
 

 

 

OECD/LEED Seminar  

DEMOGRAPHIC TRANSITIONS IN AN AGEING SOCIETY: 

 INTERGENERATIONAL CHALLENGES AND LABOUR MARKET IMPLICATIONS  

~  A particular focus on a case study from Japan, in comparison with EU’s practices ~ 

 

 

Presentation by Dr. Cristina Martinez-Fernandez, Senior Policy Analyst and Manager of the ESSSA (Employment and 

Skills Strategies in Southeast Asia), OECD LEED. 

And 

Mr. Robert Strauss, Head of Unit, Employment Analysis, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, European 

Commission. 

 

 

◆Date and Time: 1 October 2012 at 16:00-17:30  

                              (1 October is “The Internaitonal Day of Older Persons” as designated by the UN General Assemly in 1990)  

◆Place: Press Conference Room, Foreign Press Center/Japan (FPCJ)  

              (6th floor, Nippon Press Center Bldg. 2-2-1 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo) 

              No free-parking space(Nearest parking: http://www.hibiyacity.com/05_access/access.html) 

◆Programme:  16:00-17:00 Presentation by Dr. Martinez-Fernandez and Mr. Strauss 

                          17:00-17:30 Questions and answers                                        

◆Language: English/ Japanese (Consecutive interpretation) 

◆Registration: Please register online. www.oecdtokyo.org/form/form-events.html 

◆Contact: Naoko Kawaguchi at OECD Tokyo Centre 

                  (Email: Naoko.Kawaguchi@oecd.org or Tel 03-5532-0021) 

 

◆OECD/LEED has released a report entitled “Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social 

Dynamics” in March, 2012, which underlines that “shrinkage” resulting from unemployment, falling fertility rates, and suburbanisation 

have become the key challenge for local development together with globalisation, knowledge/technological shift, climate change and 
development of the green economy. The LEED project, which has already completed workshops, seminars and experts’s meetings in 
Vienna, Paris, Barcelona, Amsterdam, Russia, Eastern Europe, Trento, introduces strategic approaches to tackling such problems 
without compromising sustainable local development. Report is available for download at Demographic Change and Local 
Development 
 
 
Dr. Cristina Martinez-Fernandez will present the overview of OECD/LEED project, “Policies and strategies for sustainable 
development, skills and employment,” as well as highlights from a workshop in Kyoto (“Local revitalization policies for shirinking and 
ageing society: North-Central Kyoto”) on 29 September.  
 
 
Mr. Robert Strauss will focus on the situation in EU and its policies to draw comparison to Japan’s case. Sharing good practice could 

introduce better policy not only for Japan but also for Southeast Asian countries that now experience likewise problems in the context 
of their economic boom. Social inclusion, active aging, addressing youth unemployment, and skills development  will be introduced as 
examples of successful sustainable development strategies. 
 
About the OECD LEED Programme 

The Local Economic and Employment Development (LEED) Programme has been advising government and communities since 1982 
on how to respond to economic change and tackle complex problems in a fast-changing world. It draws on a comparative analysis of 
experience from some 50 countries in Americas, Asia, Australasia and Europe in fostering economic growth, employment and inclusion.  

For more information, see Local Scenarios of Demographic Change website. 
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  2012 年 9 月 21 日 

 

OECD/LEED セミナー開催のご案内 

『高齢化社会における人口変動：世代間の挑戦と労働市場への影響』 

～日本に焦点を当てつつ、EU 諸国の政策実施例とも比較して～ 

 

平素より経済協力開発機構（OECD）の活動にご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。 

 OECD 東京センターでは、クリスティーナ・マルティネス-フェルナンデス OECD/LEED プログラム主席政

策分析官兼 ESSSA（東南アジア雇用技術戦略）主任、及び、ロバート・ストラウス欧州委員会雇用・社会問

題総局課長の来日に際し、以下の要領でセミナーを開催いたします。 

OECD/LEED（地域経済雇用開発）プログラムは、2012 年 3 月、「人口変動と地域開発：縮小、再生、及び社会

動学(Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics)」と題する報告書を発

表し、失業、出生率の低下、郊外移住が原因で生じる「縮小(shrinkage)」の影響が、地域開発のみならず、グロー

バル化、知識・技術の移転、気候変動、グリーン経済の発展にとって最大の挑戦となっていると指摘しています。

LEED は、既にウィーン、パリ、バルセロナ、アムステルダム、ロシア、東欧、イタリアにおいてワークショップ、

セミナー、専門家会議を開催し、持続可能な地域発展を妥協することなく上述の問題を解決に導く戦略的アプロー

チを打ち出してきました。日本にも焦点が当てられ、9 月 29 日には京都でワークショップ実施を予定しています。 

今回のセミナーは、京都のワークショップ成果報告も含め、以下の議題で進められます。 

クリスティーナ・マルティネス-フェルナンデスより、OECD/LEED プロジェクトの一つである「持続可能な開発、

技術、雇用のための政策及び戦略」の概要を説明するとともに、9 月 29 日に京都で実施するワークショップ（「高

齢化社会のための地域再生化政策：京都の例とともに」）の成果を紹介します。 

ロバート・ストラウス総局課長より、EU の現状及び政策を紹介することで、日本のケースとの比較を試みます。

グッドプラクティスの共有は、日本のみならず、近年同様の高齢化の道を進む東南アジアの新興国家に、より良い

政策作りの基盤となります。社会的包摂、活力ある高齢化、若年の失業への対応、技術開発等を例に挙げ、持続可

能な発展戦略の成功例を紹介します。 

国連総会が制定した「国際高齢者デー」である 10 月 1 日に、高齢化社会における持続可能な成長を議論す

る良い機会となれば幸いです。是非ご参加いただけますようご案内申し上げます。 

OECD 東京センター 所長 中谷 好江 

 

日時： 2012年 10月 1日（月）16 :00-17 :00 

場所： 

 

 

 

プログラム：   

フォーリン・プレス・センター（FPCJ）、記者会見室 

（東京都千代田区内幸町 2-2-1、日本プレスセンタービル 6 階） 

お車でお越しの方：近隣には有料の日比谷駐車場がございます。    

16：00～17：00 マルティネス-フェルナンデス主席政策分析官/ストラウス総局課長のプレゼン 

17：00～17：30 質疑応答 

使用言語：    日英（逐次通訳） 

登録方法：    オンラインフォームにご記入ください。www.oecdtokyo.org/form/form-events.html 

問いあわせ先：  OECD 東京センター 川口尚子（Naoko.kawaguchi@oecd.org / 03-5532-0021） 

◆OECD/LEED 概要：OECD 加盟国全体の雇用失業情勢は改善していますが、各国内における地域間格差は大きく、

地域主導の経済・雇用開発が重要な政策課題となっています。そんな中、1982 年より、地域経済雇用開発（LEED: 

Local Economic and Employment Development）プログラムは、世界 50 カ国以上における分析や経験を基に、地球規

模の複雑な問題や大きな経済的変化に対応し、解決することができる方策を検討してきました。世界における労働

政策や社会政策の質の向上、経済、雇用、起業家精神の発展のための情報交換、創造的・革新的な仕組みの普及促

進等を目的としています。詳細はこちら（英文）をご覧ください。 
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