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World Social Science Forum2018（第 4 回世界社会科学フォーラム） 

              “Security and Equality for Sustainable Futures” 

           持続可能な未来のための生存・安全の確保と平等 

 

 

この度、2018 年 （平成 30 年）9 月 25 日(火)～28 日(金)の４日間、福岡市の福岡国際会議場にて、第４

回世界社会科学フォーラム(WSSF2018)を開催する運びとなりました。 
世界社会科学フォーラムは国際社会科学評議会（International Social Science Council, ISSC）の事業

で、世界中の社会・経済・行動科学を世界的なレベルでは討議する国際会議です。３年に一度世界中から

1000 人もの研究者や政策担当者、実務家が集まり、社会科学の最新の成果や課題を共有するとともに、

将来の研究課題や政策を提案するための場です。 2015 年の世界社会科学フォーラム(WSSF)で
は、 “Transforming Global Relations for a Just World” をテーマに掲げ、80 以上の国々から参加者が南

アフリカ・ダーバンに集い議論を行いました。それ以前の WSSF は 2009 年のノルウェー・ベルゲン、2013
年のカナダ・モントリオールでの開催を経ており、過去の大会の成功により国際社会では権威と影響力の

高い会議の一つと目されるようになりました。 
 

WSSF 2018 は、アジアで初めての開催となります。 大会テーマは、“Security and Equality for 
Sustainable Futures (持続可能な未来のための生存・安全の確保と平等)”です。 世界中が直面している

人間の安心、安全、生存基盤の確保という問題に迫ります。社会保障や地政学的な安全保障のような伝統

的なテーマだけでなく、「バイオセキュリティ」「サイバーセキュリティ」なども含む広い意味での「セキュリテ

ィ」をキーワードとして、それが持続的にかつ平等に保障できるかについて３日間以上にわたって意見が交

わされます。多様性を維持しつつ、平等と持続性の危機を打開するには、宗教などの価値観や政治・経済

制度を多面的に議論する必要があります。 

 

大会へは開発途上国からの発表者や次代の社会科学、人文科学を担う若手研究者の参加を奨励する

ため、補助金、旅費奨学金制度を設定し、大会運営費予算に組み込みをさせて頂いております。 

現在主要プログラムの準備段階ですが、各国からの著名な識者の招聘や、関連学会やコンソーシアム

等のネットワークを通じた広報活動の徹底により、国内外より 1000 名を越える多くの参加者にお越しいた

だく計画を立てております。 

誠に恐れ入りますが、本大会の開催を成功に導くにあたり、ご寄附のお願いをさせていただければ有難

く存じます。 ご検討の上ご協力を賜りますよう何卒どうぞ宜しくお願い申し上げます。      

 

 

 

 

WSSF2018（第 4 回世界社会科学フォーラム） 

国内組織委員長   宮 本 一 夫 

                                       財務委員会委員長  中 野 聡  

 

 

 



 

会議概要  

 

１． 会議名称とテーマ 

① 会議の名称： World Social Science Forum2018 (WSSF2018)(第 4 回世界社会科学フォーラム) 

② 会議のテーマ： “Security and Equality for Sustainable Futures” 

            持続可能な未来のための生存・安全の確保と平等 

２． 主催・共催など 

① 主催： International Social Science Council（ISSC）（国際社会科学評議会）, 国立大学法人九州大学、

日本学術会議 

② 共催： 国立研究開発法人科学技術振興機構 

③ コンソーシアム：早稲田大学、一橋大学、東京大学、La Trobe University,  

アジア開発銀行研究所（ADBI）, 総合地球環境学研究所  ほか（調整中） 

④ 後援：外務省、国連大学サステイナビリティ高等研究所、福岡県、福岡市、日本心理学会、日本文

化人類学会、日本政治学会、地理学連携機構、日本経済学会、日本社会学会  

ほか（調整中） 

⑤ 協力： 独立行政法人国際観光振興機構（JNTO） 

３． 開催期間 

2018 年 9 月 25 日（火）～9 月 28 日（金）  （本会議４日間） 

４． 開催場所 

福岡県福岡市（福岡国際会議場） 

〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町２－１ 

TEL: 092-262-4111    FAX: 092-262-4701 

５． 主催責任者 

WSSF 国内組織委員会 

国内組織委員長   宮本一夫（九州大学副学長） 

財務委員長      中野 聡 （一橋大学副学長） 

実施責任者（WSSF 事務局長） 

              河野俊行（九州大学法学研究院教授） 

WSSF 事務局     〒812-8581 福岡県福岡市東区箱崎６－１０－１ 九州大学本部第一庁舎 

  TEL：092-642-2257   FAX:092-642-3875 

E-mail: wssf2018@jimu.kyushu-u.ac.jp 

６． 日本開催の経緯 

 
世界社会科学フォーラムは国際社会科学評議会（International Social Science Council: ISSC）が三

年に一度開催する会議であり、2009 年の第 1 回から当会議で 4 回を迎える、社会科学系の国際学会
世界大会としては最大規模のものである。日本学術会議は 2014 年より ISSC に加盟している。フォーラ
ムの日本開催については、これまでアジアでの開催がないことから ISSC から熱心な働きかけがあった。
ISSC は ICSU(:International Council of Science:国際科学会議)とともに国際研究プログラムの一つであ
る Future Earth を主導しており、日本学術会議の Future Earth への積極的な取り組みや日本学術会



議のなかでの社会科学の国際化への期待を受けて、日本学術会議第 1 部部会国際協力分科会が日
本開催の可能性を検討し ISSC との交渉を重ねた。2015 年 10 月に ISSC 理事会より日本開催を前提と
した交渉に入りたいとの連絡を受け、同 11 月に日本学術会議第１部部会国際協力分科会内の準備委
員会が移行する形で「国内組織委員会」が発足した。また、同１２月に「九州大学実行委員会準備委員
会」を組織し、2016 年 4 月に正式に「九州大学実行委員会」を発足させた。この度の日本開催では、世
界の社会科学に関わる研究者がアジアの中心地である福岡市に結集し、議論を重ね未来社会を構想
し社会科学の実践や活用を発展させることを目的としている。 

   なお、この会議の過去の開催状況は以下のとおりです。 

   開催年    開催地            参加国数     参加者数    日本人参加者 

   2009年   ノルウェー（ベルゲン）     80か国       800以上      10 

   2013年   カナダ（モントリオール）    50か国       650         10 

   2015年   南アフリカ共和国（ダーバン ）84か国      1000以上      50 

 

７． 日本開催の目的と意義 
 
世界をとりまく喫緊の課題に社会科学として対処するこの会議を日本で開催することは、持

続性のある科学技術と社会のイノベーションにおいて我が国の社会科学関係者の国際的なリー
ダーシップを示すことにつながり、また、本会議のため中国、韓国、台湾、ASEAN, インドな
どと共同しアジア各国の社会科学研究機関と連携することで、国内の社会科学関係者の今後の
研究ネットワークの拡大の礎となると展望する。 

市民公開講演会では、社会学、歴史、人口学、政治学などの社会科学が環境、健康長寿、地域
国際化といった福岡、九州の身近な生活テーマの中でどのような効果を発揮しているか、今後ど
のように発展し未来に活用していけるかなど解説を行うことで、その成果を社会に還元し、社会
科学に関する一般社会の興味を高めることが期待される。 
  

８． 開催計画の概要 

１）会議日程 

9月25日（火） １０：００受付開始 

午後  開会式・オープニングシンポジウム（全体セッション１）・パラレルセッション１ 

－１０/ネットワークセッション１・歓迎レセプション 

9月26日（水）  午前  招待セッション１－５・全体セッション２、 

              午後 ポスターセッション１・パラレルセッション１１－２０・パラレルセッション２１－３０/

ネットワークセッション２ 

9月27日（木）  午前  招待セッション６－１０・全体セッション３ 

              午後  ポスターセッション２・パラレルセッション３１－４０・パラレルセッション４１－５０

/ネットワークセッション３・バンケット 

9月28日（金）  午前  招待セッション１１－１５・全体セッション４ 

               午後  ポスターセッション３・パラレルセッション５１－６０/ネットワークセッション４・

閉会式 

２）主要トピックス 
１. 持続可能性と生存・安全 (Sustainability and security)  

2. サイバーセキュリティ、サイバー攻撃、ハイブリッド戦争 (Cybersecurity, cyberattacks, hybrid warfare)  

3. 人間の安心、安全 (Human Security)  

4. 生存基盤の確保と国連採択課題：持続可能な開発のための2030アジェンダ (Security and the 2030 Agenda)  

5. グローバリゼーション、多様性と文化的帰属 (Globalization, diversity and cultures of belonging)  

6. 都市と地方を包摂する開発 (Development and inclusion in urban and rural areas)  

7. 男女平等と人間の安全保障 (Gender equality and security) 



8. 健康、安全とバイオセキュリティ (Health, safety and biosecurity) 

9. 自由、民主主義と安全確保 (Freedom, democracy and security) 

３）参加予定者 

国内300名、海外700名 合計1000名 

４）参加予定国（予測） ８０か国/地域 

韓国、中国、台湾、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ベトナム、インド、バングラデシュ 

オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、フランス、ドイツ、ノルウェー、スウェーデン 

南アフリカ、エジプト、日本 他 

５）会議使用言語 

  英語 

 

９．寄附金を必要とする理由 

 

本大会開催に要する費用は約 7,000 万円です。アジアで初めて開催される WSSF としてアジア諸国か

らの参加が多く期待されていますが、低所得国の研究者に高い参加費を要求するわけにはいきません。     

また、開発途上国からの発表者を含む次代の社会科学、人文科学を担う若手研究者の参加を奨励するた

め、補助金、旅費奨学金制度を設定させていただいております。 

本来開催に係る経費すべてが参加登録料にて賄われるべきですが、実際には広告掲載や大会へのご出

展など企業様からのご賛助にも頼らざるを得ない状況でございます。 その上で尚不足する 200 万円につ

きましては、開催趣旨にご賛同いただける関係企業、財団、個人様よりの寄付金にて充当させて頂きたい

と存じます。 

 

１０．収支予算（案） 

                                                 単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収 入） 

1. 自己負担金（参加登録費等） 

2. 諸収入等 

3. 補助金/助成金 

4. 寄附金等 

 

48,028 

6,600 

13,400 

2,000 

収入合計 70,028 

（支 出） 

1. 会議準備費 

2. 会議運営費 

3. 展示会等 

4. 募金経費 

5. 事後処理費 

 

18,892 

48,256 

500 

380 

2,000 

支出合計 70,028 



 

１１．寄附金募集要項 

  

① 募金の名称 

    WSSF2018（第４回世界社会科学フォーラム）寄附金 

② 募金の目標額 

200 万円（総額 70,028,000 円のうち） 

③ 募金期間 

2017 年（平成 29 年）○月○日～2018 年（平成 30 年）9 月 21 日 

④ 寄附金の使途 

WSSF2018(第４回世界社会科学フォーラム)の準備並びに運営に関する費用に充当します。 

⑤ 寄附金申込先 

独立行政法人国際観光振興機構コンベンション誘致部交付金担当 

160-0004 東京都新宿区四谷 4-1-1 

電話：03-6691-3891 

⑥ 寄附金振込方法 

別紙のフローチャート通りとなります。 

別紙申込書を国際観光振興機構にお送りください。 

寄附金申込書を受領し確認次第、国際観光振興機構より寄附金申込受理書を送付いたし 

す。寄附金申込書受理書の受領後、指定口座番号にお振込ください。 

⑦ 税法上の扱い 

この寄附金は、特定公益増進法人である独立行政法人国際観光振興機構への寄附金として、

税法上の一般寄附金とは別途に損金算入等の優遇措置が講ぜられます。 

 

 


