ規制システム方式で段階的な改編
○規制一つ新設すると、二つ撤廃('one in, two out')
3.革新型強小企業の育成
○革新技術の活性化を通じた「革新型強小企業の創出」
‐'22 年まで中小・中堅専用 R&D 予算 10 兆ウォン、部処間連携スシステムを通じて政府 R&D 予算の
うち中小・中堅支援比重を 50%に拡大
○大・中小企業間の不公正是正
○家業継承のインセンティブの強化
○中小企業部新設
4.強硬な貴族組合雇用世襲など不合理な労働慣行の廃止と偏向された理念の労組改革
○大企業・正規職と中小企業・非正規職の格差緩和のため労働市場の改革推進
○雇用の柔軟化を中心に新しい労使関係の秩序を形成し、企業競争力の強化および労働者の生活の
質向上
○元請・下請間の格差解消に向けた成果共有制などの相生協力強化
○派遣労働者などの権利保護のため労働者参与制度革新
5.最低賃金 1 万ウォンを任期内に実現
○最低賃金の遵守率向上のため最低賃金違反制裁強化
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○中小企業、自営業などのため税制等の支援策を講じる
■財政調達案
○規制を大幅緩和し、起業しやすい環境を作って最大限民間部門で働き口が創出される原則樹立
○公共部門の構造調整を通じ財源を確保し、これを最優先的に青年の雇用創出予算に活用
公約順位：3 題目：庶民適合型 福祉マップ完成へ。福祉 死角地帯を解消。
公約分野：保険福祉（1）
■目標
○少子高齢化問題解決と所得格差の解消、誰もが安心して暮らせる福祉社会の具現
■履行方法および履行期間
○「庶民適合型福祉マップ」完成で福祉死角地帯を解消
‐乳幼児：家庭の養育手当て(現金とバウチャー形で混用支給)2 倍引上げ
ヌリ過程の所得下位 20%以下、支援額 2 倍引上げ
‐小中高校生：所得下位 50%以下の世帯小中高校生対象月 15 万ウォンずつ
「未来の養成バウチャー(児童手当)」支給
‐青年：未就業青年対象「就職相談・訓練・就職」まで支援する「就職成功パッケージ」を大幅に拡
大および、まとまったお金を作る支援
‐就職後～中高年：EITC の強化(単独世帯支援拡大、財産基準緩和、所得基準緩和)をし、4 低所得労
働者へ集中支援および労働誘引
‐50～60 引退者:「雇用福祉プラスセンター」を通じた半退教育(再就職教育)」強化および小商工人市
場振興公団を通じて自営業者の支援強化
‐65 歳以上の高齢者:基礎年金 30 万ウォンまで引上げ
■財政調達案
○各省庁に散在した 500 を超える生涯周期別福祉政策の類似・重複事業を調整し、
福祉伝達体系を改編し財源調達
公約順位：4 題目：トンビが鷹を生む教育の希望のはしご構築
公約分野：教育/科学技術/情報通信
■目標
○教育格差解消を通じ「トンビから鷹を生むことができる」躍動性ある社会再建
■履行方法および履行期間
1.お金がなくて勉強できない生徒がいないように「4段階希望のはしご教育支援制度」新設
‐1段階(小・中・高 学習時期)：小・中・高生オンライン講義・学習教材購入用の教育福祉カード支
給、低所得層眼鏡無料の支援等
‐2段階(大学入学時期)：大学入試成績優秀者の入学金・授業料支援等
‐3段階(大学在学時期)：上京大学生用の寮建設等
‐4段階(大学卒業時期):良質な雇用就業斡旋等
2.司法試験の存続で階層移動のはしご提供
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3.就職後に返済する学資金融資の無利子転換および信用留意者5.5万人の債務緩和
‐韓国奨学財団の学資金融資不良債権、国民幸福基金の売却推進
‐信用留意者(17,773人)および一時的な信用留意情報解除者(37,318人)、不良債務(3,279億ウォン)に
ついて国民幸福基金の売却を通じて債務軽減
‐「就職後返済する学資金融資制度(ICL)」を無利子に転換
‐一般償還学資金融資を低金利で転換融資
4.大学卒業猶予費の納付をなくし学生負担の最小化
5.段階的な学制改編推進を通じた教育体系の再編
■財政調達案
○予算増額分活用
公約順位：5 題目：庶民福祉の拡大で社会安全網造成
公約分野：保険福祉（2）
■目標
○債務不履行者に対する特別対策を通じて再起の足場づくり
○低所得層お年寄りのための福祉強化
■履行方法および履行期間
1.債務不履行者の負担軽減で生計型庶民の再起足場づくり
○生計型庶民保護のため大統領直属「庶民・青年救難委員会」新設
‐生計型信用不良者などに対する特別対策作り
‐信用不良者のうち、所得下位20%に該当する場合、
公共労働雇用等を通じて負債を返済できるように対策準備
‐生計の心配無く安定的に求職活動をできるよう青年対策を講じる
○生計型少額長期延滞債務の大挙買入れ債務調整
○返済能力がない小額・長期延滞債権債務の特別減免
○金融債務不履行者の登録基準上方調整
○債務調整プログラムの誠実な償還者にインセンティブの強化
2.お年寄りのための福祉政策の強化
○独居高齢者の活気に満ちた老後の生活支援
‐独居高齢者の共同生活ホーム全国拡大
‐「訪ねるコインランドリー」サービス拡大/クロス・カーペット・トイレ保守など住居環境改善事
業/敬老堂連携安否確認サービス実施/老・老ケア事業拡大/独居高齢者の救急安全見守りシステム
の拡大
※敬老堂…敬老を旨として建てられた老人たちの憩いの施設
○認知症予防から治療までOne-stopサービス支援
○高齢者の医療費負担緩和および慢性疾患の管理システム構築
■財政調達案
○所得隠しの発掘および地下経済の陽性化等、洗浄強化を通じ歳入拡充
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公約順位：6 題目：小商工人の保護と地域経済活性化
公約分野：農林海洋水産/産業資源/建設交通
■目標
○小商工人と街中商店街、伝統市場の保護を通じた地域経済活性化
○不正請託禁止法の基準見直しで庶民経済活性化
○農業人たちの固定収入支援で安定的な営農活動営為
○特別行政区域選定などを通じた内需活性化および未来投資拡大
■履行方法および履行期間
1.小商工人と街中商店街、伝統市場の保護
○小商工人と街中商店街、伝統市場の保護のため支援強化
‐生計型業種(味噌、豆腐など)に対する大手企業進出制限
‐大規模店舗の路地商店街への出店規制強化で大企業の進出抑制
‐零細賃借商人の営業権保護および自律商圏の保護
（零細商人らが営業する大型伝統市場を権利金保護対象に追加／実態調査を経て、換算保証金の
上方調整推進／商圏主体間合意で賃借人の営業権保護）
○起業失敗者、再起業支援プログラムの強化および首都圏所在の一部の韓国ポリテック大学を
「小商工人の特性化大学」に選定および育成
○伝統市場の活力回復に向けた政策支援拡大
‐全国伝統市場および商店街の駐車場およびアーケードなど施設の現代化
‐零細1人自営業者に対する雇用保険料支援事業新設
‐「1人小商工人」産業災害保険への加入要件を製造業などに拡大
‐伝統市場基盤青年実業家の「青年モール」を大幅に拡大および南大門、東大門市場など
「事後免税店」地域に定着
‐自営業者のカード手数料引下げ
○小商工人向け融資拡大
‐中小商工人市場基金'22年まで10兆ウォンに拡大
‐地域信用保証財団に追加拠出
2.庶民経済活性化のため金英蘭法基準10.10.5で調整
‐農・畜・水・林産物を適用対象から除外
3.農業人の給料型所得制の拡大施行
‐農家の農産物を担保に政府(自治体)が利子・金融費用支援
4.セマングム（새만금）を特別行政区域として開発し、新たな成長動力として育成
‐最低限の規制以外全ての規制撤廃で4次産業革命特区を造成、新規内需市場確保
■財政調達案
○大企業税制減免整備を通じ歳入拡充
公約順位：7 題目：腐敗一掃と公共部門の改革で社会の不条理の遮断
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公約分野：政治/行政自治/司法倫理
■目標
○検察改革と特別監察官の権限強化で権力不正を抜本的に遮断
○構造調整を通じた公企業改革推進
○死刑執行の復活など凶悪犯罪から国民保護
■履行方法および履行期間
1.検察と警察を対等な捜査機関と認定し、相互監視体系化
‐政治検察の剔 抉 （ て っ け つ ） お よ び 改憲を通じた警察に令状請求権付与
‐検察と警察の捜査権調整
‐検察総長任命要件強化(内部昇進禁止、外部人事迎入)
‐検事長級など検察職級を大幅整備
2.警察の改革
‐警察大学を在職者に開放、教育機関に転換
‐自治警察制の導入
3.特別監察官の権限強化で大統領周辺の不正遮断
‐監察対象の拡大：大統領秘書室 首席秘書官以上→行政官以上
‐監察独立性強化：大統領に監察開示報告禁止、結果のみ報告
‐特別監察官の権限強化：現地監察をできるようにし、
金融機関から金融取引内訳提供を受けられるようにする
‐監察期間の延長および任命対象者の資格要件拡大
4.公企業の人事透明化と構造調整を通じた公企業改革
○公企業の人事透明化を通じた人事制度および経営革新
‐「公共機関運営委員会」を「公共機関革新委員会」に改編し、
民間委員が全体委員の過半数になるよう規定
‐役員候補の推薦時、単数推薦禁止。 ただし部処の長官が単数推薦する場合、推薦の許容で責任明
確化
※部処…日本の省庁にあたる
○構造調整を通じた公企業改革推進
‐不健全公企業退場規程明文化：
「公共機関の運営に関する法律」改定
‐放漫な出資会社に対する厳格な管理および改編
現、企財部の指針として運営する子会社関連規定を「公共機関の運営に関する法律」に規定・管理
5.死刑執行など凶悪犯罪から国民保護
○凶悪犯に限り死刑執行
○凶悪犯罪者保護収容制度導入
‐連続殺人犯、常習性犯罪者、児童性犯罪者等3大凶悪犯罪者のうち、再犯の危険性が認められる人
に
1～7年の期間の範囲で保護収容宣告
‐保護収容期間および手続き：1～7年間の範囲で保護収容宣告および執行前再審査
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■財政調達案
○大半が法・制度整備事項で一般的な経済政策に含ませ執行するため、別途財源調達不要(非予算)
公約順位：8 題目：きれいな水と澄んだ空気で清らかな大韓民国
公約分野：環境/文化観光
■目標
○国民の健康と直結されるきれいな水供給のためインフラの再整備
○国民が安心して呼吸することができる微小粒子状物質対策づくり
■履行方法および履行期間
1.家ごとに1級清浄水供給(飲み水専用ダム建設)
○中小規模の飲み水ダム拡充を通じ安全な1級水を飲用水として供給
○施設費補助、税金減免を通じた中水道の設置拡大および広域中水道網構築の議論を通じた水不足の
解消
および環境保全
○持続可能な水源管理体系確立
‐清潔な水道水供給のため老朽上水管の交換事業実施
‐数量・水質管理体系の一元化、広域上水道・地方上水道統合管理のため高品質の水サービス提供
○4大川水生態系の健康性の評価および利用率が低迷した河川敷の人工公園は生物生息地として復元
○河口生態系復元のため「河口管理法」制定
2. 微小粒子状物質から国民保護
○微細粉塵の解決のため韓中間の多様な協力チャンネル稼動
○「(仮称)北東アジア大気質国際協力機構」を設立し、微小粒子状物質の共同対応
○病院、学校など多重利用施設に空気清浄機設置推進
○高濃度の微小粒子状物質発生の際、全国民を対象に国民安全処から警報発令
○石炭発電所の大気汚染物質排出基準の大幅強化
○'22年までに新車販売の35%(年間56万台)をエコカーと代替
○圧縮天然ガス(CNG)バスに対し、軽油バスとの燃料価格差だけ原油価格補助金支援
■財政調達案
○予算増加分の活用および歳出構造調整を通じた財源準備
公約順位：9 題目：4次産業革命の先導と小さく効率的な政府
公約分野：科学技術/情報通信
■目標
○4次産業革命時代に今後、未来成長動力の育成および小さくて効率的な政府の実現
■履行方法および履行期間
1.情報科学技術部新設と4次産業分野の育成を通じて4次産業革命の先導
○4次産業革命の先導のため「情報科学技術部」新設
○4次産業革命関連起業活性化、ベンチャー企業の積極育成
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‐4次産業革命の育成のため5年間20兆ウォンで起業・投資ファンド造成
‐連帯保証の廃止・税金特恵の拡大など「起業大国」をつくるため先制的制度整備
○ICTのメッカ グローバル投資ハブ国家育成
-シンガポールをベンチマーキングしたフロント大韓民国のモデル開発
-国家データ管理体系の確立および大規模データ基盤の構築(データフリーゾーン構築)
○人工知能(AI)活用 対国民サービスの拡大および教育実施
○ソフトウェア産業の育成のため未来型教育過程運営
○位置情報事業活性化
2.小さくて効率的な政府実現
○第4次産業革命など、国家の革新課題の戦略的推進体系構築
‐大統領直属の関連委員会設置：未来戦略委員会、青年雇用促進委員会、青瓦台人口政策首席
-中小企業部新設、情報科学技術部(未来創造科学部へ名称変更)、女性家族青年部の新設、
国家報勲処長 官級格上げ
-消防防災庁・高齢者福祉庁・首都圏交通広域庁の新設、海洋警察庁の復活等
○行政・財政改革を通じた国家負債の画期的削減
○自治体および民間団体に国家事務の果敢な移譲推進
■財政調達案
○4 次産業革命育成のため起業・投資ファンドを造成し財源調達
公約順位：10 題目：少子化の克服と青年福祉拡大へ。大韓民国に活気を。
公約分野：女性
■目標
○少子化解決のため出産・保育・教育に対する根本的な対策用意および国家の責任下で積極的支援
■履行方法および履行期間
1.人口減少解消に向け出産・保育・教育は国家が責任
(出産・保育)
‐妊娠・出産・育児 適合型支援
‐第二子から1千万ウォン支援、第三子から教育費まで支援
‐家庭の養育手当て2倍引上げ、ヌリ過程の所得下位20%以下の支援額2倍引上げ
‐育児休暇 給与限度2倍引上げなど育児休暇の確実な保障
‐保育教師の勤務環境改善および処遇の強化
‐保育施設大幅拡大で保育の心配のない社会
(教育)
‐「4段階希望のはしご教育支援制度」新設
‐「未来養成バウチャー(児童手当)」支給
2.経歴断絶 女性の再就職および起業機会の拡大
‐経歴開発型の女性新しい仕事センターの拡大運営を通じた就職支援サービス拡大
3.青年の雇用および住居、福祉拡大
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‐大学生まで交通割引30%拡大
‐グローバルな青年人材10万人育成
‐青年雇用(起業)ニューディール政策で働き口110万件創出
‐「就職成功パッケージ」大幅拡大および、まとまったお金を作る支援
‐青年および新婚夫婦に100万号住居支援
‐青年専担部処新設
■財政調達案
○予算増加分(毎年約 3.5%増と予想)を少子化解決と青年福祉のため最優先的に活用
○歳出構造調整(類似・重複事業調整、福祉伝達体系の改編、SOC 完了事業予算の活用等)を通じて財源調
達
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안철수（安哲秀）／所属 국민의당（国民の党）
満 55 歳
出生 1962 年 2 月 26 日、慶尚南道 密陽市
学歴 ソウル大学 医学 学士・修士・博士
ペンシルベニア大学 大学院 工学 修士、ペンシルベニア
大学 ウォートンスクール 経営学 修士（MBA 取得）
期間

勤務および活動内容

職位

1986.03 ~ 1989.09

ソウル大学 医科大学

助教

1989.10 ~ 1991.02

檀国大学 医科大学

専任講師

1990.01 ~ 1990.01

九州大学 医学部

訪問研究員

1990.03 ~ 1991.02

檀国大学 医科大学 医学科

学科長

1991.02 ~ 1994.04

海軍

軍医官

1995.02 ~ 2005.03

安哲秀研究所 創立

代表理事

2005.02 ~ 2011.02

POSCO

社外理事、理事会議長

2005.03 ~ 2012.09

アンラボ

理事会議長

2008.05 ~ 2011.05

KAIST 技術経営専門大学院

教授

2008.09 ~ 2012.09

美しい財団

理事

2011.05 ~ 2012.09

理事

2011.06 ~ 2012.09

浦項工科大学
ソウル大学 融合科学技術大学院
デジタル情報融合学科
ソウル大学 融合科学技術大学院

2012.07 ~ 2016.05

第19代国会 保健福祉委員会

委員

2013.04 ~ 2014.03

第19代国会議員（無所属）

国会議員

2014.03 ~ 2015.12

第19代国会議員（新政治民主連合）

国会議員

2014.03 ~ 2014.07

新政治民主連合

共同代表

2014.08

新政治民主連合

常任顧問

2015.07

新政治民主連合 国民情報守る委員会

委員長

2015.12 ~ 2016.02

第19代国会議員（無所属）

国会議員

2016.02 ~ 2016.05

第19代国会議員（国民の党）

国会議員

2016.02 ~ 2016.06

国民の党

共同代表

2016.02

国民の党 選挙対策委員会

共同委員長

2016.05 ~

第19代国会議員（国民の党）

国会議員

2016.06 ~

第19代国会 前半期 教育文化体育観光委員会

委員

2011.06 ~ 2012.09

教授
院長
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第19代大統領選挙10大公約
候補者名：안철수 (安哲秀) 記号：3

所属政党名：国民の党

公約順位：1 題目：丈夫な自強安保を基に韓半島非核化と平和体制の構築
公約分野：統一外交通商/国防
■目標
1.自強安保を推進し、対北に優位な軍事力維持、北東アジア安保環境の変化に能動対処
2.国際社会の制裁と4者会談および6者協議の再開に韓半島非核化と平和体制構築
3.平和主導的、互恵的な先進外交と平和的過程をもって統一推進
■履行方法
1.先端国防力の建設で、強力な自強安保具現
‐海軍、空軍の戦力大幅拡大
‐戦略兵器の大幅増強、キル・チェイン(Kill Chain)とKAMDの早期完了
‐合同参謀本部に戦略司令部創設、青瓦台NSCに北核対応センター設置
‐国防科学技術を発展させ先端国防力確保
‐防衛産業の不正根絶のため国防清廉法制定
2.韓米同盟の強化と北東アジアの平和体制を並行して推進
‐韓米連合防衛体制を存続する上で、戦時作戦統制権返還の徹底的準備
‐防衛費分担金交渉、徹底的に準備
‐サード配置に関して安保と国家位相確保を並行して推進
3.4者会談と6者協議の再開推進
‐国連安保理および国際社会の強力な対北制裁実行
‐韓半島非核化のため6者協議の再開、4者和平会談を主導的推進
‐北朝鮮の核兵器と核開発の凍結、核実験猶予、核・ミサイル廃棄推進
‐韓半島非核化と統一志向的な韓半島平和体制構築推進
4.平和外交‐統一外交‐先進通商外交 推進
‐韓米同盟を基に韓中戦略的協力同伴者関係を深化させる方向で、米中日露4強との平和外交推進
‐韓半島非核化、北朝鮮の改革開放、韓半島統一外交推進
‐先進的な外交力量を再確立し、国内経済と好循環するFTAと通商政策に基盤した先進通商外交推進
5.平和な過程として統一推進
‐南北関係改善-北核解決-平和体制の樹立が好循環する原則で、対北政策具現
‐対北制裁を継続しながらも、民族和解、改革開放、統一のため対話と協議を模索
‐非核化の進展と平和管理を志向する文化、学術、宗教、スポーツ交流と人道的支援再開
■履行期間
5年間、国際社会と協力し、北核問題の進展などに沿って漸進的に推進
■財政調達案
1.国防費を年次的に GDP 比 3%まで漸進的増額(5 年間約 10 兆追加所要)
2.財源は、防衛産業の不正根絶や歳出予算の調整で調達
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公約順位：2 題目：良い成長、良い雇用Ⅰ 教育・科学技術・創業革命で経済成長と未来準備
公約分野：教育/科学技術/情報通信
■目標
1.低成長の克服に向けた経済成長革命のプログラム推進
2.教育革命：学制改編で4次産業革命に備え創意人材の育成
3.科学技術革命：創意的な人材が国家R&D革新および新しい技術開発
4.創業革命：新技術の創業と国家R&Dの中小企業支援、再挑戦の機会を付与
5.R&Dの生産性を画期的に向上し、既存企業・ユニコーン企業・スタートアップが参与して他の業種間融
複合・合従連衡が触発される融合アライアンスの構築
■履行方法
1.教育革命を通じた創意教育の実現で4次産業革命時代の基礎づくり
‐教育部の廃止
・国家教育委員会：教師、父母、与野党の政治権などすべての利害関係者参加
毎年今後10年計画合意→教育政策の一貫性維持
・教育支援処：国家教育委員会の決定、政策支援
‐創意教育：4次産業革命時代、問題解決能力を向上→創意人材の育成
‐学制改編
・進路および職業探索型高等学校体制に転換
・6(小学校)3(中学校)3(高校)4(大学)
→5(小)5(中学)2(進路探索または職業学校)4(大学)
・修学能力を資格試験に転換
‐生涯教育の大幅強化
2.科学技術革命、創業革命で未来産業創業国家完成
‐政府主導の国家発展パラダイムを抜け出し、民間主導に転換
‐4次産業革命の人材10万人養成
‐国家R&Dが創業企業と中小企業R&Dを支援
‐国家研究開発体制の全面革新(研究開発課題企画、選定、管理、評価業務の一元化)
‐不足した保健、福祉、環境など公共分野の科学人材を大幅拡充
‐人文社会学・文化と科学技術の融合
‐禁止されたこと以外は全員ができるネガティブ規制システム導入
‐起業家の養成基盤構築および創業支援機関の育成
‐創業段階別適合型金融政策
‐老朽化した産業団地をリモデリングし、規制のない創業ドリームランド(スタートアップ特区)を造
成
‐失敗したビジネスマンに対する再挑戦の機会を付与
‐創業支援体系、コントロールタワー(創業中小企業部)および官民協議体の構築
3.未来の準備のため自主的で創意的な融合技術の生態系構築
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‐製造業＋4次産業革命で国内製造業復興を図る
‐融合技術中心の新産業、革新型投資などで4次産業革命プラットフォームの先導
‐中小企業に対する融合生産技術の優先支援で国内生産基盤の競争力強化
‐官民共同研究、国家技術融合センター設立
‐港湾・航空・鉄道インフラ＋融合技術を通じ、ユーラシア物流ハブ中心基地の構築
‐原発廃炉・解体技術に対する集中投資で、原子力依存度を廃炉産業の先導
‐自律走行車の核心部品開発および融合生態系の基盤構築
‐人工知能(AI)、仮想現実(VR)、事物インターネット(IoT)など新成長産業の育成
‐スマート工場の普及・拡散事業の連携、製造ロボットプラットフォームの開発
■履行期間
2017年関連法令の改定案発議、2018年まで立法完了を目標
■財政調達案
1.学制改編は国家教育委員会の設置後、合意過程を経て段階的施行予定
2.国家R&D予算19兆ウォンを調整し、財源作りおよび追加歳出を通じ予算確保
3.その他の事業は民間主導や法改定事項のため直接的な予算の発生なし
公約順位：3 題目：良い成長、良い雇用Ⅱ
政経癒着および不公正取引の根絶、中・小商工人保護で公正経済の構築
公約分野：財政経済
■目標
1.財閥改革で政経癒着根絶
2.公正な市場秩序の確立で経済成長の土台強化
3.国民の老後のため国民年金を正す
4.零細・自営業者の保護および中小企業振興で庶民経済の再生
■履行方法
1.政経癒着根絶と財閥改革
‐企業犯罪の量刑強化および不正企業人に対する赦免の制限
‐不法行為者の会社経営参与禁止
‐財閥一家の私益詐取制限
‐複合金融グループに対する統合金融監督システム導入
‐「商法」上、監査委員分離選出・集中投票制の義務化、多重代表訴訟制などを導入し、
企業の支配構造を透明に改善
2.財閥一家が所有しただけ権限行使
‐公益法人(財団)を通じた相続税回避と不当な支配権行事防止
‐財閥のタコ足拡張を防ぐため、持ち株会社の(孫)子会社の要件強化、事業関連性のある
(曾)孫会社の保有だけを許可、持株会社の判断要件強化
3.国民の老後のため国民年金を正す
‐国民年金基金運用の不正な影響力行使に対する処罰強化および損害賠償推進
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‐国民年金の積極的株主権行使の方案作り
‐スチュワードシップコードの採択など機関投資者の積極的株主権行使のための法・制度整備
4.市場の透明性向上および牽制機能の強化
‐財閥親族企業に仕事の集中的発注の根絶のため公示の強化
‐粉飾会計根絶
5.公正な市場秩序の確立に持続可能な経済構造の枠組みづくり
‐懲罰的損害賠償制の拡大および消費者集団訴訟を導入
‐仕事の集中的発注、談合、技術奪取など悪意的な不公正慣行を厳しく制裁
‐公取委 委員選任の独立性強化および公取委の議決手続きの透明性向上
‐公正な市場経済秩序の確立に向けて、企業分割命令制など、市場構造改善命令の導入
6.零細・自営業者の保護および中小企業振興
‐ジェントリフィケーション防止および自営業者の権益保護
‐クレジットカードの手数料引下げ、手数料のない現金ICカードの活性化、創業前の訓練とコンサル
ティングの体系化等
‐伝統市場の競争力向上
■履行期間
法の改定事項は2018年までに完了
■財政調達案
大部分が法律の改定事項で追加財源は大きくない
公約順位：4 題目：良い成長、良い雇用Ⅲ 賃金格差と雇用不安のない未来雇用
公約分野：労働
■目標
1.青年失業解消、中高年雇用不安の解消、女性と老齢層の経済活動参与の拡大
2.不合理な賃金格差と差別のない公正な労働市場
3.非正規職の乱用防止
4.労働時間短縮を通じた生活の質の改善や雇用創出
5.生涯教育体系および職業訓練体系の改革を通じた未来雇用の対備
6.社会的弱者の労働人権保障
■履行方法
1.青年失業の解消のため、青年を対象に5年に一時的な若者雇用保障計画実施
‐中小企業に就職した青年たちに2年間1200万ウォンを支援
‐求職する青年たちに6ヵ月間180万ウォンの訓練手当支給
2.公正な補償システム構築を通じ賃金格差解消
‐国の賃金職務革新委員会を設置し、国家資格制度を整備し、職務と専門能力で評価を受ける仕組み
構築
3.非正規職の乱用防止
‐非正規職の正規職化のため、公共部門「職務型正規職」導入後、民間部門で拡大
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‐中小企業の労働者と非正規職労働者支援のための「勤労者支援センター」設立
‐公共調達制度の改善を通じ非正規職を乱用する企業体について不利益を課す
4.年間1800時間台の労働時間の短縮により仕事と生活の均衡を図る
‐包括賃金制と固定超過勤務(O/T)慣行の改善
‐最少連続休憩時間制を導入し、1日11時間以上の最小連続休憩時間の保障
‐法定労働時間を遵守する交代制改編に積極支援
5.生涯教育を通じた職業訓練体系の革新
‐4次産業革命に対する中小企業、職業訓練体系革新
‐退職前の事前転職訓練と相談強化などの転職支援サービスの体系化
6.雇用創出の波及効果が大きな雇用に親和的な産業構造の構築
‐新成長産業および先端輸出中小企業の育成
‐産業の需要に応えるよう雇用支援業務の専門化
‐中高年層の雇用創出と安定のための雇用状況評価制度の導入
・四半期ごとに業種別、職種別、企業別の雇用状況を綿密に分析し、状況に合った適切な対策を講
究(雇用影響評価制と別に運営)
7.社会的弱者の労働人権保障
‐労働監督の強化および最低賃金法違反、賃金未払いなどについて厳しく対処
‐労働人権および職業倫理教育の強化
■履行期間
1.制度改善が必要な事業は2018年まで制度改善完備
2.予算が必要な事業は2018年から予算確保後に施行
3.法改定が必要な事業は、任期内法改定
■財政調達案
1.青年雇用保障計画関連の予算は現在、毎年17兆ウォンに達する雇用関連予算を調整して
充当する計画
2.生涯教育および職業訓練体系の改革は教育予算と連結された事業であり、教育分野の予算を調整して
調達する計画
3.新成長産業の発掘および支援は経済分野および国家研究開発予算で推計充当する予定であり、その他
の事業は民間主導や法改正事項で直接的な予算所要は必要ない
公約順位：5 題目：国民主権のより良い民主主義 既得権の打破と協治・統合の政治
公約分野：政治・行政自治・司法倫理
■目標
1.既得権の打破と腐敗清算を通じて信頼される政府
2.検察・司法改革を通じた国民の信頼回復
3.協力政治と統合の政治具現を通じて「問題を解決する政治」実現
4.国民が主人になる国民中心の政治具現
5.牽制と均衡の分権国家実現
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6.政治と行政の公正性・透明性・効率性向上
7.地方均衡発展の達成
■履行方法
1.高位公職者の腐敗剔抉
‐高位公職者不正捜査処(公捜処)設置
‐有罪の高位公職者に対する特別赦免制限で、国民の目線で不正腐敗の剔抉
‐前官礼遇の根絶のため現職官吏の処罰強化
2.独立性・中立性・専門性強化のための検察・司法改革
‐検察-警察の捜査権調整などを通じた検察の権限統制と検察の独立性・中立性の向上
‐最高裁長官互選制の導入、最高裁判事数の増員および構成の多様性強化、最高裁判官の任期延長
‐行政部処に検事派遣を漸進的に縮小
3.直接民主主義の要素強化および国会に対する国民の常時的統制強化
‐国民投票の範囲拡大、国民発案制の導入
‐国民の法律審査優先請求権・国民広薦制・国会議員国民召喚制の導入
‐国会倫理委に国民参与の強化
‐表現の自由保障のため放送の公正性確保
4.帝王的大統領の権限縮小と国会・地方政府との分権強化
‐長官級以上の国会任命同意権、最高裁長官互選制の導入などで大統領の人事権縮小
‐行政部法律案提出権廃止、予算法律主義の採択
‐監査院(会計検査の機能)国会移管
‐常時国会・常時聴聞会・常時国政監査の導入で働く国会による行政部の牽制強化
‐「地方政府」として憲法に明示し、地方政府の立法権・財政権を拡大するなど、地方分権の強化
5.公正性、透明性、民意に符合する政治制度改善
‐選挙年齢18歳に下方調整
‐大統領選挙決選投票制の導入
‐ドイツ式政党名簿式比例代表制の導入、開放名簿型比例代表制の導入
‐国庫補助金の分配の公正性強化
‐政治後援金寄付者および支出内訳、政党会計の公開強化、出版記念会関連制度の改善等
政治資金制度の透明性強化
6.青瓦台と国会の世宗市移転を通じて政府および国会運営の効率性向上
‐改憲を通じ青瓦台と国会すべて世宗市(行政首都)に移転
‐大統領執務室は秘書陣と一つの建物に設置するなど、政府の意思決定の効率性向上
‐国会先進化法の非効率要素除去
‐予算決算委員会を常任委員会化し、国会意思決定過程の非効率性克服
7.地方均衡発展
‐首都圏一極発展体制で地域多極発展体制に転換
‐既存の物的・人的インフラを考慮した選択と集中による地方均衡発展
■履行期間
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1.改憲時効の場合、国会論議および国民的議論を十分に経て、2018年6月の地方選挙の時に
改憲案、国民投票が行われることが目標
2.その他、多くの項目は法律改定事項で、国会での議論の経過によって具体的な時期は変わる。任期内
に移行を目標にしているが、政府・与党が推進できる部分は遅滞なく推進する
■財政調達案
1.大部分が憲法または法律の改定事項で、追加的な財政所要発生要因がないか微々たるもの。
2.一部の組織再編による財政所要があると予想されるが、国会で法律の制定・改定を議論する過程で具
体的な事項がどのように合意されるかによって必要な財源の規模が違ってくる。大部分が政府の運営
と関連している部分で財政に充当する
3.国会議員、国民召喚制、大統領、決選投票制などは施行の際、行政費用発生。これは財政に充当
公約順位：6 題目：憲法を実践する政府Ⅰ
格差の解消および人間の尊厳を守る社会安全網完備
公約分野：保険福祉
■目標
1.格差の解消を通じた社会統合実現
2.やすらかに子供を産み育てられる国家
3.貧しさの苦痛がない国家
4.障害が差別にならない国家
5.世話が苦痛ではなくやりがいになる国家
■履行方法
1.国民基礎生活保障制度の死角地帯の解消
‐扶養義務者の基準改善および財産の所得換算率引下げ
‐教育給与および住居給与上方調整
2.国民年金の死角地帯の解消および充実化
‐出産クレジットおよび軍服務クレジット拡大
‐トゥルヌリ制度の適用拡大
‐経歴断絶した専業主婦の年金保険料、所得・税額控除
‐遺族年金拡大
‐任意加入者の所得下限調整および基準所得額の上限引上げ
3.大韓民国の未来を開く少子化の克服
‐出産前後休暇期間の延長と国家責任強化
‐妊娠、出産の診療費用および不妊治療費の国家支援拡大
‐＜性平等育児休職制＞および＜30日配偶者出産休暇給与＞導入
4.家族・企業・国家が共に育成する幸せな子供
‐国公立保育所の拡大や公立幼稚園の拡充
‐保育教師の勤務環境の改善で保育の質を高める
‐放課後保育教室の拡充および地域児童センターの充実化
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‐児童手当の導入
5.お年寄り「貧困ゼロ」と「健康100歳時代」
‐韓国型老後所得保障体系の構築
‐基礎年金の強化
‐入れ歯、インプラントなど高齢者医療費の負担軽減
‐長期療養、認知症対象者の拡大および安くて質の良い長期療養サービス提供
‐敬老堂を老人健康生活支援センターに拡大改編(独居高齢者への支援強化)
‐高齢者雇用の拡大、手当ての引上げや、健康な余暇生活の支援
6.障碍者が堂々とした社会
‐障害等級制の廃止、扶養義務者基準の廃止
‐脱施設/自立生活の権利保障
‐障害者福祉予算拡大や障害者年金の強化
‐障害者権利保障法制定
7.健康権の保障
‐非給与を含む本人負担上限制の実施
‐看護介護サービス拡大および公共療養施設の拡充
‐脆弱階層の健康保険料負担軽減および国家責任強化
‐医療サービスが行き届いていない地域の解消および感染病対応体系の強化
8.休みのある家族介護の社会土台作り
‐＜家族の介護休職期間＞拡大と＜介護家族休暇日＞導入
‐障害児童および認知症家族支援サービス拡大
‐介護職労働者の処遇改善と介護の公共性強化
■履行期間
2017年関連法令の改正案発議、2018年まで立法完了目標
■財政調達案
財政支出の合理化および歳出調整、健康保険・雇用保険財政で調達
公約順位：7 題目：憲法を実践する政府Ⅱ 国民が安全な「災難ゼロ社会」具現
公約分野：産業資源
■目標
1.国民の生命と財産保護を災難、疾病、有害物質など危険から保護
2.国家安全保障のため災難安全、食べ物/医薬品安全、伝染性疾患などについて隙がない安全システム構
築および災害の発生に対する徹底した対応体系の構築
3.評価-予防-備え-対応-復旧の過程で国家システムの正常作動体系の構築
■履行方法
1.災害/災難/伝染病/有害物質などの危険要因に対する事前予防体系の構築および危険要因に対する
迅速かつ透明な情報公開
‐災難の健全性モニタリングシステム基盤の国家基盤体系保護制度強化
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‐国土交通部、環境部、疾病管理機関および自治体などの防災専門人材の拡充および
防災点検体系の常時化
‐地震、洪水、放射能流出などの災難の兆候探知時、警報発令体系の先進化
‐危害物質からの安全な社会構築のため、化学物質の十分な情報の確保、国民の知る権利と選択権の
保障('No Data、No Market')
‐危害物質使用・検出された製品を生産した企業の営業秘密制限
‐一般家庭の対象飲み水、微小粒子状物質、シックハウス症候群など日常生活の有害点検事業施行
‐保育園、学校、遊び場などに化学物質安心資機材使用の義務化
‐マーズのような伝染性疾患に対する情報公開透明化
2.汎政府的統合災害管理体系の構築と青瓦台の災難、コントロールタワー機能遂行
※범정부적 汎政府的…広く政府全体に関係する（こと）
‐大規模な災難が発生時、汎政府的統合災害管理体系を構築および各部処の災難管理総括調整機能の
強化
‐放射能災難に対する汎政府的/広域統合管理体系の構築(東南圏/南西圏の広域放射能防護センター
設置)
‐災難発生時、簡単明瞭で迅速対応が可能な指揮権の体系樹立
・災難発生時、災害現場指揮所-主務部処-青瓦台 災害コントロールタワーで指揮体系の単純明瞭化
・消防庁設立と119応急救助機能の強化および複合災難対応能力向上
3.現場 災難/災害対応方式の改革
‐現場指揮官に災難現場総統権限を付与
・官軍警（관군경）など災害現場に動員可能なすべての人的・物的資源に対する動員権と
指揮統制権を災難現場指揮官にマニュアル通り付与
‐現場の迅速な災難対応で指揮権者の免責権を幅広く保障
・対応者の責任の中で故意性がない場合には免責することができるよう法制度の整備
‐先に措置し後に報告の原則確立
‐待避および救護体系の見直し
4.災難/災害復旧、損害賠償の体系の改編
‐危害物質による生命/身体に損傷を加えた企業に対する懲罰的損害の強化、消費者の立証責任の緩和
‐環境/消費者被害救済基金を新設し、被害が発生する場合、審査委員会の審議を経て政府機関が先に
賠償し、企業に求償権行使
■履行期間
1.執権後、立法措置完了後に施行
2.執権期間中に国家安全点検の常時化
■財政調達案
1.既存の人的・物的資源の再配置、指揮体系の改善等で財政所要は大きくないものと把握
2.消防/原子力防護能力向上のための費用推計は追って発表
公約順位：8 題目：憲法を実践する政府Ⅲ 国民みんなのための性平等な大韓民国
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公約分野：女性
■目標
1.日常が安全で暴力無き安心社会の実現
2.仕事・生活のバランスを通じて共に働き、共に世話（介護）をする性平等社会の実現
3.性平等国家の責務確立のため国家大改革推進
■履行方法
1.日常が安全で暴力のない安心な社会
‐女性暴力被害者の支援予算の拡大および女性暴力被害施設従事者を社会福祉従事者の水準に処遇改
善
‐国家責任の暴力安全網の強化
・女性暴力防止統合支援の伝達体系改編
・性的暴力行為の処罰強化、家庭内暴力被害者の住居保障、デジタル性的暴力被害者支援体系作り、
持続的いじめ犯罪処罰法の制定
‐児童暴力(虐待)早期発見システムの強化および対応インフラ拡充
2.仕事・生活のバランスを通じた性平等社会実現
‐性別賃金格差の解消ため、<性平等賃金公示制>の導入と<同一賃金の日>制定
‐育児休暇の給与引上げ
‐配偶者出産休暇30日の保障および給与導入で男性の育児参与拡大
‐雇用保険基金の一般会計転入金の拡大で財政安定性確保
‐仕事・家庭両立専担、勤労監督官拡大
3.性平等国家の責務確立のため国家大改革推進
‐名目的な女性家族部を国民みんなの性平等な暮らしを保障する<性平等人権部>に改編
‐女性の政治代表性強化のための<内閣の女性比率OECD平均30%>推進
‐憲法第11条の改正を通じ、国家の実質的平等促進義務の具体化
‐児童・青少年人権強化のため<性平等-人権統合教育>、正規教育課程を含む
■履行期間
1.制度改編は2018年までに完了
2.法律の制定・改正、公約事項は2018年立法完了
■財政調達案
1.育児休暇の給与拡大および配偶者の出産休暇拡大のため必要な追加予算は約8,000億ウォン程度(2017
年基準)で雇用保険法改定を通じ、雇用保険基金の失業手当ての財源(失業給与勘定上、母性保護支援
の給与)への一般会計転入金を上げて段階的に増額する予定であり、障害児童およびに認知症家族の介
護者のため介護家族の休息日導入に必要な追加予算などとともに歳出調整で充当する。
2.女性暴力被害者の支援予算は犯罪被害者基金から女性家族部の一般会計予算転換後、歳出調整で充て
る計画。
公約順位：9 題目：憲法を実践する政府Ⅳ
次世代のための美しい環境、安全なエネルギー、美しい文化国家

38

公約分野：環境/文化観光
■目標
1.微小粒子状物質の心配のない安心して呼吸することができる権利保障
2.気候変動と大気汚染を解決するエコエネルギー大国
3.信じて飲める綺麗な水
4.環境技術革新を通じた環境産業の育成および未来雇用の創出
5.文化格差の解消と文化産業振興を通じた文化大国実現
■履行方法
1.微小粒子状物質の心配のない安心して呼吸することができる権利保障
‐微小粒子状物質を国家災害災難に含め国家対応マニュアル作成
‐微小粒子状物質の環境基準を先進国水準に強化
‐中国などと環境外交の強化
‐微小粒子状物質低減のため石炭発電クォーター制施行など環境にやさしいエネルギーの拡大
‐知能型微小粒子状物質の予報の拡大および測定網の拡大
‐子どもなど脆弱階層および多重利用施設の微小粒子状物質測定機の義務
‐微小粒子状物質の低減装置開発および設置
2.気候変動や大気汚染を解決するエコエネルギー大国
‐新規原発建設禁止、設計寿命終了の老朽原発稼動停止および廃炉
‐長期エネルギー需給計画の樹立、供給中心から需要管理でエネルギー政策基調の転換
‐新再生エネルギー比率の拡大
‐老朽石炭火力発電所の閉鎖など石炭発電の縮小(LNG発展拡大)
3.信じて飲める綺麗な水
‐4大河川の常時開放などを含めたモニタリングと精密調査後、自然性復元推進、数量-水質機能統合
の水管理体系に改編
‐ビッグデータ、AI基盤の環境汚染、予報・警報(緑藻、微小粒子状物質、化学事故)正確度の改善お
よび情報開放・参与拡大
‐知能情報技術を組み合わせた環境施設管理の最適化
‐老朽した上水管路の交換拡大、農漁村の上水道普及率の向上
4.エネルギー新技術と環境新技術開発及び環境産業育成を通じた未来雇用の創出
‐スマートグリッド、再生可能エネルギー発電、エネルギー貯蔵システム、電気自動車産業など新成
長産業の育成を通じた雇用創出
‐スマートウォーターグリッド、水リサイクルなど水関連産業の育成
‐微小粒子状物質の管理および低減技術開発などを通じた産業化
5.文化の公共性と民主性回復で生活の質が高い幸せ共同体の実現
■履行期間
‐制度改善事項は2018年までに履行完了
‐法改定事項は任期内に完了
‐施設や投資関連事項は、任期内に持続的に推進
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■財政調達案
1.水管理の一元化を通じて重複事業整理など財政を効率化し、予算削減および公約の実現。投資財源確
保
2.交通エネルギー環境税の配分比率の調整および財政支出の調整で必要な財源確保
公約順位：10 題目：憲法を実践する政府Ⅴ 国民の健康と食糧主権を守るスマート農漁村
公約分野：農林/海洋水産
■目標
1.国民の食の基本権保障
2.食糧主権・海洋主権確保
3.先端ICT融合・複合、農・漁業の育成および農・漁家の生活安定
4.持続可能な農・漁村の成長動力確保のため人的資本育成
■履行方法
1.国民の食の基本権保障
‐畜産物(防疫・検疫・検査)、農食品(生産・流通・加工・販売)食の安全・衛生疾病一括管理システ
ムの構築
‐GMOおよび輸入有害食品の管理強化
‐米の消費拡大のため学校給食の拡大改編
‐学校給食に牛乳など乳製品を含め、子供の健康向上
‐農家の所得安定と子供の体質改善のための果物給食プログラム「果物ドクター」導入
‐食産業を雇用創出と農家所得を増大させる産業に育成
2.食糧主権ㆍ海洋主権確保
‐コメ等の主要食糧作物の自給率向上や需給の安定化を通じた食糧主権確立
‐コメ価格安定のための措置
・水田に稲のほかの作物を栽培するようにし、とうもろこし、大豆など不足な穀物の自給率向上お
よび農家の所得減少分に対して補助金支給
‐ワクチン銀行の設立など家畜の疾病防疫主権の確保
・国内環境に合ったワクチン研究開発集中投資、ワクチン銀行を設立して伝染病発生時、迅速対応
・農食品部内に疾病防疫部署設置
‐海洋警察庁の復活：中国の密漁漁船取締まりの効率性増大を図る
3.先端ICT融合・複合、農・漁業の育成と農・漁家の生活安定
‐食品クラスターの造成を通じた食品産業の育成
‐4次産業革命技術を融合したスマート農業技術の普及
・スマートセンシング、IoT技術の活用・ビッグデータに基づいた低投入持続型農業
・衛星・ドローン、空間情報を活用したスマート農耕地観測およびロボット農作業技術
・韓国型スマートファーム技術を国際標準化および輸出用モデルの開発
‐新再生エネルギーファームの造成を通じた農・漁家の所得増大
‐農村生態・環境保全型の直払い制度新設：政府-農業者間の協約によって環境保全活動事項を決定し、
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履行するかどうか事後点検をし、直払い金支給
‐5大敏感品目(農作物：白菜、大根、唐辛子、にんにく、たまねぎ)生産安定制、自助金支援
‐請託禁止法施行による農・畜・水産業支援対策作り
‐漁家所得安定に向けた水産直払制の拡大
4.持続可能な農ㆍ漁村の成長動力確保に向けた人的資本の育成
‐農漁業基礎人材の集中育成および専門性強化
‐家族農と女性農漁業家の保護育成
■履行期間
任期内推進および完了
■財政調達案
財政および租税改革などを通じて政府財源活用
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유승민（劉承旼）／所属 바른정당（正しい政党）
満 59 歳
出生 1958 年 1 月 7 日、慶尚北道 大邸
学歴 ソウル大学 経済学科 学士、
ウィスコンシン大学 経済学 博士
期間

勤務および活動内容

職位
研究員

1994.05～1995.05

韓国開発研究院
米国ウィスコンシン州立大学
（計量経済、ミクロ経済）
韓国産業組織学会

1996.03～1997.03

米国 UC San Diego,IR/PS大学院

招聘教授

1998.04～1998.09

公正取引委員会

専門官

1998.05～1999.09

大統領諮問 政策企画委員会

委員

1987.12～2000.02

韓国開発研究院

研究委員、専任研究委員

2000.02～2003.06

ハンナラ党 汝矣島研究所

所長

2003.03～2004.05

ハンリム大学 ハンリム科学院

研究教授

2004.05～2005.10

第17代国会議員（ハンナラ党）

国会議員

1982.01～1983.7
1984.09～1987.05

助教
事務局長

国会 政務委員会

委員

2004.06 ~ 2005.01

ハンナラ党

第3条例委員長

2004.07 ~ 2005.04

第17代国会 予算決算特別委員会

委員

2004.05 ~ 2006.06

第17代国会 政務委員会

委員

2005.01 ~ 2005.10

ハンナラ党代表最高委員 秘書室

室長

2008.05 ~ 2012.02

第18代国会議員（ハンナラ党）

国会議員

2008.09 ~ 2009.04

第18代国会 予算決算特別委員会

委員

2008.04

国会 革新都市建設促国会議員の集い

代表

2008.09

第18代国会 国防委員会

ハンナラ党 監査

2009.06

軍用飛行場問題解決のための国会議員の集い

代表

2010.06

第18代国会 国防委員会

委員

2010.07 ~ 2011.06

ハンナラ党 大邸市党

委員長

2011.07 ~ 2011.12

ハンナラ党

最高委員

2012.02 ~ 2012.05

第18代国会議員（セヌリ党）

国会議員

2012.05 ~ 2016.03

第19代国会議員（セヌリ党）

国会議員

2012.07 ~ 2014.05

第19代国会 前半期 国防委員会

委員長

2014.06 ~ 2015.03

第19代国会 後半期 外交統一委員会

委員

2015.02 ~ 2015.07

セヌリ党

院内代表

2015.02 ~ 2015.07

第19代国会 後半期 運営委員会

委員長

2015.03 ~ 2016.05

第19代国会 後半期 国防委員会

委員

第19代国会 後半期 情報委員会

委員

2016.03 ~ 2016.05

第19代 国会委員（無所属）

国会議員

2016.05 ~ 2016.06

第20代 国会委員（無所属）

国会議員

2016.06 ~

第20代国会 前半期 企画財政委員会

委員

2016.06 ~ 2016.12

第20代 国会委員（セヌリ党）

国会議員

2017.01 ~

第20代 国会委員（正しい政党）

国会議員
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第19代大統領選挙10大公約
候補者名：유승민 (劉承旼)

記号：4

所属政党名：正しい政党

公約順位：1 題目：子供を育てたい国をつくります
公約分野：労働、女性
■目標
○2016年韓国の合計出産率は1.17人でOECD平均の1.68人に大きく達せていない水準。この11年間100兆ウ
ォンを超える予算を注いだが、少子化問題は解決されていない
○男性と女性が共に、積極的に子供の面倒見ることができる社会環境を造成し、公共と民間の同等な
育児休暇期間の保障および女性の経歴断絶の予防を通じた少子化問題の解決
■履行方法
＜育児休暇33年法＞
○公共部門と民間部門間の差別のない同等な育児休暇期間を保障するため、民間企業の労働者たちも育
児休暇を最長3年まで活用できるように法制化
○現行の「満8歳」または「小学校2年生」までのみ使用できる育児休暇制度の規程を「満18歳」または
「高等学校3年生」に改正し、子供が成人するまでいつでも与えられた休職期間内で休職を活用できる
「子供成長段階別育児休暇導入」
‐「子供成長段階別育児休暇」は現行、1回の育児休暇分割を3回にわたって分割して使用
○「育児休暇給与率の現実化」で女性と男性が同等に育児休暇制度を活用できる機会を保障し
女性の経歴断絶を予防
‐過度に低い育児休暇給与の上限枠(現在100万ウォン)を200万ウォンに拡大
‐育児休職手当て通常賃金の40%から60%水準に上方修正
‐親保険制度(雇用保険未加入者)の導入
☞「男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律」改定、
「雇用保険法」改定
＜家庭養育手当および児童手当＞
○家庭の養育手当て2倍引上げを通じた親の保育選択権の拡大
<現行 支援金および引上げ(案)>
（単位：万ウォン）
ヶ月

家庭養育 割合

施設利用時 支援金

養育手当

引上げ（案）

0-11

85.2％

82.5

20

40

12-23

71.3％

56.9

15

40

24-35

30.3％

43.8

10

20

※施設利用時の支援金=親保育料＋基本保育料
※36-84ヵ月のヌリ過程私立幼稚園・保育所22万ウォン、公立幼稚園6万ウォン、家庭養育は10万ウォン
○2022年まで国公立、法人、職場、公共型など公共保育施設利用児童数を
現在28%から70%に大幅拡大
‐民間・家庭の保育園を、国・公立に転換し、国家が運営費と人件費、教師教育を
支援する公共型保育所数も大幅拡大
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‐零細企業、零細自営業が集中した地域には政府主導のもと圏域別保育所を設置
○小～高校生の子供について1人当たり10万ウォンの児童手当導入
○小学校の育児機能と公教育の役割強化
‐小学校1～6年生の下校時間を月〜金曜午後4時に一本化
‐4時下校後7時30分まで放課後教室、学童教室、ドリームスタート、地域児童センター
など活性化
※ドリームスタートセンター…貧困児童と家族に焦点をおき統合事例管理で支援する施設
■履行期間
○育児休暇3年法導入および育児休暇給与率の現実化のため「男女雇用平等と仕事・家庭
両立支援に関する法律」改定案、
「雇用保険法」改定案が国会に提出され環境労働委員会に係留中に
法が改定されれば、公約履行可能
○公共保育所70%拡大は2022年まで任期5年以内に達成
○現在施行中の制度である家庭養育手当は予算の拡大を反映し、引上げ
○親保険、児童手当の導入は早い期日内に法の制定・改定後に施行
■財政調達案
○少子化解決のため財政の優先順位を調整し、必要財源を確保
○育児休暇給与現実化は育児休暇給与の財源である雇用保険基金を通じ拡充
○公共保育所の拡大、家庭養育手当ての引上げは2018年度予算に反映し、施行
○不要な財政支出の削減と重負担-重福祉の合意に基づく財源確保
公約順位：2 題目：働きながらきちんと待遇を受けられる国を作ります
公約分野：労働、女性
■目標
○韓国労働者の平均労働時間は2015年現在、年間2,113時間、OECD国家のうちメキシコ(2,228時間)に続
いて2位。OECD平均より約43日多く働いていることになる。現場で労働時間を画期的に減らすことがで
きる、断固たる措置が必要
○お父さんが子供と一緒に遊べ、妊娠と出産が働く女性の足かせにならず、青年らにもっと多くの雇用
機会を
与えるため、定時退勤定着、突発労働禁止の社会へと転換しなければならない
○また、果敢な労働改革で全ての労働者が①安定した職場で、②十分な補償を受けながら、
③安全に仕事ができる国をつくる
■履行方法
＜定時退勤法＞
○退社後、SNSなどを通じて業務指示をする、いわゆる「突発労働」を制限
○勤務日の間に「最小休憩時間」を保障する制度の導入(最小11時間休息、就学前の親12時間、妊娠女性
13時間)
※ドイツ、英国、フランスは法律で最少11時間の連続休息を規定
○現行法に規定された1週間12時間超過勤労時間の限度だけでなく、1年間の超過勤労時間の限度規定
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○企業に勤労時間記録および保存義務を賦課
＜労働改革＞
○非正規職数を画期的に縮小
‐常時、持続的業務について非正規職の採用自体を制限(公共機関、大手企業等)
‐業種および規模などを基準に非正規職の雇用総量を設定
(派遣、サービス、特殊職など間接雇用形態も非正規職の総量に含む)
‐差別是正の比較対象から同一労働の範疇を広く解釈し、差別が確認された場合、正規職とみなし、
「懲罰的賠償」を適用
○最低賃金を2018年から年平均約15%ずつ引き上げ、2020年に「1万ウォン」到達
‐最低賃金が早いスピードで上がる今後3年間、零細会社の勤労者の4大社会保険料を国家が支援
‐最低賃金引き上げ分を下請単価に明示的に反映するように義務化
‐最低賃金を守らないところについて、懲罰的賠償を適用
○産業現場で「同時作業禁止」を通じ、慢性的な労災事故予防
‐元請事業主に該当事業場で起きるすべての下請会社の勤労者の作業安全および事故について責任を
賦課
‐作業中止命令の強化など処罰水準を高め、法の実効性を確保
○低賃金労働者の未払い賃金を国家が先に支給、事業主に求償権請求
○寛大な雇用保険：失業手当の引上げおよび支給期間の延長
‐青年失業扶助および特別失業扶助制度導入
■履行期間
○現在、突発労働の制限および勤務日の間に最小休息時間の保障など根拠規定を盛り込んだ
「労働基準法」改正案、産業現場で労働者の安全を強化する案を盛り込んだ
「産業安全保健法」改正案が国会提出された状態で、法が改正されれば施行可能
■財政調達案
○定時退勤文化の定着と突発労働の制限、最低賃金の引上げは、財政の投入方式がない制度改革を通じ
た
民間の参与と法的義務の履行、投資拡大が重要
○一時的な零細企業4大保険料支援および寛大な雇用保険：不要な財政支出の削減と重負担-重福祉
合意に基づき財源確保
○歳出構造調整を通じて雇用保険基金に財政を拡充する方式で関連予算確保
公約順位：3 題目：共に生きる共同体福祉を実現します
公約分野：保健福祉
■目標
○「貧困の連帯義務」
、
「福祉の家族責任」を強要する現実を変えなければならず、
基礎生活保護など貧困対策は貧しい高齢者だけでなく、松坡(ソンパ)3母娘自殺事件のような悲劇を防
ぐため再設計されなければならない
○お年寄りの尊厳と価値を守り、人間らしい生活を保障し、
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国家の助けが必要な国民には必ず手助けをする共同体の福祉の実現
■履行方法
＜老人福祉＞
○基礎生活保障制度の扶養義務者基準の廃止
○老人定額制(外来本人負担制)定額基準の上向および本人負担率緩和を通じた高齢者診療費の負担緩和
○認知症早期対応体系の構築および支援拡大
‐高齢者長期療養保険制度の本人負担金の段階的廃止
‐国家支援対象者の拡大のため、認知症の等級基準緩和
‐認知症3大高危険郡(軽症認知症患者、軽度認知障害者、認知低下者)1日最大12時間
昼間保護プログラム提供
○独居生活する高齢者支援
‐地域社会人的安全網と地域医療機関の連携を通じた独居老人訪問
‐「独居老人共同生活ホーム」の開発および運営
‐「社会的企業」およびボランティアの活性化を通じた適合型支援実現
＜国民年金＞
○国民年金の最低年金額を保障し、段階的に80万ウォンまで引上げ
○健康保険「本人負担率」を下げ、
「本人負担上限制」の恩恵を大幅に拡大
‐非給与を含めた医療費用の本人負担率*を段階的に20%まで下げ、
「本人負担上限制」の恩恵を
現在1%水準から10%水準に拡大
(*つまり、健康保険保障率を63.2%から段階的に80%まで拡大)
‐産後養生費用300万ウォンまで支援
○国民基礎生活保障の恩恵を次上位階層まで拡大し、3.2%水準の公的扶助の対象者を5%水準まで拡大
○所得下位50%の高齢者たちの基礎年金を差等的引上げ
■履行期間
○任期初年度に強力な意志と推進力で関連法・制度を整備し、2018年度予算反映
■財政調達案
○歳出構造調整や税制改編を通じた予算確保の努力：不要な財政支出の削減と重負担-重福祉合意に基づ
いた財源確保
○福祉予算の執行体系を透明化にし、行政費用の削減を通じた福祉支出の漏水現象を除去し予算拡充
公約順位：4 題目：起業したい国、公正な市場経済をつくります
公約分野：財政経済
■目標
○韓国は大学生の3%が起業を考え、わずか0.1%だけが起業する現実に挑戦と失敗を奨励し
容認できる環境を備えなかった
○財閥は経営権の世襲に執着し、不公正行為がさらに激しくなっていて、創業と革新の生態系が崩れ
韓国経済は、財閥の大手企業らが支配し、力を乱用する「傾いた運動場」になってきた
○創意的で挑戦的な企業家精神を元に革新成長を通じて新しい成長エンジンを作るべきだ
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○果敢な市場改革を推進し、公正な取引と競争が繰り広げられ、市場参与者すべてに公正な機会と
正当な補償が与えられる市場が造成されるようにする
■履行方法
＜革新創業＞
○「革新安全網」構築
‐「融資」方式から脱し、
「投資」方式の環境造成
‐政策資金に対し連帯保証の完全廃止
‐誠実な経営者には信用回復措置の拡大強化
○ポジティブ規制方式からネガティブ規制方式に転換
‐大統領が直接プロジェクトの責任を取り遂行し、各種の古びた規制を一気に解決
○起業を通じて、成功できる環境造成
‐起業が成功した場合、証券市場上場と企業買収合併条件を改善
‐ベンチャー企業が優秀な人材を簡単に迎え入れられるよう、ストックオプションの際
税制恩恵を大幅に拡大
○ベンチャーキャピタルの設立要件緩和および投資危険負担の縮小
‐ベンチャー企業に対する投資資金に所得控除の恩恵拡大、失敗する場合税金還付
○企業教育の義務化および大学起業インフラ支援拡大
○産業政策の中心を大企業からスタートアップと中小企業に転換
‐既存の「中小企業庁」を、
「創業中小企業部」に昇格
‐創業とベンチャー関連業務は、民間専門家たちが直接担当
＜経済正義＞
○甲乙関係の横暴を根絶させるため特別法制定
(公正取引関連法令の執行強化のための特別法)
‐公正取引委員会の専属告発権廃止
‐公正取引関連法律全般に「集団訴訟制度」、
「懲罰的損害賠償制度」導入
○総帥一家が系列会社の仕事を受けるための個人会社設立禁止
○財閥一家および経営陣に対する赦免・復権禁止
○公取委を全面改革し、独立性、公正性、専門性の画期的向上および消費者保護機能を大幅強化
■履行期間
○不合理な規制を大幅に撤廃する起業環境造成は、任期初年度に関連法・制度の整備を皮切りに施行
○公正取引関連法令の執行強化のための特別法制定案を発議予定
○公正取引関連法律全般の改定が必要な事項は法改定後、施行可能
■財政調達案
○企業環境造成と公正な市場経済は関連法の制定・改定および制度改革を通じて可能にし
民間の参与と投資を拡大するインフラ構築が重要
○ベンチャー企業および中小企業の税制恩恵は、税制改編および租税改革で可能
公約順位：5 題目：革新中小企業と堅固な自営業のため公正な市場経済をつくります
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公約分野：財政経済
■目標
○中小企業：正しく正義的で革新的な市場経済を作るため中小企業の成長はしご、中小企業革新生態系
造成
○自営業：560万 自営業の雇用を守り、庶民家計を肥やす内需経済の草の根を堅固にする
■履行方法
＜中小企業＞
○中小企業支援行政体系改編
‐「中小企業庁」を「創業中小企業部」に昇格
‐大統領直属「(仮称)中小企業苦情処理委員会」新設：中小企業の請願を整理し
これを中小企業政策の出発点にする
○中小企業革新インキュベーターに新製品の製作支援センターである「メイカーズラボ(Makers Lab)」
造成
○大手企業と中小企業間の賃金および福祉格差の縮小
‐中小企業の4大社会保険料支援および勤労所得増大税制のインセンティブの強化
‐大・中小企業「共存雇用基金」を造成して、中小企業勤労者に対して賃金補助事業支援
‐中小企業勤労者に退職共済制度導入
‐全国工業団地、農工団地など零細企業の密集地域内に政府主導で協働組合型保育所設置や運営費支
援
○中小企業の競争力強化に向け、中小製造業スマート工場設立支援拡大
○不公正下請取引法上、懲罰的賠償の「被害額3倍以内」の基準を大幅に上方修正
＜自営業＞
○自治体が中心となり、大型事業者の街中商店街への進入を事前に規制および調整
(事業調停制度と調整勧告の不履行時、罰則強化)
○フランチャイズ契約年限を15年に延長、賃貸借契約の更新期限度5年から10年に延長
(賃貸料引上げ率は物価上昇率水準に制限)
○公正取引委員会の専属告発権を廃止し、集団訴訟と懲罰的損害賠償制度を導入
紛争発生時、地域の事情に明朗な自治体別の紛争調停委員会を運営
○構内食堂を運営する公共機関および大企業が週1回勤務日に構内食堂を休業し
近隣自営業と共存する方案を誘導
○カードの優遇手数料の適用を受ける零細加盟店および中小加盟店の売上額基準を上方し、
電子決済代行手数料に引下げ誘導をして自営業の経営安定を図る
○自営業者の4大社会保険加入を支援するなど、自営業者の社会安全網を強化
■履行期間
○中小企業：規制および租税支援など、法律的関連事項は2017年就任直後から改定作業を始め
2018年から適用し、メイカーズラボおよび支援政策などは2018年から本格推進
○自営業者支援政策は法改定の場合、利害関係者の意見収束と調整を経て1～2年以内に可能
■財政調達案
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○中小企業支援政策は、従来の中小企業支援予算を活用し、メイカーズラボは需要に応じて地方自治体
と
中央政府の協議によって支援の比率を定め、既存の空間を主に活用するため、既存予算に大きな負担
なく
推進可能
○自営業対策はすべて法改定や規制措置であり、財政所要は多くない。
自営業者の国民年金および雇用保険支援の財源は国庫支援
：不要な財政支出の削減となかの重負担・重福祉の合意に基づき財源確保
公約順位：6 題目：微小粒子状物質、化学物質、原子力発電に対する不安の解決で
安全な大韓民国をつくります
公約分野：環境、文化、観光
■目標
○微小粒子状物質、加湿器殺菌剤(生活化学製品)、原発、安全の3大問題が国民の健康と生命を脅威して
おり、深刻な社会不安を誘発
○微小粒子状物質の低減努力および高濃度の際、国民対応体系強化、生活化学製品の危害性の調査およ
び
情報開示、原発計画の見直しおよび安全措置強化で安全な大韓民国を具現
■履行方法
＜微小粒子状物質＞
○微小粒子状物質関連のインフラ拡充
‐測定所を拡大し、老朽した測定器を交換
‐微小粒子状物質の大気汚染基準を先進国の水準に強化
‐大気汚染警報制度を導入し、汚染段階別の排出低減措置を直ちに断行
‐児童、高齢者の集中施設に空気清浄機設置を段階的に推進
○微小粒子状物質国家対応体系を整備
‐「災難および安全管理基本法」
、
「大気環境保全法」等を改定し、微小粒子状物質を国家災難に含め
対応体系の法的根拠を設ける
‐微小粒子状物質対策コントロールタワーを国務総理に格上げし、微小粒子状物質の対応予算を2倍以
上
上方調整
○老朽軽油車と老朽建設機械の低公害化および早期廃車の年間目標を2倍以上上方修正
○2次超微小粒子状物質の発生の主原因である石炭の使用を大幅縮小
‐注意報以上の事前予報が発令された場合、石炭火力発電所の稼働率を下方修正
‐「経済給電」を「環境給電」に転換
○中国流入の微小粒子状物質対策は
1)北東アジア環境条約体制の強化(韓・日・中環境首脳会議体運営)
2)3カ国合同で「大気環境改善基金」造成および韓・中・日間の共同低減投資と
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国内環境産業進出にウィン-ウィン戦略並行
■履行期間
≺生活化学品対策≻
○生活用品中「危害憂慮製品」の全数調査を拡大・定例化し、安全管理の死角地帯を解消し
懸念が高い製品は淘汰措置
○危害性評価後、市場流通製品については消費者団体および関連機関と協力し、常時的なモニタリング
強化
○製品の成分表示を自発的な協定水準で表示義務化の方向に徐々に転換し、企業らの責任意識を強化す
るため、
「懲罰的損害賠償制度」導入
○生活化学製品ではない一般工業製品の場合、
「電気用品および生活用品安全管理法」改定を通じ
零細業者の負担を最小化しつつ、認証機関の拡大などで製品安全措置の強化
＜原発安全対策＞
○原発近隣地域の精密な断層調査と共に、全ての原発の耐震設計を0.6g水準に強化し、形式的な計画で
なく実現可能な非常避難計画を樹立
○安全規制機構である原子力安全委員会の法的地位を高め、委員長の人選および委員の選定条件の強化
で
原発業界からの独立性の強化
○多数の原発機が位置する危険地域の原発密集度を段階的に下げ、重水炉など老朽原発の寿命の延長は
原則的に不許。原発の漸進的縮小の代案としてガス発電と再生可能エネルギーなど安全な低炭素発電
設備の活用
■財政調達案
○微小粒子状物質対策は、任期初年度に測定網の拡充と予報の精度向上と露出の危険を減らす
国民対応体系の強化に主力
○生活化学製品対策は既存の立法(化評法および殺生物法)を通じて施行可能
○原発の耐震設計強化(0.6g)は技術開発により可変的(0.3g水準は2018年可能)
公約順位：7 題目：ゲームチェンジ(Game Change)を先導する最強軍を育成します
公約分野：国防、統一外交通商
■目標
○北朝鮮は国際制裁にもかかわらず、核能力強化にすべての努力を集中しながら私たちの内部争いの助
長および対南挑発の機会を模索し、同時に金正恩の暴圧的なリーダーシップで不安定な事態発生の可
能性が常に存在している。米・中のもつれ深化など北東アジアの安保構図の不安定性拡大も懸念され
るなど最近の安保状況は6.25戦争以後最大の危機
○最優先に当面の安保危機を克服することに集中し、未来志向的全方位安保態勢を構築、大韓民国の新
しい
跳躍を後押し
■履行方法
○現在、最も大きな脅威である北核対応体制を早期に構築
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‐米国が単独運用する米核戦力を韓・米共同資産で運用できるシステム構築推進
‐サードを追加導入して下層防御体系を多層防衛体系にアップグレードし、北核の脅威を事前に無力
化にできる新しい戦略兵器の開発
○未来の脅威様相変化と科学技術発展の流れを積極受容、ゲームチェンジ(Game Change)が可能な未来志
向型の先端国防力量を構築
‐先端戦力を利用し、北の軍事的脅威を一挙に相殺できる韓国型相殺戦略(KOS、Korean Offset
Strategy)を採択
‐現在の遅々として進まない国防改革を全面再整備するため、大統領直属の「(仮称)未来指向型国防
力量発展のための特別機構」を設置し、関連法律整備
‐民間が請負ってもいい非戦闘分野(部隊管理、行政、補給、輸送、炊事等)は、民間に全面移譲
軍は戦闘分野に集中し兵力減少にもかかわらず適正戦闘力の維持および雇用創出にも貢献
○安保的危機や災難、災害など非安保的危機状況に国民の生命を守ることができるゴールデンタイムを
逃さないよう諸要素を同時に対備させる国家水準の統合危機管理体制の構築
※ゴールデンタイム…事故が発生した時、人命を救助することができる時間。
○徴兵制体制の下で兵士たちが自負心を持ち安全でやり甲斐を感じながら勤務できるよう兵役義務者に
対する国家の責任を強化
‐徴兵制の下で不可避にもたらされる個人の犠牲に対する国家の社会経済的補償および義務服務兵士
の社会適応支援のための韓国型G.I. Billプログラムの法制化
‐将兵医療支援体系の大幅改善
‐軍と社会との連携強化：親-部隊間の疎通活性化、特技兵教育訓練の学校単位認定など
○外国軍や公務員に比べ短い職業軍人の定年を延長することにより、職業安定性を保障し、
除隊軍人の雇用創出支援の強化
‐職業軍人の定年を順次的に1～3年延長
‐軍人年金の恩恵を受けられない中期服務者のため、雇用保険加入を推進
‐除隊軍人の雇用創出に向け制度的努力を講じる
○軍事基地および軍事施設保護区域支援を強化し、安保犠牲地域の補償拡大
■履行期間
○韓米同盟次元の北核対応体制を早期構築、国家水中の統合危機管理体制構築、兵営文化改善および除
隊後支援拡大などは就任と同時に推進
○未来志向型先端国防力量を構築、短期間に成し遂げることができないため、任期内継続的推進
■財政調達案
○例年的に発生する不要額など、国防部予算の効率性向上を通じて解決
○2016年度基準GDP比2.4%にあたる国防費を3.5%まで拡大し、増額された国防費を防衛力改善および兵営
文化改善に投資
公約順位：8 題目：すべてのための未来教育を具現します
公約分野：教育、科学技術情報通信
■目標
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○昨今学校で授業時間にうつ伏せになって寝ている生徒たちが多いが、規格化され画一化された教育の
中で、子供たちの潜在力が眠っている
○公教育に対する信頼は地に落ち、私教育費が教育部全体予算の半分程度である32兆ウォン程度と推定
される。何よりも私教育によって親の経済力に応じその子供の未来が決定される国は希望がない
○学閥中心社会、受験中心の教育は長い期間国民の認識の中に定着した慢性的な問題に対症療法だけで
は解決できず、教育の本質を起こす教育革新と公教育の信頼回復を通じて、根本的に学校教育を正常
化させなければならない
■履行方法
○大学入試を学校生活記録簿、面接、修能に単純化
‐大学入試において学校生活記録簿の比重を増やし、高等学校教育を正常化させ、面接と修学能力試
験だけを一緒に活用できるようにする
‐学校生活記録簿の定着後の修能は最小限の資格試験に転換
‐大学別の論述は廃止
‐私教育負担になる小論文およびR&E(Research&Education)大会など「校内の受賞経歴」を学校生活記
録簿に反映禁止
○「受講申請制」と「無学年制」導入など柔軟な学制の運営で学生中心の適合型教育を実現
‐高等学校から「受講申請制」を導入し、科目別必須単位のみ履修すれば残りは学生が選択できるよ
う改善
‐「受講申請制」が定着すれば、「無学年制」転換を通じて柔軟な学制の運営が可能
○授業方式を多様化し、4次産業革命時代を導いていく人材を養成
‐討論、実験、体験など様々な授業方式を通じ、創意性と思考力を増進
‐「個人中心」の学習より「チームプロジェクト」を通じて「競争」より「協力」を強調
‐客観式筆記試験の比重縮小
‐「結果中心」ではない学生個人の成就水準による「過程中心」教育
○自由学期制を現在の一学期から二学期に増やし、
「自由学年制」に拡大
○人工知能とビッグデータを利用した「知能型学習支援システム(Intelligent Tutoring System:ITS)」
を開発、活用して個別に学生たちの能力による1:1適合型学習と双方向学習支援
○自立型私立高と外国高校は廃止、個別に高等学校の教育課程は多様化
‐すべての学校が自律性を持って特性化された多様な教育課程を運営できるようにするが、
学校の生徒優先選抜権廃止
‐国家教育課程の内容は最小限の核心達成基準だけで縮小
○「学校制度法制化」を通じて「教育百年の大計」を実現
‐国民的合意をもとに大学入試制度、高校の類型、教育課程、教育評価などを法制化し、教育制度変
更による国民の混乱を最小化
○企画機能を遂行する「未来教育委員会」を新設し、教育部は教育格差解消など教育福祉業務と生涯学
習を重点として機能を改編
■履行期間
○フランスの場合2003年の教育改革のため1年間オフライン討論会だけで約13,000回開催し、国民たちの
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意見を収束した。フランスの事例を見習い、当選直後1～2年の間教育改革のため国民向けの意見の収
束手順を経て、国民的合意を導き出し教育制度を改革していく
■財政調達案
○大部分が制度変更についた公約で、既存予算の転換使用可能
○知能型学習支援システムの場合、米国の活用事例をベンチマーキングすれば、3年ほどの開発期間に10
億ウォン水準の予算が必要になると判断されるため、学校教育の充実化事業(2017年基準1,990億ウォ
ン)の一環と
して推進し、活用は学校の既存ICTインフラを使用すれば可能
公約順位：9 題目：1-2人世帯の時代に合わせ小型住宅供給を拡大し
低所得層の住居福祉を強化します
公約分野：農林海洋水産、産業資源、建設交通
■目標
○ 1人世帯の増加により変化している住宅需要構造に合わせ小型住宅供給拡大
(*2015年1-2人世帯の割合は53.3%。今後さらに増える可能性)
○全体住宅の約50%を占める空きおよび20年以上の老朽住宅の改良
○青年、新婚夫婦、独居老人など低所得層の住居費用を軽減するなど住居福祉強化
■履行方法
＜小型新築分譲住宅の供給拡大＞
○公共分譲住宅最大50%以上を1-2人世帯に優先供給(供給対策)
○民間小型住宅建設義務比率の復活(20%義務が'14年廃止された。供給対策)
○1～2人世帯が居住目的で60平方メートル以下の小型住宅購入または分譲の際、取得税全額免除(需要対
策)
○小型住宅の分譲は1-2人世帯に対し、貸出金利の引下げ(需要対策)
＜小型新築賃貸住宅供給拡大＞
○青年層の1-2人世帯住宅22年まで15万戸供給
○公共シルバー賃貸住宅5000世帯供給
＜既存の空き家や老朽住宅再建築＞
○大型住宅を2つ以上の小型住宅に分割(リモデリングあるいは再建築)
‐都心に位置し、青年および新婚夫婦の十分な需要確保可能
‐青年を対象には、share-house、co-working空間で活用されることができる
○土地賃貸部開発、土地の買い入れ後開発、土地所有主の直接開発など多様な方法が可能になるよう関
連規制
および制度整備
‐LHが上に言及した多様な小型住宅供給プロジェクトのプラットフォームとなるようにする
‐非住宅の使用建物も小型住居施設に用途転換する方案も検討
○賃貸時、周辺の80%の相場に 青年(新婚夫婦を含む)および脆弱階層が対象
‐賃貸を原則だが、当事者間で売買(分譲)も可能として認定
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＜高齢者貧困層の住居環境改善＞
○高齢者と障害者などが主に居住する公共賃貸住宅の老朽化施設の改善補助金を安定的な財源確保のた
め
「常時補助金」に転換
‐現在は老朽化施設の改善補助金を政府予算の状況によって任意的に支援する方式であり、2017年に
施設の
改善事業の予算を前年比大幅に削減した上で今後、国庫支援中止まで計画
■履行期間
○関連法および制度は2017年国会を通じて改定
○任期の期間推進
■財政調達案
○住宅都市基金活用
○土地支援リート制度の活用
公約順位：10 題目：権力機関の不正腐敗を清算し、憲法精神を実現する政治革命を成し遂げます
公約分野：政治、行政自治、司法倫理
■目標
○政権ごとに繰り返されてきた権力不正を根本的に予防するため権力機関の民主的改革
○憲法精神に忠実な政治革命を通じてきちんとした民主共和国の実現
■履行方法
＜大統領 44年重任制・地方分権型改憲＞
○改憲時期2017年年末に発議、2018年の地方選挙の時、国民投票
＜憲法精神に忠実な「協治型大統領」＞
○「人事蕩 平 内閣」を構成すること
※蕩平…韓国語で蕩蕩平平の略語。意味：どちらにも偏らないさま。
‐大統領制、特に与小野大の局面で「協治と説得」が重要
○「大統領-部処長官協議中心」国政運営
‐憲法86、87条に明示された国務総理の権限と責任の付与
‐部処の業務主導権、人事権を各長官に委任
‐青瓦台秘書室縮小。 大統領と各部処間の連絡と疎通業務を担当
‐大統領自らが憲法精神に忠実に国政運営
＜権力機関の腐敗と不公正根絶＞
○捜査と起訴権限を持つ「公職者不正捜査処」設置
‐捜査と起訴権限を統合し、責任者は、国会が複数推薦し、大統領が任命
‐国会で特別検察発動を議決すれば、公捜処の長は、職務停止になるよう監視・牽制装置を設ける
○捜査、起訴分離を通じた捜査庁設置
‐現在、機能的に検察が持っている捜査権と起訴権を分離し、第3の組織である
捜査庁を別途設置：捜査庁は既存の検察(検事と検察捜査官)と警察の捜査人力で構成し、検事と
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警察が相互牽制と競争
○監査院の機能移管
‐監査院の職務監察機能は大統領傘下に。会計検査機能は国会の傘下に移管
＜選挙年齢18歳＞
○普遍的な世界の流れにより選挙年齢を18歳に引下げ
○2018年の地方選挙から適用
■履行期間
○就任後2017年に関連法を改定後、任期内持続推進
■財政調達案
○法・制度改革で別途所要予算なし
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심상정（沈相奵）／所属 정의당（正義党）
満 58 歳
出生 1959 年 2 月 20 日、京畿道 坡州
学歴 ソウル大学 師範大学 社会教育学科

期間

勤務および活動内容

職位
教育部長

1980 ~ 1981

九老3工業団地 男性電気労働組合

1983 ~ 1985

九老1工業団地 テウアパレルミシン社

1985 ~ 1986

ソウル労働運動連合

1990 ~ 1995

全国労働組合協議会

1996 ~ 2001

民主金属連盟、金属産業連盟

中央委員長
争議部長、争議局長
組織局長
事務次長

2000 ~ 2002

全国金属労組

事務次長

2000

民主労働党

代議員、中央委員

2000 ~ 2002

民主労働党 党大会

副議長

2004.04 ~ 2006.06

民主労働党

院内主席 副代表

2004.04 ~ 2008.03

第17代国会議員（民主労働党）

国会議員

2004.04 ~ 2005.06

国会 運営委員会

委員

2004.04 ~ 2008.03

国会 財政経済委員会

委員

2005.06

国会 予算決算特別委員会

委員

2006.06

国会 韓米FTA特別委員会

委員

2006.08

民主労働党 韓米FTA阻止特別委員会

共同委員長

2008

民主労働党 非常対策委員会

代表

2008

マウル學校

理事長

2008.03 ~ 2009.03

進歩新党

共同代表

2009 ~ 2010

進歩新党

常任顧問

2009 ~

政治アカデミー（정치바로 아카데미）

院長

2011.1

朴元淳ソウル市長候補共同選挙対策委員会

委員長

2012.05 ~ 2012.09

第19代国会議員（統合進歩党）

国会議員

2012.07 ~ 2014.05

第19代国会 環境労働委員会

委員

2012.07

統合進歩党

院内代表

2012.09 ~ 2013.07

第19代国会議員（進歩正義党）

国会議員

2013.06 ~ 2013.07

進歩正義党

院内代表

2013.07 ~ 2016.05

第19代国会議員（正義党）

国会議員

2013.07 ~ 2015.06

正義党

院内代表

2013.08

第19代国会 予算決算特別委員会

委員

2014.06 ~ 2016.05

代19代国会 後半期 環境労働委員会

委員

2015.07 ~ 2015.11

正義党

党代表

2015.11 ~

正義党

常任代表

2016.05 ~

第20代国会議員（正義党）

国会議員

2016.06 ~

第20代国会 前半期 政務委員会

委員
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第19代大統領選挙10大公約
候補者名：심상정 (沈相奵) 記号：5 所属政党名：正義党
公約順位：1 題目：ろうそく革命を完遂する国民主権型政治改革
公約分野：政治・行政自治・司法倫理
■目標
国民主権型政治改革、果敢な自治分権、安定社会に転換、
検察改革と司法正義の実現で、ろうそく市民革命完遂
■履行方法
1.国民主権型政治改革
①国民召喚制、国民発案制、国民投票の対象拡大など直接民主主義の拡大
②国民の意思通り議席の配分＜連動型比例代表制＞導入と大統領・地方自治団体長、決選投票制導入
③選挙権年齢満18歳で、被選挙権は大統領35歳、国会議員・地方自治団体長23歳、地方議員18歳に
下方修正、政党加入年齢の廃止、教育監選挙年齢16歳など、青少年の参政権拡大
④選挙日有給休日化と投票時間の延長、事前投票の拡大施行、政党記号順番制廃止、公職候補者寄託
金大幅引下げなど、選挙参与拡大と選挙の公正性向上を図る
⑤国会議員の歳費最低賃金連動上限制、市民参与の議員懲戒制度導入、領収書の必要ない
＜特殊活動費＞の廃止、常時国会導入・予算決算特別委員会常任委化、交渉団体制度廃止
⑥再・補欠選挙の原因提供者所属政党の該当選挙公薦の禁止および選挙費用50%負担の法制化、市・郡・
区党復元、政党後援会設置の許容、政党への国庫補助金の配分基準改善
⑦教員・公務員の政治基本権保障、女性割当て制義務化で女性政治活性化、障害特性に合った
選挙情報提供で障害者の参政権保障、オンライン政治参与プラットフォームの構築と活性化
2.果敢な自治、分権と行政改革の実現
①地方消費税は20%、地方交付税の法定率は24.24%に段階的拡大し、地方財政の拡充など
財政分権の強化
②自治組織権と自治立法権の強化、地方議会の強化で地方自治活性化、国家と地方自治団体の
事務体制改善と果敢な事務の移譲、広域・基礎単位自治警察制の導入と自治警察関連住民参加
統制確保
③地方議会の比例議席の拡大と連動型比例代表制の導入や地方自治団体長選挙の決選投票制の導入
④住民直接参加制度の要件の緩和の住民参加の活性化と住民自治会、直選制導入・議決機構化
⑤自治立法権、自治組織権、自治財政権を保障する地方分権改憲推進
⑥政府特殊活動費の大幅に縮小と統制装置づくりを、請託禁止法(金英蘭法)の強化や利害衝突防止剤
導入
⑦監査院を国会に移管し、成果監査中心に改編、監査院長の独立性保障
3.セウォル号の真相糾明など安全社会に転換
①2期セウォル号特別調査委委員化を構成し、徹底した真相究明とセウォル号の教訓を盛り込んだ安全
社会転換特別法の制定
②国民安全処を国民安全部に格上げ、傘下に消防庁と海洋警察庁を独立外庁として再編
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③青瓦台が、安保や災難の統合コントロールタワーとしての危機管理センター機能を復元し強化する
④消防公務員二万人増員、国家職に転換し、消防公務員の処遇改善と消防対応装備の支援強化
⑤安全業務外注化の中断および危険業務正規職化、産業災害死亡および災難事故への処罰強化
特別法(企業殺人法)制定、労災保険適用対象の拡大と社会保険機能強化
⑥化学物質情報を地域社会に公開義務化、化学事故予防と対応のための民・官・産の協力体系を構築
⑦核発電所地域に地域原子力規制委員会設立、地震などの災難に備えた放射能非常対応体系の構築
⑧犯罪予防の環境を整えるための基本法制定、住宅安全基準の強化、伝統市場の火災安全対策作り
⑨原材料基準GMO完全表示制実施、放射能汚染食品規制、すべての食品添加物表示の義務化
■履行期間
任期中（2017～2022年）
■財政調達案
別途増額予算不要
公約順位：2 題目：堅固な安保、積極的平和外交で平和共栄時代
公約分野：統一外交通商・国防
■目標
平和・共同繁栄のために積極的な平和戦略、自主国防と安保民主化実現
公正かつ正義の協力的通商協定
■履行方法
1.平和繁栄に向けた積極的な平和戦略
①サード配置撤回、北核・ミサイル凍結と非核化のための対話再開、非核化6者会談-平和協定4者会談
並行推進、南北首脳会談推進、韓半島平和宣言のため4ヶ国首脳会談推進、非核化完遂-平和協定
批准-北・米と北・日の修好-東アジア安保協力機構の常設化
②南・北・日3国に対する米・中・ロ3国の安全保障と核軍縮、北東アジア外交・国防・経済協議体
常設化
③韓・米・中首脳会談と戦略対話、6者会談の再開と地域レベルの多国間安保協力の強化、北朝鮮社会
間接資本(SOC)および特区など開発に国際的参与を誘導、鉄道と道路、ガス管などの中国・ロシアの
連結、韓日海底トンネル
④戦時作戦統制権の早期還収、不平等な在韓米軍駐留軍地位協定(韓米SOFA)の全面改正
⑤12.28韓日政府間の慰安婦合意無効宣言および再協議推進、過去史に対する確実な反省を前提に未来
志向的韓日関係の確立、日本の平和憲法守護のための多次元的外交
⑥公的開発援助(ODA)の増額、国会の派兵同意権を制限する現平和維持軍(PKO)法などの違憲的な要素
改正
⑦在外同胞政策総括 在外同胞庁設置、在外国民に対する包括的・積極的保護対策を規定する在外国民
保護法案制定
⑧開城工団再開、開城工団参入企業や協力会社と、その従事者たちに対する実効的な支援
⑨南北交流協力を遮断した<5.24措置>の解除、金剛山観光事業の再開と離散家族再会の定例化・
常設化、南北相生協力事業の再開
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⑩<南北経済社会協力強化協定>締結、民間と自治体の交流協力の自律性保障および南北関係の不可逆
化を制度化、開城工業団地事業の2・3段階への拡大と北朝鮮の内陸地域との経済協力の再開→
鉄道と道路の連結、北朝鮮の地下資源共同開発、北朝鮮特区と連携された第2・第3の開城工団建設
⑪南北鉄道・道路・海運・航空協力およびユーラシア大陸との交通・エネルギーインフラの連結、
環黄海経済圏、環東海経済圏の形成、北朝鮮のアジアインフラ投資銀行(AIIB)など国際金融および
経済協力機構加盟推進、南北協力基金の拡充
⑫段階別<過程としての統一>再開(1段階:当局会談および民間交流拡大、2段階:首脳会談開催、長官級
会談の定例化、民間交流の自律性向上、3段階:常駐代表部設置、南北各級会議の定例化および民間
交流を全面的に自由化)
2.自主国防と安保 民主化実現
①作戦権の早期還収、機務司令部解体と統合参謀情報本部傘下の防諜部隊に再編、
類似・共通機能遂行部隊の統廃合
②<韓国型募兵制(医師募兵制)>導入、<精鋭職業 予備軍制>導入、既存の兵力中心の線(line)防衛の概
念を現代戦方式に転換し、兵器現代化、アウトソーシング分野(軍需支援、医療福祉など)民間移管
推進、民・官・軍合同で「核心技術開発庁」新設
③文民から国防部長官任命、大統領直属の国防改革専担機構設置、常時軍事裁判所廃止
④兵士給与最低賃金の40%以上に引上げ、有給保全のない予備軍訓練参加者に最低賃金補償費支給
⑤女性軍人の役職および経歴管理のガラスの天井除去、女性軍人にも戦闘兵と指揮官の機会を提供、
女性軍人比率の上方調整、軍内の性暴力事件発生の際、ワンアウト制度の施行および性犯罪予防の
強化、性暴力およびセクハラの根絶のための専門人材の準備
※ガラスの天井…女性や少数民族出身者たちの高位職昇進を妨害する組織内の見えない障壁を
意味する言葉。
⑥「軍被害者保護法」制定、
「軍被害治癒支援専担センター」設立、高卒者入営（入隊）待機期間最小
化のため入営判定検査年齢の引下げ(現行満19歳⟶満18歳)、軍服務の予約制と師団別の募兵制実施、
軍で技術と教育訓練機会提供、中隊単位で兵士委員会新設
3.公正で正義の協力的通商
①韓米自由貿易協定(FTA)など、これまで締結した自由貿易協定(FTA)が国民経済、人権など、社会全
般に及ぼした影響を研究し、人材の確保および関連情報公開(欧州は人権影響評価を義務化)。通商
手続法を民主的に改正
②農畜水産業など、特定産業や特定階層の犠牲を前提にした不公正な貿易協定は改善し、貿易利益共
有制など通商再分配機能の強化
③韓米自由貿易協定(FTA)再交渉の際、国内司法権を認めない投資者国家訴訟制(ISDS)条項を廃止し、
サービス市場開放をポジティブ方式に変更、韓米自由貿易協定(FTA)に対する両国の国内法との地位
の差を同等に是正
④一度開放すれば後戻りできないラチェットシステムを改正、政策の自主性を侵害する条項は廃止し、
米国の反ダンピング関税障壁は改善、韓米自由貿易協定(FTA)によって被害を受けた産業や特定階層
と関連した協定の再交渉
⑤包括的経済協力を推進するため、東アジア包括的経済連携(RCEP)に主導的に参与するものの、包容
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的経済協力を原則として、国家間の国益と相互互恵の原則遵守。 食品安全のための農産物の検疫、
コメの輸入クォータ（輸入割当制）
、需給の安定に向けた国営貿易制度など農産物市場開放は除外し、
投資者-国家訴訟制(ISDS)など主権侵害の恐れがある条項は削除
■履行期間
任期中（2017～2022年）
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉の増税（租税公約参照）
公約順位：3 題目：租税改革と財閥改革など正義の経済
公約分野：財政経済
■目標
租税正義で安定的福祉財源の確保、財閥不公正行為の根絶など財閥改革
庶民家計負債対策および金融消費者保護、地域均衡発展の実現
※租税正義…能力(生活水準)に合わせて公平な税金を負担させるようにすること。
■履行方法
1.金持ち増税と不労所得課税で租税正義の実現
①福祉にだけ使用する目的税「社会福祉税」を新設。所得税、法人税、相続・贈与税、総合不動産税
の納付額の一定割合(10～20%)を付加(surtax)する方式で福祉財政の拡充(年21.8兆ウォン)
②「法人税」最高税率を25%に回復、社内留保金の内、利子・配当・賃貸・譲渡所得は法人税に10%割
増課税、租税特例の最低限税率を10-15-20%に上方(年10.6兆ウォン)
③所得税率6-15-25-35-45体系に改編し累進強化、金融所得の分離課税基準額を1,000万ウォンへと下
方修正、上場株式の課税対象である大株主基準金額を10億ウォン以上に下方修正、株式譲渡差益に
対しても、累進税率の適用、派生商品に対する別途税率適用の廃止(年14.0兆ウォン)
④不動産保有税公示価格の実取引価格を反映率80%に引上げ、総合不動産税(国税→地方税)に一本化し、
税率は李明博政府の減税以前の総不税の水準に引上げ、住宅賃貸所得の分離課税を総合課税に転換
(年16.0兆ウォン)
⑤相続控除限度を5億ウォンに縮小、価格高騰の際、贈与税の再計算、世代省略割増課税50%適用(年1.5
兆ウォン)
⑥超過利益共有制 企業共有利益の30%税額控除、非正規労働者の差別是正など待遇改善の際、税額控
除拡大、非正規職の正規職転換の際、税額控除の拡大およびサンセット・ローの延長
※サンセット・ロー…期限付きの法規。特に予算運用に関する法律で有効期限のあるもの。原文で
は日没と表記。
⑦家賃と庶民不動産仲介手数料15%の税額控除、排気量2千cc未満の乗用車の個別消費税廃止
⑧負担金の徴収単価の現実化、原因者・受益者負担の原則強化、脱税企業および事業者に対する税金
減免および政府調達参与を排除、不当入札に対する懲罰的課徴金制の導入など三振アウト制の強化
⑨国民訴訟法の制定、大規模な予算事業について国民参与予算制の導入、国家財政情報の詳細公開、
増額予算要請議員実名制の導入およびメモ予算の根絶、予算決算特別委員会の係数調整小委員会
会議録公開
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※メモ予算…予算決算特別委員会の予算案計数調整過程で議員らが地域区関連予算の要請を紙切れ
に書いて渡すこと
2.政経癒着や職権乱用（갑질）の根絶など財閥改革
※갑질…甲乙関係での「갑/甲」に、どのような行動かを表す接尾辞である「질」をつけて作った言葉
で、権力の優位にある甲が権利関係で弱者の乙に不利益や不快、不正行為を行う総称。
①犯罪収益の還収、全経連の解体、不法財閥総帥の処罰強化などで不正腐敗と政経癒着根絶
②集中投票制、電子投票制、多重代表訴訟制、監査委員全員分離選出および大株主と特殊関係人の議
決権制限、労働者推薦理事の導入、年金・基金の議決権行使指針を法制化など支配構造改善
③循環出資解消、持株会社の要件強化、出資総額制限制の再導入、企業分割命令制と系列分離命令制
導入
④保険会社資産運用比率の算定基準を取得加額から時価に変更、系列会社の株式・債券保有限度基準
強化、銀行・保険会社の議決権限度を現行15%から5%まで下げ、金産分離の強化
※金産分離…金融資本と産業資本が相手業種を所有・支配することを禁止する原則
⑤下請法はもちろん、公正取引法上のすべての不公正行為に懲罰的損害賠償を適用、公取委の専属告
発権廃止
⑥集中的発注など不当な内部取引に対して贈与税強化、規制対象要件の引下げ、一般集団訴訟制、消
費者被害救済命令制、サインの禁止請求制の導入
4.4大発展戦略と地域均衡発展
①電気自動車・充電インフラ・エネルギー貯蔵装置(ESS)など未来産業分野、太陽光・風力・スマート
グリッドなど再生。エネルギー産業インフラ投資を画期的に拡大。 未来産業分野の研究開発(R&D)
に政府投資、支援
②製造業の再興戦略として、「先端製造業化」と「製造業のサービス化」戦略推進
③経済システムを財閥中心の垂直的企業結合中心から中小企業間の水平的ネットワーク経済に転換、
中小企業クラスターと草の根社会経済を構築
④南北間の経済協力強化協定(CEPA)推進、南北経済協力強化協定で新平和経済時代の開幕
⑤市郡区別の中小企業支援センター設立、地域金融活性化法制定、地方銀行がない広域市道に<道民銀
行>および<社会連帯銀行>設立(理事会に中小商工人、市道民、従業員持ち株組合など地域住民代表
の参与保障)
⑥広域上水道補給体系構築(地方の上水道普及率80%)、中小都市地域暖房および都市ガス供給基盤構築、
農漁村のマウル下水道拡充、面単位で下水処理場設置、農漁村地方道の歩行路確保
※マウル下水道…農漁村地域の水質汚染を初期段階で予防するために自然村単位で設置する下水道
として、1日の下水処理能力が50 m3以上500 m3未満の公共下水道。
5.家計負債対策や金融消費者保護
①利子制限法と貸付業法の最高利子率20%引下げ、利子総額が元金を超えないよう利子制限法改正、消
滅時效成立債券などの売却および復活禁止の法制化、住宅担保融資の有限責任融資化
②債務者に連帯保証要求行為禁止。 非営利法人、社会的企業を債務者代理人に選任許容
③個人ワークアウトと国民幸福基金の債務調整減免率拡大、事故または疾患、死亡により労働力を喪
失し、債務返済能力を失った場合、残余債務の全額免除または一部免除
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※個人ワークアウト…個人が裁判所に破産申請を出す前に債務を一部帳消しにするなどし、満期を
延長し、個人に信用回復の機会を与える制度
④個人回生返済期間を原則的に最大3年に短縮(総返済額が清算価値より少ない場合には最大5年)、
破産手続きに中止命令制導入、差押禁止生計費の増額、免責対象債権範囲および免除財産額拡大
⑤金融機関延滞者の信用相談案内義務、金融消費者保護法制定、金融消費者保護機構の利益相反防止
⑥金融通貨委員会の機関推薦制廃止、同委員会を含め政府の金融関連各種委員会、理事会などに労働
者と市民(金融消費者)を代弁できる専門家2人以上を含む
⑦韓国銀行・預金保険公社が金融監督院に共同調査を要求したが、2ヵ月以内の未履行単独調査を許可
■履行期間
任期中（2017～2022年）
■財政調達案
租税改革は他の公約の実施のための財源調達案である
公約順位：4 題目：雇用が安定し、差別がない社会実現
公約分野：労働・女性（1）
■目標
非正規職の正規職化、雇用の安定および所得不平等の解消、労働基本権の保障
労使関係改革、労働時間の短縮と労働環境の改善、良質な雇用拡大
■履行方法
1.非正規職の正規職化および差別解消
①非正規職<使用事由制限>で、期間制・社内下請け・派遣制など全ての非正規職の採用禁止。 常時・
持続業務は正社員として全て雇用
②無分別な間接雇用の規制。 不法派遣の根絶と外注化、請負化の禁止、間接雇用に対する元請の雇用
主性を認め法的責任を負わす団体交渉の義務化
③公共機関と大手企業から直ちに正規職に転換するが、中小企業は段階的に施行し、正規職転換に対
する支援拡大
④同一労働同一賃金を実現するため、業種別賃金算定ガイドラインを設定し、非正規職の賃金差別を
禁止して適正賃金の保障
⑤特殊雇用職労働者の労働者性認定、4大保険の適用はもちろん労働3権の保障。無資本所有者の変則
的事業者登録禁止など特殊雇用制限
※特殊雇用職…労働契約ではなく委任契約や請負契約で生活する個人事業者形態の労働
2.雇用の安定および所得不平等解消
①労働基準法上、経営上解雇要件の強化、低能力者解雇指針の廃棄、非自発的解雇禁止、解雇前不当
な人事命令無効化、<情熱ペイ>など不安定雇用や低賃金を強要する労働搾取の厳重処罰
②業種別賃金算定ガイドライン、賃金ピーク制と成果給制指針の廃棄、就業規則に<労使共同決定制>
導入
③2020年まで最低賃金万ウォンの実現、世帯生計費込みで最低賃金設定基準の合理化、最低賃金違反
事業主の取締りおよび処罰の強化
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④高位役員最高賃金法(民間は最低賃金30倍以内、公共は最低賃金10倍以内)導入、元請-下請間の超過
利益共有制を通じて下請・協力会社の労働者賃金引上げに使用
⑤長期間労働搾取の手段になっている包括賃金制の禁止、事業主の便宜のため強要される労働時間と
休日勤労および賃金支払方式無効の明示
⑥性別賃金格差の解消のための性別雇用・賃金実態の公示制導入
⑦最低賃金違反を含む、未払い賃金を政府が先に支給後、求償権請求
悪性未払い業者懲罰的損害賠償
3.労働基本権保障および労使関係改革
①憲法に労働価値の尊重を明文化、労働基準法を1人以上の全ての事業場に適用、ILO(国際労働機関)
の核心協約の批准および関連法の改定、教師・教授・公務員の労働基本権保障、政治活動の保障
②特殊職雇用者の労働者性など労働3権保障、間接雇用の元請け雇用者性認定と交渉権の保障、ストラ
イキを無力化させる各種措置(損害賠償仮差押、業務妨害、職場閉鎖、代替人材、不当労働行為)に
対する是正
③移住労働者雇用許可制の廃止、労働ビザの導入、小中高校の教科に労働人権教育を正規教科課程と
して編成、勤労監督官を2千人に増員、地方政府に常設労働専担部署設置
④労働組合設立申告書の返還禁止、産別交渉義務化、団体協約の効力拡張、労働理事制導入
4.労働時間短縮および労働環境改善
①法廷勤労時間の週40時間労働と1週(7日)12時間と制限している延長労働(休日含む)に関する労働基
準法を遵守(労働部の不法的行政指針廃棄)。労働基準法を1人以上の事業場に全面拡大適用
②年1,800時間労働時間上限制、段階的に週35時間労働制を推進し、仕事の分かち合い(ジョブ・シェ
アリング)と健康で休息のある生活保障
③5時の退勤法(9-5時)の導入、退社後および休日の業務指示制限、国慶日と休日の有給休日化など年
間30日以上有給休暇を保障
④<職場内いじめ防止法>制定、職場内の持続的な嫌がらせを産業災害に認定、関連者の処罰、予防教
育の実施義務化、加害者に対する損害賠償と加害者擁護使用者に対する処罰明示
⑤感情労働保護法の制定、事業場内の感情労働の予防教育義務化、感情労働による精神疾患や自殺
事故の労災認定
※感情労働…労働者たちが自分の思いをそのまま表現できず、顧客の状態と組織が期待しているこ
とによって、わざと感情を表現する労働を意味する。 コールセンターや営業職、接客など主にサ
ービス産業で顧客に直接対応しなければならない職群が、ほとんどここに属する。
⑥中小零細事業所など、すべての労働者に産業安全保健法の適用、生命・安全業務の外注化や非正規
職の使用禁止、下請け会社の労災に対する元請・発注先の責任強化、事業場の監視と労災認定基準
関連に労働者参与
5.公共部門など良い雇用の拡大
①労働時間の短縮で50万件の雇用創出。青年雇用割当制(公共機関3→5%拡大、300人以上の大手企業
5%)で24万件の質のよい青年雇用創出
②看護・保育・教育・消防など安全業務、療養など社会サービスおよび公共部門の雇用100万件(創出
および質転換)
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③特殊雇用労働者の労働権保障など非正規職の正規職化で質の悪い仕事を質の良い雇用に転換
④電気自動車など未来産業分野、太陽光など再生エネルギー産業分野、生命農業分野など4次産業雇用
創出
■履行期間
任期中(2017~2022年)
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉を増税(租税公約参照)
公約順位：5 題目：情勢が健康で幸せな性平等社会の実現
公約分野：労働・女性（2）
■目標
仕事と生活の均衡実現、女性の基本権保護、差別・暴力のない性平等社会実現
■履行方法
1.「スーパーウーマン防止法」で業務・生活の均衡

実現と女性キャリア断絶の防止

①出産前後休暇(現行90日→120日)、配偶者出産休暇制の期間拡大(現行の5日→30日)
②育児休職給与の現実化(現行50万ウォン～100万ウォン→80万ウォン～150万ウォン/通常賃金の40→
60%に引上げる)、期間拡大(現行12ヵ月→16ヵ月に、育児休職中父、母3ヵ月ずつ割り当て)
③育児期労働時間短縮制最大3年まで分割使用
④<自動育児休職制度の法制化>に社内空気を読まない育児・世話実現、職場の文化を変える
⑤共働きの母親・父親の勤務時間を調整する時差通勤制など、柔軟勤務制拡大、制度化
⑥中小企業、代替人員支援のための<世話支援人材センター>導入
⑦仕事・家庭両立関連法の管理監督強化、家族親和認定企業にインセンティブ拡大
⑧家族の世話の休暇制度新設と家族の世話休職の実効性確保
2.差別のない雇用と質の良い雇用保障
①性別賃金格差の解消のため、性別雇用・賃金実態の公示制導入、女性雇用基準に達しない企業のペ
ナルティ強化
②社会サービス公団の設置、保育、療養など社会サービス従事者の賃金引上げと手当の現実化
③感情労働に対する事業場内の予防措置、人格的な労働文化の形成、労働者保護義務の法制化
3.シングルマザー・障害・移住・性少数者・農民・北朝鮮の女性などに適合型支援強化
①シングルマザーの妊娠-出産-産後養生-育児-求職の総合支援体系づくり、養育費の
履行強制条項強化
②障害者女性の自立生活基盤づくり、障害者女性の母性権と健康権の保障など医療体系確立
③暴力・人身売買・性売買被害から保護されるように国連人種差別撤廃委員会と女性差別撤廃委員会
の勧告の受け入れ、移住女性の滞在権の保障、就職移住女性の労働人権保障、すべての移住労働者
とその家族の権利保護に関する国際協約批准
④公共機関および一定規模以上の民間企業に性平等・人権教育義務化、同伴者登録法の制定で多様な
家族構成権の保障
4.差別・暴力のない安全社会実現
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①包括的嫌悪表現、性差別に対する規制および差別禁止法の制定
②新型3大暴力に対する対応強化(韓国型・クレア法導入でデート暴力への対応強化、ストーキング犯
罪処罰特例法の制定、デジタル性犯罪への対応強化のための性的暴力防止総合対策樹立、女性暴力
防止の基本法制定)
③女性安心住居環境に改善するため、小型賃貸住宅の賃貸事業者が犯罪予防環境設計施設の新設時、
補助金支援および税制の恩恵付与、女性ホーム防犯サービスに対する国庫支援拡大、女性安心住宅
拡大
5.健康権増進と女性の体に対する自己決定権の強化
①容姿至上主義の慣行改善のため、過度な美容整形産業の規制、女性人権侵害性広告規制
②刑法上の堕胎罪廃止、社会経済的事由による妊娠中絶許可
③低所得層の青少年に生理用ナプキン支援、女性の健康総合プログラム構築および公共医療機関の
役割強化
6.女性代表性の強化と性平等社会実現
①男女同数制実現のためのロードマップ提示、政党名簿比例制の拡大を通じて女性の代表性強化
②積極的雇用改善措置で、公企業・公共部門の高位職女性参与拡大および民間企業の管理職
女性割当制の制度化
③性平等な観点での憲法改正。憲法に男女同等権の明文化
④女性家族部を性平等部に転換
■履行期間
任期中(2017～2022年)
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉増税(租税公約参照)
公約順位：6 題目：農漁民・中小商工人保護と庶民住居の安定
公約分野：農林海洋水産・産業資源・建設交通
■目標
持続可能な農漁業に転換、中小企業と中小商工人保護
庶民住居の安定と交通公共性の強化
■履行方法
1.持続可能な農漁業
①環境にやさしい農畜産物の直払い金1ha当たり年300万ウォン支給、遺伝子組換え食品(GMO)の商業的
開発禁止、遺伝子組換え食品(GMO)原料の使用表示義務化、放射能農産物輸入禁止
②地域食品受給システムづくり、エコ帰農帰村支援、村農業共同体生産・加工・流通支援、食品安全
管理体系を農林部に一元化
③コメからエコに段階的全面転換、主要農畜産物の食料自給を基礎農畜産物指定、段階別食料自給率
目標値法定化、国家収売公共備蓄拡大、非農民の所有農地に対する処分命令制強化
④45歳以下の青年就業農月100万ウォンずつ定着支援金最大5年間支給、FTA再交渉時農業部門是正、対
北朝鮮コメ支援と南北農業協力委員会再稼動

65

⑤65歳未満の農民に農民基本所得月20万ウォン支給。田と畑の固定直払い金を1ha当たり年150万ウォ
ン、80万ウォン支給。直払い金ピーク制を導入して3ha以上から逆累進制適用、直払金農家所得30%
以上
⑥農民・消費者・政府が参与する農・消・政委員会と農業会議所設立、農協中央会長を組合長直選制
選出、品目別組合連合会を中心に経済事業展開、村共同体企業支援
⑦すべての女性農民をすべて農業経営人として登録し、農民基本所得や直払い金50%などを直接支給、
女性農民特化事業として所得創出支援
⑧農漁村教育支援特別法の制定、農漁村革新小学校の運営、中・高等学校に公立寮を設置、独居老人
共同居住地域共同生活住宅の普及、農繁期の村共同給食支援
⑨群別応急医療拠点病院を指定、農漁村救急医療サービス体制を構築、農夫症に対する専門的治療と
ともに健康保険の支援拡大
⑩老朽沿近海漁船の機関交代支援、漁業用救命胴衣開発普及、南北共同魚路区域合意の履行および
中国違法操業の共同対応、魚類資源保護
2.中小企業と中小商工人保護
①中小商工人部の新設、伝統餅・パン・キムチ・スンデなど小商工人の生計型業種や品目を固有業種
に指定など、現在74個の適合業種・品目を固有業種へと転換し、業種品目拡大
②下請法の購買強要、不当決済請求行為と公正取引法上のすべての不公正行為対して懲罰的損害賠償
の拡大適用、不公正行為に対する公正委員会の専属告発権廃止、集団訴訟制導入
③下請けおよび協力会社企業-元請、代理店主-本社、加盟店主-加盟本部が対等な立場で交渉できるよ
う集団的交渉制度の導入・強化、大企業と協力会社(下請)の間に超過利益共有制実施
④計画段階から複合ショッピングモール・大型マート規制、大型マート義務休日制を月4回に拡大、
<街中商店街支援センター>設置、<街中商店街商品券>発行、福祉ポイント20%を地域商品券で支給
⑤請託禁止法(金英蘭法)による園芸業に対して公共調達を拡大し、飲食業など被害が大きかった小商
工人に対して擬制買入れ税額控除拡大
※請託禁止法…不 正 請 託 及 び 金 品 等 の 収 受 禁 止 に 関 す る 法 律
⑥小商工人カード手数料1%上限制、専用公共雪斎上人代行業体の構築、政策資金の融資据え置き期間
延長、黄色い傘控除会加盟支援、国民年金と雇用保険 保険料支援、健康保険料賦課体系を所得中心
に再編
※黄色い傘控除…小企業と小商工人が毎月一定額を積み立て、廃業・疾病、
・死亡・退任し・老齢の
際、生活安定と事業再起を図ることができるよう、自立を支援するための退職金調達制度
⑦賃貸借契約更新要求権10年に延長、賃貸料引上げ率を物価上昇率の2倍以内に制限、都市再生事業に
<商店賃貸借影響評価>導入、商店街賃貸借盆栽分財調整委員会設置
3.庶民住居の安定および交通公共性強化
①年間15万戸以上<半額賃貸住宅>供給、長期公共賃貸住宅の割合12%確保、国民年金基金の活用拡大
②住居給与対象を中位所得60%に拡大し、215万世帯に住居給与として月平均20万ウォン支給
③1人世帯適用型小型賃貸住宅拡大、社会住宅供給特別法制定、大学生の住居手当て月20万ウォン支給、
寮の受け入れ率30%以上義務化
④消費者物価上昇率連動のチョンセ家賃上限制導入、契約期間3年、契約更新請求権1回を保障で6年居
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住保障、賃貸借契約の際、賃貸人のチョンセ保証保険の加入を義務化
※チョンセ…一定の金額を支払い、不動産を一定期間借りる制度。退去する際、賃借人は支払った
金額を返してもらい、賃貸人は別途家賃を徴収しない。
⑤賃貸借登録制の義務化、自治体公正賃貸料委員会が、既存の賃貸料および物価指数などを考慮し、
公正賃貸料の算定・公示、分譲価格上限制の拡大、標準建築費の導入、後分譲制(公正80%)の導入
⑥保有税課表算定の実取引価格に反映率の引上げ、多住宅者向けのチョンセ所得課税対象の拡大、家
賃所得分離課税廃止、再開発・再建築の開発利益50%返還
⑦建設労働者の適正賃金制導入、直接施工制を公共工事全体に拡大し、最少75%直接施工義務化
⑧高齢者無償交通をバスまで拡大し、65歳以上の高齢者に国家保障無償交通カード支給、農漁村・島
地域公共タクシーを導入して支援
⑨民営化された水西(スソ)発韓国高速鉄道(KTX)路線とKORAILの再統合など、鉄道の公共性および効率
性の強化、バス完全公営制の導入および大衆交通安全運行要件設置や規制強化
■履行期間
任期中(2017～2022年)
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉増税(租税公約参照)
公約順位：7 題目：保育、医療、老後の安心福祉実現
公約分野：保健福祉
■目標
ゆりかごから墓場まで責任を取る正義の福祉国家実現
■履行方法
1.保育「国公立保育所の拡大と民間保育園の公共性強化で安心保育実現」
①働くママを保護するスーパーウーマン防止法(出産休暇1ヵ月や育児休職3ヵ月夫婦割当制、育児休職
給与150万ウォン引上げおよび16ヵ月の保障、自動育児休職制、柔軟勤務制導入など)
②26万人の待機者解消など国公立拡大。 併設幼稚園の拡大、地域統合型職場内保育所拡大
③教師の処遇を国公立水準に引上げ、エコリフォームの支援、保育拠点センターで民間の公共性強化
④弾力保育(超過保育)の廃止および保育教師の拡大で超過受入れ教室の防止、優秀な教師養成システ
ム導入
⑤協同組合保育園への支援拡大、共同育児支援センターに創意的かつ多様な共同育児の活性化
⑥保育119緊急出動、邑・面・洞ごとに保育専担公務員配置で児童虐待防止
⑦保育園の運営費直接交付で追加経費(特別活動費・入学金など)がない本当の無償保育実現
2.医療「先進国水準の健康国家実現」
①健康保険の保障性80%(入院診療費90%、0～15歳100%)、年間100万ウォン病院費の上限制
‐非給付制度の廃止、健康保険の給与ネガティブ方式(美容目的の整形などだけ排除)
②傷病手当の導入、安全な新医療技術-薬剤給付化、支払制度改編で適正報酬保障
③健康保険料賦課体系を所得中心に改革、民間医療保険規制強化
④中位所得50%まで医療給付拡大、下位15%世帯保険料支援
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⑤健康保険の対象市民(未登録滞在者など)拡大、障害者適合型医療支援、先進長期療養の構築
⑥参与型全国民の主治医制(協働組合型・自発的登録主治医など)、児童歯医者制導入
⑦医院は1次医療と専門クリニックに、中小病院は地域拠点・専門・療養リハビリ病院などに転換
⑧洞ごと健康増進センター設置、邑面保健支所の強化、市郡区・市道公共医療福祉のハブ構築(市郡区
地域拠点病院-リハビリ病院-療養施設/市道「国立大学病院-地方医療院」をまとめた特殊法人)
⑨経済協力開発機構(OECD)水準保健医療人材の拡大、公衆保健人員拡充(正規職)、包括看護サービス
全面提供
⑩訪問産後養生、WHO健康増進学校、労災のない健康・安全な職場、高血圧など慢性疾患管理の強化
⑪国民健康部や疾病管理庁・安全保健庁の新設、首相室傘下の国民健康不平等解消委員会設置
⑫労災保険の死角地帯解消(特殊雇用・海外派遣・農民・自営業者/中小企業の認許可時、加入強制)
⑬通勤災害の労災適用、職業病認定基準の拡大、医師直接労災請求、差等保険料率制度の改善
3.老後「誰しも尊厳な老後保障」
①すべての高齢者に月30万ウォンの基礎年金支給、国民年金の加入期間差別支給方式の廃止
②国民年金所得代替率50%に引上げ、養育クレジット導入など死角地帯の解消、国家支給法明示
③引退者協同組合など高齢者雇用拡大と高齢親和的事業場構築、勤務条件の多様化
④文化活動参加、経綸を活用した社会貢献活動の開発、世代間の連帯のためのボランティアバウチャ
ー導入
⑤生活の場を守るよう住居環境改善(公共シルバー賃貸マンション、長期療養住居支援手当の新設等)
⑥普遍的な訪問保健拡大、長期療養対象と国公立の拡大、訪問リハビリ給付の新設、小規模施設拡大
⑦高齢者差別禁止および虐待予防総合対策づくり
⑧尊厳の死を迎えるための地域社会プログラム(病院、生涯教育機関など)対策用意
⑨善良な葬儀場(公共病院半額)、標準葬儀費用の導入で半額葬儀費の実現
4.基本福祉「福祉死角地帯の解消と、生涯周期別の社会サービスの保障」
①公的年金だけで老後の生活保障(基礎年金100%支給、国民年金所得代替率50%引上げ)
②健康保険だけで病院費解決(病院費の悪因である非給付制度の廃止と病院費80%保障)
③質の高い長期療養で良いケア社会の実現
④雇用保険拡大と失業扶助の導入で全国民の雇用安全網の実現
⑤労災保険の死角地帯解消で、全国民産業災害安全網の保障
⑥「トゥルヌリ社会保険2」で小商工人・地域加入者に社会保険料支援
⑦すべての児童に月10万ウォン子ども手当支給
⑧3代(生計・医療・住居)給付の扶養義務者基準の全面廃止により貧困の死角地帯解消
⑨ゆりかごから墓場まで生涯周期別社会サービスの拡大(乳幼児健康、保育、長期療養、障害者活動補
助サービス拡大や質強化)
⑩社会サービス公団の設置で、質の高い社会サービスの提供、社会サービス従事者の処遇改善
⑪先進国水準で、福祉人員拡大および自治福祉強化
⑫社会福祉税新設で福祉財政の拡充、責任福祉の実現
⑬労働福祉部の新設および労働福祉部首相制の実施、福祉国家大転換委員会設置
■履行期間
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任期中(2017～2022年)
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉増税(租税公約参照)
公約順位：8 題目：人中心の教育革命と科学技術・情報通信
公約分野：教育・科学技術情報通信
■目標
生きている教育で教育革命推進、
人中心の科学技術政策革新、通信費は引下げ、情報人権は保護
■履行方法
1.生きている教育で教育革命推進
①幼児教育・保育統合で幼児3年の公教育化(教育部)および学制含め、ヌリ過程の国庫支援および支援
方式の改善
②小6、中2、高1から1クラス20人責任学年、経済協力開発機構(OECD)上位水準で1クラスの生徒数縮小
小さな学校の再生
③学習総合クリニックセンターを2倍に拡大、国家水準学業成就度評価、学校別教師別の診断評価シス
テムに転換、教育福祉優先支援事業の充実と拡大、非正常な先行学習の制限
④一般高校無学年制(選択科目中心)、隣の学校のいい授業を聞く教育課程クラスターの拡大、教育学
習経費追加、国際中学校を一般中学校に自私高・外国語高校や国際高校は一般高校に転換し、特殊
目的高校選抜時期を後期に調整
⑤職業系高校、高卒就職奨励金支援、職業系高校2倍、学歴学閥差別禁止法の制定
⑥高等学校無償教育、小・中学校無償給食の国庫支援、ローカルフードの好循環システム構築
⑦教育公務職法の制定、学校非正規職の差別解消および処遇改善
⑧市民教育3種セットと労働人権教育、市道教育庁および地域教育庁にアルバイト申告センター設置
⑨国定歴史教科書の廃棄、2019年から新しい検定歴史教科書、内容関連歴史教育課程の改正、国政・
検定・認定・自由発行などの教科書区分を法律で規定
⑩老朽学校の改善、グリーンスクール事業、教育環境改善の特別会計を設置し、アスベスト除去、耐
震補強、環境にやさしい運動場、学生化粧室、冷暖房機などの支援、アトピー・喘息に安心学校
⑪犯罪予防環境設計適用学校、家庭型のWeeセンター、Weeスクールの拡大、専門相談教師および学校
社会福祉士の拡充、調和プログラムの拡大、サイバー暴力予防プログラムの充実化
⑫修能の絶対評価、中学校の内申書の絶対評価、公平機会大学入試選考の拡大(11%→22%)、主要大学
の選んだ機会と地域均衡合計50%/選考類型を、修能・学生簿教科・学生簿総合の3つに簡素化
⑬国公立大学の授業料ゼロ、私立大学は金額上限標準登録金ゼロ、授業料半額。高等教育財政交付金
法の制定、学資金融資金利1%以下、大学院生も就職後に返済、卒業25年後に返済免責
⑭国立大学育成、大学ネットワーク3段階、大学構造改革の見直し、新しい講師法など時間講師の処遇
および制度改善。専門大を高等職業教育および生涯職業教育中心機関に
⑮国立大学総長直選制の自律主実施、小中高校の内部型校長公募制の拡大、小中高自治機構と行政室
法制化、私立学校法改正、市・郡・区単位の地域教育長直選制、教育未来委員会の新設
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⑯教員と公務員の労働基本権・政治基本権の保障、成果給を能力開発の手当てとして転換、セウォル
号惨事の期間制先生の殉職を認定、満18歳選挙権(教育監選挙は満16歳)
2.人中心の科学技術政策革新
①科学技術界従事者たちの実質的参与と政策反映が保障される国家科学技術委員会の構成、基礎・源
泉研究開発(R&D)の割合拡大、自由公募型・上向式研究費の割合拡大、国科委傘下に戦略・政策・規
制特委設置
②政府出 捐 研究所の出 捐 金の包括予算転換、研究者人件費100%保障、企業研究開発(R&D)の実行時に
人件費を除外した直接費だけを要求、民間出身の理事長および研究者出身労働理事1人
③R&D評価専門人材の養成および海外専門家の参与、国家戦略源泉技術および核心部品の自立化、産学
研の専門家常設協議体設置
④政府出 捐 研究所の研究人材賃金ピーク制の撤回や定年65歳に再設定、女性科学技術人の政策研究、
在宅勤務など柔軟勤務制の拡大実施、女性・引退科学技術人支援センターの設立や青年研究員の拡
充、正規職と非正規職の賃金格差の縮小、大学・政府出 捐 研究所で産業安全保健委員会運営
⑤創造経済センターを中小企業支援センターに統合、広域別地域科学技術委員会の設立、地域特化大
学支援および地域企業体地域人材を優先的に採用
⑥常設研究倫理委員会の設置、不正処罰規定の強化、政府・民間・大学研究所の研究費管理の自体管
理体系確立、研究開発(R&D)不正非理申告センターのホームページ再開設
⑦AI・4次産業革命対応 大統領直属委員会の新設、AI専門人材を養成するため未来部・教育部・大学・
企業間の協業体系構築、融合教育(STEM)および人材養成プログラム開発および支援
⑧研究開発の税額控除を大手企業は半分に縮小、中小企業は二倍に拡大
⑨市郡区の<私たち町の科学センター>設置、広域市も国立大学に地域参与研究センター設置
3.通信費は引下げ、情報人権は保護
①データ2ギガ、音声電話・メール使いたい放題を保障する<普遍料金制>発売の義務化、公共財である
周波数の費用関連制度改善で料金引下げ、<通信費審議委員会>設置、端末機の高価格抑制(端末価格
のバブル除去)、節約フォンの競争力強化のためのインフラ支援および第4モバイル通信の導入
②大統領直属<知能情報社会諮問委員会>構成、規制フリーゾーン推進中断と財閥への特恵中心の情報
通信技術(ICT)振興政策の改善、グリーン経済・環境生態産業と4次産業革命の結合、<情報通信技術
(ICT)労働人権センター>設立
③個人情報保護規範の再確立、個人情報監督機構の独立性強化、個人情報流出事故集団訴訟制の導入
および懲罰的損害賠償制
④政府および公共機関の支援資料の全面無料開放などオープンアクセスの制度化、オープンソースソ
フトウェア使用拡大、アクティブエックス(ActiveX)など非標準技術をなくし、ウェブ標準導入
■履行期間
任期中(2017～2022年)
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉増税(租税公約参照)
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公約順位：9 題目：脱原発生態社会、公正な言論と文化国家に
公約分野：環境・文化観光
■目標
韓国脱原発2040の実現、国土の環境治癒および復元、動物権保障および動物福祉
言論の独立性と公正性の保障、文化芸術人活動の保障および支援
■履行方法
1.韓国脱原発2040実現
①2040年原発ゼロ実現。老朽原発の月城1号機、古里1号機の閉鎖、新規原発の白紙化、地震の危険に
露出された原子力発電所の安全性未確保の際、早期閉鎖など2040年まで原子力発電所すべて閉鎖
②OECD水準の電力需要管理で1000MW級原発15基分の削減、エネルギー正義税法の制定、エネルギー税
改編・産業用電気料金の正常化
③小型の再生エネルギー発電差額支援制度の導入、電力産業基盤造成基金で原子力と石炭火力などに
対しての支援の廃止などで再生エネルギーをOECD水準に拡大
④使用済み核燃料再処理禁止。 直接処分の原則、高レベル核廃棄物は使用済み核燃料総量を決定した
後、処理
⑤放射能汚染地域のすべての食品と飼料、鉱産物に対する輸入規制、放射能安全公共給食法の制定、
放射能基準値強化
⑥国家公共討論法の制定で国家公共の討論機関構成、共聴供覧制度と電子公聴会制度の強化、脱原発
エネルギー政策目標に対し、国民投票実施、エネルギー政策に複数のシナリオ提出義務化
⑦原子力安全委員会を大統領所属の原子力規制委員会に再編し、原発と関連施設周辺地域に原子力規
制委員会の設立、気候適応法の制定で気候変動脆弱階層の保護および関連対策樹立
2.国土の環境治癒および修復
①憲法に生命や自然の価値、持続可能な発展、生態福祉などの概念を含む。持続可能な発展法を制定
し、環境関連法整備。微小粒子状物質や気候正義税導入および環境有害補助金の改革
②生物多様性の確保のため、法定保護地域の拡大と生態系管理の強化、南北環境協力基盤の構築や生
物多様性協力体体系の構築、規制フリーゾーン法の中断および持続可能な土地利用政策樹立
③殺生物剤管理法の制定など生活化学製品、毒性物質管理の強化、脆弱階層の製品安全基準および管
理の強化、環境性疾患の予防および監視体系の構築
④世界保健機関水準に微小粒子状物質の管理。 交通エネルギー環境税を微小粒子状物質や気候正義税
に転換、呼吸器脆弱階層や国家産業団地など集中管理、東アジア環境協力事務局の設置
⑤4大河川再自然化特別法制定、親水区域活用に関する特別法の廃止。 4大河川の被害調査と復元委員
会の構成、4大河川の国政調査および聴聞会開催、4大河川の堰(せき)の全面開放および順次的に堰
の撤去
⑥水基本法制定、上水道民間委託または民間投資禁止、水道水価格全国一元化、漢江河口とセマング
ムの生態保全・復元、公共水域の管理予算拡大と企業責任原則の強化
3.動物権保障および動物福祉
①憲法に動物権明記、動物を物として扱うことができないよう民法改定、動物福祉法制定
②参与型公共動物医療保険の導入(適正医療費の算出)。動物火葬場の規制強化および火葬場新規設立
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時、公共動物火葬場並行の設立、動物福祉週間の新設、ペットの遊び場拡充、自治体遺棄動物保護
施設の拡大、ペット内臓型認識装置の義務化
③工場式畜産方式を持続可能な動物福祉農場に転換。監禁型飼育を段階的に禁止する10ヵ年計画の樹
立、畜産物の飼育環境表示制の全面的な導入、違法畜殺の禁止、自治体防疫専門人材の拡充
④動物園・水族館管理基準の強化、海洋哺乳類展示および飼育禁止、動物実験代替・減少・改善に向
けた最新試験法の採択、野生絶滅危機種の商業的利用の禁止など、展示動物・実験動物、野生動物
権利強化
⑤動物保護局設置、911(日本は119)のような動物救済ホットライン開設など、動物福祉行政体系構築
4.言論の独立性と公正性の保障
①言論の自由侵害の真相究明および放送の公正性・独立性などのためのメディア国民主権実現委員会
設置
②公営放送の取締役と社長の資格要件および欠格事由の強化、労・使同数が参加する編成委員会構成、
総合編成チャンネル審査項目と再承認基準の強化および特恵撤廃
③放送通信審議委員会廃止。 通信審議は、自主規制に転換など、表現の自由のための審議制度に改善
④視聴者委員会の機能強化および放送局の労・使同数委員の推薦、メディア教育活性化支援および統
合的メディア教育支援体系の構築、村メディア共同体活性化など視聴者参与および権利拡大
⑤EBS教育コンテンツの強化に適合型学習権の保障、EBS O2O(Online to Offline)生涯教育センターの
構築
5.文化芸術人の活動保障および支援
①支援事業の公正性の強化および公務員の違法行為処罰を強化するブラックリスト防止法制定
②文化芸術人の標準契約書開発、文化芸術人の労働基本権保障、公共部門の文化芸術労働者を正規
職化
③文化芸術人の緊急支援制度導入、文化芸術委員会の全面改革および文化芸術政策の地方分権化、政
府政策に文化影響評価の全面化、文化芸術の独立性強化および専門性の保障、過度な規制改善
④小中高校の芸体能教育活性化、地域文化芸術教育活性化、学校の芸術講師正規職化
⑤文化格差の解消、地域文化施設の公共性および専門性強化、地域内の遊休スペース活用、都市再生
事業に<商店賃貸借影響評価>の導入、自治体の無分別な国際大会招致規制
■履行期間
任期中(2017～2022年)
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉増税(租税公約参照)
公約順位：10 題目：児童、青年、障害者、少数者に希望を
公約分野：その他
■目標
大韓民国が、ヘル(hell)朝鮮人児童、青年、障害者、少数者に生きがいのある大韓民国を保障
※ヘル朝鮮…大韓民国の国籍を持って生きて行く大衆の自壊感と劣等感が突出している中、 若者らが韓
国は地獄のような国だとし、「ヘル(hell)朝鮮」という新造語を作り出した。

72

■履行方法
1.児童・青少年「みんなに公平な生涯初出発」
①すべての出産家庭に<妊婦・乳幼児の訪問健康管理(看護士訪問サービス)>提供
②フィンランド型マザーボックス(最高級の出産育児総合物品)で公平な生涯出発保障
③0～15歳の子どもの病院費(入院診療費)100%国家責任
④月10万ウォン児童手当の導入(世界90カ国で施行、児童の福祉権保障)
⑤児童虐待予防から事後措置まで総合対策でくり、スクールゾーンの充実と拡大
※スクールゾーン…幼稚園と小学校、塾周辺に設置した特別保護区域
⑥公共青少年機関・施設の拡充や青少年指導者の義務配置、文化芸術教育の活性化
⑦小中高校の労働人権教育と青少年のアルバイト権利保護
⑧選挙権年齢満18歳に引下げ、教育監選挙は満16歳に引下げ
2.青年「土のスプーンのない社会、支えになる強固な国家」
※土のスプーン…親の能力や形勢に余裕がない厳しい状況かつ、経済的な助力をまったく受けていない
子供を指す新造語。
①青年社会相続制の導入(相続・贈与税約5兆ウォンを20歳に社会的に持分給与として配当)
②兵士月給54万ウォン(最低賃金40%)、軍服務期間の6ヵ月に短縮(前方部隊の職業軍人として徴収後方
支援部隊で勤務)、入隊予約制(18歳の時予約可能)、師団級部隊別の募兵制実施
③国立大学授業料無償、私立大学は金額上限授業料として本当の半額授業料、入学金廃止
④学資金融資制の改善(金利1%以下、大学院生も就職後に返済融資の適用、卒業後25年が経過する時免
責、35歳未満の個人回生返済期間を最大1年に短縮、破産宣告時、全ての学資金免責)
⑤情熱ペイ根絶(インターン制度の廃止、試用期間の労働者最低賃金100%保障)
⑥青年雇用割当制の拡大実施(公共機関3→5%に拡大、300人以上の大手企業5%の導入)
⑦現代版蔭 敍 制の根絶(公企業への就職特恵の根絶、私立学校・財団の親戚就職特恵の制限、青年雇用
割当時、女性・高卒以下・専門大・地方大学を割り当てる機会均衡の採用制の導入、標準履歴書の
導入)
※蔭 敍 …高麗ㆍ朝鮮時代に、功臣や元ㆍ現職高官の子息を過去に基づくことなく官吏として採用し
ていたこと
⑧青年失業扶助(15～35歳のうち、雇用保険未特恵失業者、最低賃金50%支給)の導入、雇用保険の拡大
(自発的失業者、初段時間労働者などを含め、失業給与条件の緩和、受給期間延長)
⑨1人世帯の適用型住居(1人世帯住居小型賃貸住宅、ソウル市型長期安心住宅など導入の際、青年に30%
割当、社会住宅の活性化、1人世帯住居金融支援)、大学生の適用型住居(寮未割当対象に月20万ウォ
ン大学生住居手当、寮の受け入れ率30%以上義務化)
3.障害者「施設ではなく地域社会での自立生活保障」
①脱施設-自立生活総合政策樹立およびOECD平均の障害者平均予算の確保(自立定着金拡大、体験ホー
ム・自立住宅など初期支援体系づくり、国会特別委員会の設置、障害人脱施設・自立生活保障5ヵ年
計画の樹立とOECD平均水準の障害者予算確保)
②障害者等級制の廃止および障害者権利保障法(仮称)制定、重度障害者24時間活動補助サービス導入、
活動補助人の賃金引上げなど待遇改善、自立生活センター運営費の現実化
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③障害者最低賃金の適用、公共機関の義務雇用率5%上方および義務雇用制改編、障害親和公企業の設
立など障害者労働権の保障
④障害者移動権、教育権、住居権(ノンステップバス100%および広域支援センターの設置、自動運転装
置や車両開発、特殊教員の拡大および正規職化、生涯教育施設の拡大、障害者住宅改造事業拡大)
⑤障害者情報アクセス権および健康権(マルチメディア著作物のアクセス権保障、補完代替コミュニケ
ーション制度化、映画館・劇場・観光地の便宜施設保障、障害者補助器具の健康保険拡大、障害者
歯科主治医の導入)
⑥障害女性総合支援(障害者政策に成人知的観点の適用、義務雇用制の性別インセンティブの拡大、妊
娠・出産・養育のサービス支援制度づくり、障害者の女性専担産婦人科の指定および支援、障害者
女性性暴力や家庭内暴力の支援強化)
⑦発達障害者・精神障害者などに対する実質的人権の保障(障害者差別禁止法に発達障害者と精神障害
者に対する差別禁止の追加、UN障害者権利協約選択議定書批准、発達障害者適合型雇用支援および
昼間活動支援拡大、障害者家族支援と発達障害者信託サービス、精神障害者強制入院制度の改善と
権利擁護システムの樹立、施設障害者の居所投票制制限など参政権の保障)
4.少数者「みんなの人権が尊重される国」
①包括的方式の差別禁止法の制定
②同伴者登録法制定(同居老人、同性カップル、異性カップル、障害人共同体、非血縁共同体など、非
結婚家族にも家族の権利を保障)
③公共機関の人権教育強化、国家人権委員会に人権教育院の設置、市民社会の人権委員推薦
④性的少数者の差別禁止(HIV感染者の人権保護、性別変更条件の緩和および治療支援、性的少数者を
差別する軍刑法改訂)
⑤社会的弱者および少数者などに対する大衆媒体の差別助長広告規制/社会的弱者を対象にした嫌悪
犯罪処罰強化/雇用許可制の人権侵害要因の排除
任期中(2017～2022年)
■財政調達案
社会福祉税導入、法人税引上げなど福祉増税(租税公約参照)
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