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韓国社会福祉協議会 

 会長 

 

  尊敬するご来賓の皆さま、そして韓・日の社会福祉専門家の皆さま｡ 

  財団法人ユニベール財団と第2回韓・日こころの交流シンポジウム実行委員会が共

同で「高齢者福祉施設におけるソーシャルワーカーの位置と役割」をテーマに第2回

韓日こころの交流シンポジウムを開催されますことを心よりお祝い申し上げます｡見

えないところで黙々と献身的な奉仕をなされてきた皆さまに深い尊敬の念とともに感

謝の気持を表します｡ 

 東西古今を問わず、自分を生んで、育ててくださったお年寄りを敬う敬老の親孝行

思想は人間生活の価値の中で一番のものです｡ 

  しかし近代化が高度な発展段階に入った19世紀中葉から世界各国は､いわゆる「人

口革命」に苦しめられています｡日本はすでに世界最高齢国家となって久しく、わが大

韓民国も2000年の老人人工が人口全体の7％を越え、「高齢化社会 」へ進入し、2019

年になれば、14％を越える「高齢社会」に、2026年には20％を越える「超高齢社会」

に入るものと予測されています｡ 

  しかし出生率は 1.17 人で世界最低水準を記録し生産人口減少による経済成長の鈍

化と老人扶養費の増加が深刻な社会問題として台頭しています｡ 

老人福祉は今や老人だけの問題ではありません｡老人問題は我々の近い未来の問題

であり、高齢社会対策は国家生存戦略といっても言い過ぎではないでしょう｡ 

  このような時に地形学的な条件と社会文学的な伝統が似ている韓日の社会福祉の専

門家が一堂に集まり、お互いに頭を付き合わせて老人福祉増進の方法を模索すること

は、時宜適切で非常に意義深いことと思います｡ 



 私は昨年、大韓民国の社会保障基本法に定められている社会保障審議委員会委員と

して「参与福祉5カ年計画(2004～2008)」を審議しながら、老人問題の深刻性を指摘

し、老人福祉部門の優先順位と政府予算を大きく拡充しなければならないと強力に主

張しました｡ 

 大韓民国政府は年初に「高齢化および未来社会委員会」を発足し、2007年に公的老

人療養保障制度の導入を準備するなど高齢社会に対応する各種老人保健福祉政策を拡

充しています｡ 

 国家と社会の発展のため、一生を捧げたお年よりのための老人福祉は、費用よりも

人間尊厳に重心を置かなければなりません｡老人の経験と壮年の活力、そして青年の覇

気が一つになった老・壮・青の三位一体こそ真の福祉社会の姿であるでしょう｡ 

 なにとぞ、今日の意義深いシンポジウムを通して、韓日両国の友好協力と老人福祉

増進のための立派な案がたくさん創出されることを望みます｡ 

 第2回韓日こころの交流シンポジウムをもう一度心よりお祝いしすべての皆さまに

大きな祝福と幸せがありますようお祈りします｡ 
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沿 究鍵 

廃厩 紫噺差走漠税噺 

 噺舌 

 

  糎井馬澗 鎧須瑛朔, 益軒壱 廃析 紫噺差走 穿庚亜 食君歳! 

  仙舘狛戚 政艦婚仙舘引 薦2噺 廃・析 原製税 嘘嫌 宿匂走畳 叔楳是据噺亜 因疑

生稽 ‘壱敬切差走獣竺拭 赤嬢辞 紫噺紫穣亜税 是帖人 蝕拝’聖 爽薦稽 薦2噺 廃・

析 原製税 嘘嫌 宿匂走畳聖 握惟 吉 依聖 遭宿生稽 逐馬馬悟, 左戚走 省澗 員拭辞 

幸幸備 賠重・裟紫背神重 食君歳臆 燕精 糎井引 姶紫研 球験艦陥. 

  疑辞壱榎聖 厳経馬壱 鎧 倖聖 該壱 鎧 倖聖 奄牽重 嬢牽重級聖 因井馬澗 井稽反

庁紫雌精 昔娃持醗税 生銀戚 鞠澗 亜帖脊艦陥. 

  益君蟹 悦企鉢亜 壱亀稽 降穿舘域拭 級嬢識 19 室奄 掻娠採斗 室域 唖厩精 戚献

郊 ‘昔姥舶誤’拭 獣含軒壱 赤柔艦陥. 析沙精 戚耕 室域 置壱敬厩亜亜 吉走 神掘

戚悟, 酔軒 企廃肯厩亀2000鰍 葛昔昔姥亜 穿端昔姥税7%研 角嬢 ‘壱敬鉢紫噺’拭 

遭脊梅生悟, 2019鰍戚檎14%研 角嬢 ‘壱敬紫噺’, 2026鰍拭澗20%研 角澗 ‘段壱

敬紫噺’拭 遭脊拝 依生稽 森著鞠壱 赤柔艦陥. 

  益君蟹 窒至晴精 1.17 誤生稽 室域 置煽呪層聖 奄系背 持至昔姥 姶社拭 魚献 井

薦失舌 黍鉢人 葛昔採丞搾税 装亜亜 宿唖廃 紫噺庚薦稽 企砧鞠壱 赤柔艦陥. 

  葛昔差走澗 戚薦 葛昔幻税 庚薦亜 焼鑑艦陥. 葛昔庚薦澗 酔軒税 亜猿錘 耕掘税 

庚薦戚悟, 壱敬紫噺 企奪精 厩亜持糎穿繰戚虞壱 背亀 引情戚 焼諌 依脊艦陥. 

  戚人 旭精 凶拭 走莫俳旋昔 食闇引 紫噺庚鉢旋 穿搭戚 政獣廃 廃・析紫噺差走 穿

庚亜級戚 廃 切軒拭 乞食 辞稽 袴軒研 限企壱 葛昔差走 装遭 号照聖 乞事馬澗 依

精 獣税旋箭馬壱 古酔 倶燕精 析戚虞 馬畏柔艦陥. 

  煽澗 走貝背 企廃肯厩 紫噺左舌奄沙狛拭 鋭舛吉 紫噺左舌 宿税是据噺 是据生稽 



‘凧食差走5鯵鰍 域塙(2004~2008鰍)’聖 宿税馬檎辞 葛昔庚薦税 宿唖失聖 走旋馬

壱 葛昔差走採庚税 酔識授是人 舛採森至聖 滴惟 溌中馬食醤 廃陥壱 悪径備 爽舌馬

心柔艦陥. 

  企廃肯厩 舛採澗 臣背段 ‘壱敬鉢 貢 耕掘紫噺是据噺’研 降膳馬壱2007鰍 因旋

葛昔推丞左舌薦亀研 亀脊馬形壱 層搾馬澗 去 壱敬紫噺拭 企誓馬澗 唖曽 葛昔左闇

差走舛奪聖 溌中馬壱 赤柔艦陥. 

  厩亜人 紫噺税 降穿聖 是背 廃汝持聖 郊帖重 嬢牽重級聖 是廃 葛昔差走澗 搾遂

左陥 昔娃糎畳拭 掻宿聖 砧嬢醤 杯艦陥. 葛昔級税 井蝿引 舌鰍税 醗径 貢 短鰍税 

鳶奄亜 嬢酔君遭 葛・舌・短 誌是析端醤 源稽 遭舛廃 差走紫噺税 乞柔析 依脊艦陥. 

  焼巷舵系 神潅 倶燕精 宿匂走畳聖 搭背 廃・析 丞厩税 酔硲漠径引 葛昔差走装遭

聖 是廃 版権廃 号照級戚 弦戚 但窒鞠奄研 郊遇艦陥. 

  薦2噺 廃・析 原製税 嘘嫌 宿匂走畳聖 陥獣 廃腰 遭宿生稽 逐馬馬悟, 食君歳 乞

砧拭惟 笛 逐差引 楳錘戚 敗臆馬奄研 奄据杯艦陥. 

  企舘備 姶紫杯艦陥. 

 

 


