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한국과 일본은 인구 감소•고령화라는 공통의 문제에 직면하고 있다. 양국 모두 연금이나 의료 등 사회보장제도를 비롯하여
현행의 경제사회제도는 순조로운 인구 증가를 전제로 하고 있다. 그래서 현 경제사회의 틀이 인구동태(動態)의 압력에
어디까지 견디느냐가 중요한 과제가 된다. 사람들이 풍요로운 생활을 계속 유지해 나가려면 어떤 변혁이 요구되는 것 일까?
이번 서울 아카데미아에서는 한일 양국의 사회적•문화적 배경의 차이를 바탕으로 우리가 인구 감소•고령화에
어떻게 맞서야 하느냐는 문제를 여러모로 비교 검토한다.

일시

2013년 9월 12일（목）

장소

개회(14:00) ※ 13시부터 입장 가능 폐회(17:30)

참가

한국프레스센터 20층 국제회의장
주소지 : 서울시 중구 태평로 1가(서울시청 옆)

선착순 300명(무료)
마감일 : 2013년 9월 6일(금) 자정까지

※ 이름 / 소속 / 연락처를 작성한 후, 온라인 신청(또는 E-mail / Tel / Fax) 해 주시기 바랍니다.

프로그램

개회인사

•야마우치 스스무(山内 進) 히토츠바시대학 총장

축

사

•벳쇼 코로(別所 浩郎) 재대한민국일본대사관 특명전권대사
•오연천 서울대학교 총장

대학소개

•오가와 에이지(小川 英治) 히토츠바시대학 이사, 부총장

기조강연

•오시오 다카시(小塩 隆士) 히토츠바시대학 경제연구소 교수
“인구 감소  고령화의 영향과 정책대응‟

패널토론
사회
•오가와 에이지(小川 英治) 히토츠바시대학 이사, 부총장

패널리스트

•오시오 타카시(小塩 隆士) 히토츠바시대학 경제연구소 교수
•가네코 요시히로(金子 能宏) 국립사회보장  인구문제연구소
사회보장기초이론연구부장
•안상훈 서울대학교 사회복지학과 교수

종합사회
•권용석 히토츠바시대학 대학원 법학연구과 부교수
※당일은 일본어-한국어 동시통역을 실시합니다.

신청 · 문의처
한국어
히토츠바시대학 서울아카데미아 사무국
Tel : 02-6911-6560
Fax : 02-6911-6599
E-mail : academia @ jungle.co.kr

히토츠바시대학 서울아카데미아

검색

일본어
一橋大学 総務部 研究 · 社会連携課
Tel : +81-42-580-8058
Fax : +81-42-580-8050
E-mail : res-sr.g @ dm.hit-u.ac.jp

（한국어） http://www.hit-u.ac.jp/kor/news/20130710.html
（일본어） http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2013/0710.html
（영 어） http://www.hit-u.ac.jp/eng/news/2013/0710.html
온라인 신청 : http://acadmemia.jungle.co.kr

주최 국립대학법인 히토츠바시대학
후원 주한일본대사관 / (사)한일경제협회 / (재)한일산업 · 기술협력재단 / SEOUL JAPAN CLUB (SJC) / 한국 총동창회 / 여수회 서울 지부
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シンポジウム

人口減少・高齢化に
どう立ち向かうか
韓国と日本は、人口減少・高齢化という共通の問題に直面している。両国とも、年金や医療など社会保障制度を
始めとして、現行の経済社会制度は順調な人口増加を前提として出来上がっている。そのため、現在の経済社会
の枠組みが人口動態の圧力にどこまで耐えられるかが大きな課題となっている。人々が豊かな生活を送り続ける
ためには、どのような変革が求められるのだろうか。今回のソウルアカデミアでは、日韓両国の社会的・文化的
背景の違いも踏まえながら、私たちが人口減少・高齢化にどう立ち向かうべきかという問題を、さまざまな角度
から比較検討する。

日 時

（木）
2013年 9月 12日
14：00開演（13：00開場）17：30閉会

ご参加

会 場

韓国プレスセンター20階 国際会議場
所在地：ソウル特別市中区太平路1街（ソウル市庁隣）

無料・先着 300名
2013年 9月 6日
（金）までに氏名・所属・連絡先を明記の上、
E-mail、電話、ＦＡＸのいずれかにてお申し込みください。

プログラム

開会挨拶

・山内 進 一橋大学長

祝辞

・別所 浩郎 在大韓民国日本国大使館 特命全権大使
・オ・ヨンチョン ソウル大学長

大学紹介

・ 小川 英治 一橋大学理事・副学長

基調講演

・ 小塩 隆士 一橋大学経済研究所教授
「人口減少・高齢化の影響と政策対応」

パネル・ディスカッション

・司
会 小川 英治 一橋大学理事・副学長
・パネリスト 小塩 隆士 一橋大学経済研究所教授
金子 能宏 国立社会保障・人口問題研究所
社会保障基礎理論研究部長
アン・サンフン
ソウル大学社会福祉学科教授
・総 合 司 会 クォン・ヨンソク
一橋大学大学院法学研究科准教授
※当日は、日本語－韓国語の同時通訳を行います。

お申し込み・お問い合わせ先
韓国語
一橋大学ソウルアカデミア事務局
Tel : +82- 2-6911-6560
Fax : +82-2-6911-6599
E-mail : academia @ jungle.co.kr

一橋大学ソウルアカデミア

検索

日本語
一橋大学 総務部 研究・社会連携課
Tel : 042-580-8058
Fax : 042-580-8050
E-mail : res-sr.g @ dm.hit-u.ac.jp

（日本語） http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2013/0710.html
（英 語） http://www.hit-u.ac.jp/eng/news/2013/0710.html
（韓国語） http://www.hit-u.ac.jp/kor/news/20130710.html
オンライン 申し込み : http://acadmemia.jungle.co.kr（韓国語限定）

主催 国立大学法人一橋大学
後援 在大韓民国日本国大使館 / (社)韓日経済協会 / (財)韓日産業・技術協力財団 / ソウルジャパンクラブ(SJC) / 韓国総同窓会 / 如水会ソウル支部

