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アンニョンハシムニカ（こんにちは） 
日本の高齢社会をよくする女性の会、そして韓国社会福祉法人共生福祉財団と韓国女

性開発院がともに協力し「第9回国際社会福祉セミナー、長期老人療養保護に関する韓

日比較セミナー」が開催されますことはたいへん嬉しく思います。 
今回のセミナーは、高齢社会が急速に進行している韓国と日本が、お互いの情報と経

験を交換することのできる非常に意義深い機会でもあります。このセミナーのためにわ

が隣国の日本から来られたみなさまをこころから歓迎いたします。特に主題講演をして

くださる樋口恵子代表、討論をしてくださる沖藤典子理事、袖井孝子理事、堤修三教授、

冨安兆子代表に感謝申し上げます。そして韓国側の発表者の卞化順首席研究員、牟宣憙

教授、鄭京姫研究委員と保健福祉部の朴栽萬事務官にも感謝申し上げます。また、この

セミナーの開会のためご苦労なされた尹基こころの家族理事長にも深い感謝を表しま

す。 
 
国連は人口全体の中で 65 歳以上の高齢者の比率が７％以上であれば、高齢化社会

(aging society)、14％以上であれば高齢社会(aged society)、20％以上の社会を超高齢社

会(super-aged society)と定義しております。平均寿命の延びと出産率の減少による高齢

化現象は既に世界的な趨勢で、日本は 1994 年に、韓国は 2000 年に高齢社会に進入し

ました。 
 

 高齢人口が増加するにつれ、高齢者の扶養問題が深刻な社会問題として台頭しており、



この解決のため韓国政府は高齢化および未来社会委員会を大統領諮問機構として設置

し、年内に高齢社会委員会の設置、高齢社会基本計画の樹立、推進などの内容を含んだ

「高齢化および人口対策基本法」を制定する計画です。また老人療養保護法、シルバー

産業振興法、老人福祉法、国民健康保険法などの関連法の制・改定作業を来年上半期ま

で取りまとめる予定でおります。 
 
 わが院も女性老人に対する関心を持ち「高齢社会対処女性老人雇用活性化案(`03)」、
「高齢社会対処女性老人政策樹立案(`02)」、「女性老人の社会参加実態と対策(`02)」
などの研究課題を進め、女性老人人材活用政策を提示しました。同時に高齢者扶養に対

する関心を持って`05年には「家族内介護労働の社会的支援案研究」を進める予定です。 
 
 今日のこのセミナーは、高齢社会を先に経験している日本の多様な制度と経験を通し

て、韓国の高齢者療養保護制度構築に多くの示唆を与えてくれるものと思います。何卒

両国の参加者の活発な討論を通して、韓日両国が高齢化社会に対する良いモデルを作り、

2国の民間次元の交流がより活発化する契機となることを期待します。もう一度、日本

の高齢社会をよくする女性の会の関係者の方々と国内関係機関の参加者の方々に深い

感謝の意をお伝えします。ありがとうございました。 
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 照括馬淑艦猿? 

 析沙 壱敬紫噺研 疏惟馬澗 食失税 乞績, 益軒壱 廃厩紫噺差走狛昔 因持差走仙舘 引 

廃厩食失鯵降据戚 敗臆 漠径馬食 “薦9噺 厩薦紫噺差走室耕蟹, 舌奄葛昔推丞 左硲拭 

淫廃 廃析搾嘘室耕蟹”研 鯵置馬惟 吉 依聖 古酔 奄孜惟 持唖杯艦陥.  

 戚腰 室耕蟹澗 壱敬紫噺亜 厭紗馬惟 遭楳鞠壱 赤澗 廃厩引 析沙戚 辞稽税 舛左人 

井蝿聖 嘘発拝 呪 赤澗 古酔 税耕赤澗 切軒戚奄亀 杯艦陥. 戚 室耕蟹研 是背 酔軒税 

戚数 析沙拭辞 神重 食君歳聖 遭宿生稽 発慎杯艦陥. 働備 爽薦 悪尻聖 背 爽叔 備姥

帖 惟戚坪 戚紫還, 塘経聖 乎生重 神徹板走 葛軒坪 戚紫還, 社汽戚 展朝坪 戚紫還, 

苧苧耕 輯倉 嘘呪還, 塘耕醤什 推獣坪 企妊還臆 姶紫球験艦陥. 益軒壱 廃厩税 降妊

切昔 痕鉢授 識績尻姥是据還, 乞識費 嘘呪還, 舛井費 尻姥是据還引 左闇差走採税 酵

仙幻 紫巷淫還臆亀 姶紫球験艦陥. 暁廃 戚 室耕蟹税 鯵噺研 是背 蕉潤爽重 星奄 原

製税 亜膳 戚紫舌還臆 燕精 姶紫研 妊杯艦陥. 

  

 UN 精 穿端昔姥 掻 65 室 戚雌 壱敬切税 搾晴戚 7%戚雌戚檎 壱敬鉢紫噺(aging 

society), 14%戚雌戚檎 壱敬紫噺(aged society), 20%戚雌昔 紫噺研 段壱敬紫噺

(super-aged society)稽 舛税馬壱 赤柔艦陥. 汝液呪誤税 尻舌引 窒至晴 姶社拭 魚献 

壱敬鉢 薄雌精 戚耕 室域旋昔 蓄室稽 析沙精1994鰍拭, 廃厩精 2000鰍拭 壱敬紫噺稽 

遭脊梅柔艦陥. 

   

  壱敬昔姥亜 装亜敗拭 魚虞 壱敬切 採丞庚薦亜 宿唖廃 紫噺庚薦稽 企砧馬壱 赤壱, 



戚税 背衣聖 是背 廃厩 舛採澗 壱敬鉢 貢 耕掘紫噺是据噺研 企搭敬 切庚奄姥稽 竺帖

馬心壱, 臣背照拭 壱敬紫噺是据噺 竺帖, 壱敬紫噺 奄沙域塙 呪験 蓄遭 去税 鎧遂戚 

眼延 ‘壱敬鉢 貢 昔姥企奪奄沙狛’聖 薦舛拝 域塙脊艦陥. 暁廃 葛昔推丞左硲狛, 叔

獄至穣遭被狛, 葛昔差走狛, 厩肯闇悪左蝿狛 去 淫恵狛税 薦･鯵舛 拙穣聖 鎧鰍 雌鋼

奄猿走 原巷軒 拝 森舛生稽 赤柔艦陥. 

 

  酔軒据亀 食失葛昔拭 企廃 淫宿聖 亜走壱 ‘壱敬紫噺企搾 食失葛昔 壱遂醗失鉢 号

照(`03) ’,‘壱敬紫噺企搾 食失葛昔舛奪 呪験号照(`02)’,‘食失葛昔税 紫噺凧食 叔

殿人 企奪(`02) ’去税 尻姥 引薦研 呪楳馬食 食失葛昔 昔径醗遂 舛奪聖 薦獣馬心柔

艦陥. 焼随君 壱敬切 採丞拭 企廃 淫宿聖 亜走壱 ̀ 05鰍拭澗‘亜膳 鎧 宜砂葛逆税 紫

噺旋 走据号照 尻姥’研 呪楳拝 森舛脊艦陥. 

   

  神潅税 戚 室耕蟹澗 壱敬紫噺研 酔軒左陥 胡煽 井蝿馬壱 赤澗 析沙税 陥丞廃 薦亀

人 井蝿聖 搭背 廃厩税 壱敬切 推丞左硲薦亀 姥逐拭 弦精 獣紫繊聖 匝 依生稽 持唖

桔艦陥. 焼巷舵系 丞厩凧亜切級税 醗降廃 塘経聖 搭背 廃析 丞厩戚 壱敬鉢 紫噺研 

企搾背 疏精 乞季聖 幻級壱, 砧 蟹虞税 肯娃託据税 嘘嫌亜 希錐 醗降背走澗 域奄亜 

鞠奄研 郊遇艦陥. 陥獣 廃 腰 析沙 ‘壱敬紫噺研 疏惟馬澗 食失税 乞績’ 淫域切歳級

引 厩鎧 淫域奄淫 凧亜切歳級臆 燕精 姶紫税 源掌聖 球験艦陥. 姶紫杯艦陥. 


