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１．はじめに 

中国を含むアジア諸国は、成長が停滞する日本はもとより、現在の先進国を形成する欧米諸国よ

り、はるかに驚異的な速さで国民所得を倍増し、「世界の成長センター」となった。一方で、アジ

ア諸国においては、いまだ経済成長の果実が十分に行き渡っておらず、貧富の差は非常に大きい。

また、アジア通貨・金融危機や民主化運動に伴うソーシャル・セーフティネット構築、社会保護政

策拡充の必要性の高まりに加え、グローバル・レベルでの社会保障制度拡充の要求もあいまって、

アジア諸国は、経済成長の維持とともに、社会保障の充実などを政策の重点とすることを迫られて

いる。 

しかし、アジアの社会保障は、直線的な発展段階に整理できるほど単純ではなく、それぞれの国

の文化・歴史・経済の発展段階の違いを反映して多様である。本稿は本研究の対象国における社会

保障制度の現状について紹介するとともに、今後の社会保障の進む方向についても検討したい。 

 

２．未発達な社会保障制度の状況 

図表１ 社会保障制度のカバー率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の調査対象国であるインドネシア、タイ、ベトナム、マレーシアは、いずれの国も産業化の

途上にあって、欧米型の社会保障発展モデルからも開発途上の状況にある。 

図表１のデータは、インドネシアとベトナムを除くすべての国に、一定程度に、医療保険制度が

あることを示唆している。しかし、タイでは医療費の９割近く（86.5％）が保険によって賄われて

おらず、かかった費用のほとんどは自費、あるいは保険不適用の病院での診療を受けるといった現

状にある。これは保険適用の医療機関の質に原因があるとされている。インドネシアでは50.1％、

マレーシアでは64.6％と他の国でも自費で賄われている率が高い。しかも、この表でいう「カバレ

ッジ」とは、法的にサービスを受けることができる人々の割合を指しているのであって、実際の人

口割合を示しているものではない。 
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年金制度については、タイでは社会保障法が対象とする就業年齢人口の半分から３分の２をカバ

ーしているが、今回の他の対象国であるインドネシア、ベトナム、マレーシアではカバー率が小さ

い。老齢年金を受給する法定年金受給年齢を超える高齢者人口の割合はタイでは81.7％と高いが、

他国では40％にも満たない。このことは、多くの高齢者が年金ではなく、個人や家計の貯蓄から支

出していることを示している。 

各国における社会保障関係のＩＬＯ条約の批准状況(参考資料P197参照)を見ると、今回の対象国

のすべてが社会保障関係のＩＬＯ条約を批准していないことが分かる。理由はいずれの国において

も保護対象者のカバレッジの問題である。ついでながら、日本は第102号条約について批准してい

るものの、それ以外の条約は批准していない。 

 

３．社会保障の進む方向 

アジアにおける社会保障は、1970年代までは民間によるボランティアやチャリティーに頼ってい

た部分が大きかった。その後、経済成長とともに生活保護や公的医療サービスを中心にしたものが

整備されたものの、それは限定的なものにとどまり、社会福祉の役割は第一義的に地域社会に求め

られていた。 

その後、 貧国から脱し、経済成長とともに一般被用者を対象にした社会保障制度がスタートす

るが、アジアの社会保障が大きく拡大するのは、1998年のアジア通貨危機と民主化運動以降である。

インドネシアではスハルト政権崩壊後、1999年の憲法改正、全国民を対象とした国民健康保障や国

民社会保障制度となった。民主化前には社会保障が労働者あるいは国民の具体的権利としてとらえ

られる面は弱かったが、少なくとも理念としては、民主化後にはその権利が具体的に、明確に認め

られるようになっている。これらは民主化の一環であるととらえることができる。タイでは1991年

の軍事クーデターと翌1992年の流血事件を契機とし、1997年憲法改正、2002年の国民健康保険法案

の国会提出や社会保険の対象拡大へとつながった。 

しかしながら、「国民皆保険」とか、全国民的な社会保障制度の整備といった制度をめざしても、

所得水準の低い段階での制度構築であるがゆえに、保険料収入が十分ではなく、財政面で脆弱
ぜいじゃく

であ

り、国民全体への適用という点では、思うように進まないのが現状である。経済発展に伴う格差が

大きくなり、貧困問題に対するあらたなセーフティネット機能が必要となり、加えて、急速に進む

高齢化への対応といったことも求められている。各国政府は社会保険方式またはそれ以外のファイ

ナンスの方法により制度を立て直す必要性に迫られているのが現状である。 

各国の周辺地域に行くと、相互扶助の伝統的価値観が存在していた。たとえば、マレーシアの地

域社会では「ゴトンロヨン（Gotong-royong）」と呼ばれる助け合いの仕組みがくらしの中に根付い

ていた。これは、共有地での作業を村人全員が分担することや、農繁期には村人全員が順番に日を

決めてそれぞれの刈り入れ作業を補助すること、それぞれの家庭での冠婚葬祭を村人全員で手助け

することなどが日常的に行われている。こうしたあり方は、日本を含めて農村社会では公的な社会

保障制度以前の相互扶助システムとして、広く見られたものであった。 
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図表２ アジアの都市化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、一方、図表２が示すように、アジアにおける都市化の進展は急速である。2025年には、

都市人口がほぼ50％になると推測されている。こうした状況の中でも、竹内（2015）注１は、（社会

構造の変化が）１世代も経過しないという著しく短期間で行われていることから、・・・（従前から

の）老親扶養などの家族慣行がすぐには変更されるわけではなく、・・・・・私的な扶養が中心で

あることに変わりはない、としている。 

たしかに、過渡的にはこのような状況の中では、伝統的な地域の共同体組織とその機能に依拠す

るという側面も重要であり、ＩＬＯも、家族や地域など伝統的な相互扶助機能の見直し、その強化

を目的とする地方自治体やＮＧＯ、民間組織の活動支援に乗り出している（『ＩＬＯパンフレット』 

ＩＬＯ東京事務所、2017年５月）。しかし、その場合も、産業上は第一次産業型から第二次、第三

次型へ、地域では農村型から都市型へ大きく変化していることを踏まえ、公的な社会保障を軸とし、

共助型がこれを補完するという構造が求められる必要がある。特に、当面、労働者向け社会保険制

度が徐々に進展していくにしても、各国に広く存在するいわゆるインフォーマルワーカーの存在を

考えると、都市型の進展の中でも、いぜんとして、共助型が持つ意味があると想定される。このよ

うなかたちでの社会保障制度の確立に、労働運動としても、日本を含む先進国が支援を行う必要が

ある。 

 

４．調査対象国の社会保障制度の実態 

(1) インドネシア 

1) 社会的・文化的背景 

インドネシアにおける社会保障・福祉制度の歴史は、オランダ植民地時代にまでさかのぼるこ

とができる。植民地宗主国であったオランダは1936年にオランダ領東インド（現在のインドネシ

ア）のあらゆる公務員向けに健康保険を導入した。この制度は1945年のインドネシア独立後も維

持されたが、1968年にスハルト政権は大統領令で公務員向けの健康保険を改訂し、公務員医療給

付制度（ＡＳＫＥＳ､Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri、公務員健康保険）を導入した。他方

で、退職一時金については、公務員向けには1963年公務員貯蓄保険基金（ＴＡＳＰＥＮ、Dana 
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Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri、公務員貯蓄保険基金）が導入され、国軍軍人・警察官

向けには1966年に軍人社会保険（ＡＳＡＢＲＩ、Asuransi Sosial AngkatanBersenjata Republik 

Indonesia、国軍社会保険）が導入された。民間の労働者向けには、労働者社会保障制度（ＪＡ

ＭＳＯＳＴＥＫ、Jaminan Sosial Tenaga Kerja、労働者社会保障）の老齢給付が導入されてい

るが、これは退職一時金（一括または 長５年間の分割）の給付である。 

社会保障制度の整備過程については、一般に公務員や軍属（退役者を含む）など公的部門から

社会保障の給付が始まり、民間部門へと拡大していくとの指摘がなされているが、インドネシア

でも同じ特徴を見いだすことができる。 

スハルト体制期におけるインドネシアの社会保障・福祉制度は、限られた範囲と内容にとどま

っていた。こうした状況を変える大きなきっかけとなったのが、1997年にタイからインドネシア

に波及した通貨危機である。国民の多くが深刻な失業問題と物価の高騰に直面し、他の東南アジ

ア諸国と同様に、ソーシャル・セーフティネットの整備が緊急の課題として浮上した。 

通貨危機を経て、そして通貨危機に端を発したスハルト独裁体制の崩壊と民主化に伴い、イン

ドネシアの福祉・社会保障制度は、より多くの国民に対する、より充実した内容の制度へと整備

されていくことが求められるようになった。独立直後に定められたインドネシアの憲法（1945年

憲法）には、前文ですべての国民に対する社会的公正の実現が定められ、憲法第34条では「貧困

者と孤児については国家がこれを保護する」とうたわれた。そして、ポスト・スハルト期に４回

にわたり行われた1945年憲法の改正で、社会福祉の条項は大きく拡充することとなり、2004年以

降に社会保障・福祉に関する法令が相次いで制定されることとなる。 

しかしながら、インドネシアにおける国民的統合の弱さは、「国民皆保険」といった制度への

動機づけを脆弱なものにしている。また、労働組合関係者は、新制度導入による被用者負担に対

して反対する一方、経営者団体関係者は、インフォーマルセクター労働者へのカバレッジの拡大

などにより、現行以上に事業主の負担が増加することに反対している。イスラム社会の家族主義

の考え方もまだまだ強く、こういったことも制度が未整備な理由となっている。現在、制度運用

しながらの周知啓発が行われている状況にあり、国民皆保険化は事実上2019年まで先送りされて

いる。 

 

図表３ インドネシアの社会保障制度（年金）の概要 
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2) インドネシアの雇用・社会保険制度 

① 概要 

現在の年金のカバレッジの状況（図表３）としては、民間企業の雇用者、公務員あわせて約

3,600万人のうちの企業老齢貯蓄、労災保険などのＪＡＭＳＯＳＴＥＫが約900万人、公務員貯

蓄保険基金たるＴＡＳＰＥＮが429万人で約３分の１がカバーされている。農業従事者、個人

事業主などのいわゆるインフォーマルセクター労働者は7,200万人、失業者は800万人いるが、

これらの人びとは無保険である。医療はかなりカバーされているといっても、民間企業の雇用

者、公務員あわせて約3,600万人のうちの公務員健康保険（ＡＳＫＥＳ）が約1,650万人、国軍

社会保険（ＡＳＡＢＲＩ）が約116万人、労働者社会保障（医療保障、ＪＡＭＳＯＳＴＥＫ）

は約500万人と６割以上がカバーされており、その他無拠出型の低所得者向け医療保障制度（Ｊ

ＡＭＫＥＳＭＡＳ）約7,600万人、無拠出型の地方自治体による公的医療扶助（ＪＡＭＫＥＳ

ＤＡ）約5,000万人、民間医療保険会社が約660万人となっている。 

今後政府は、これまで無保険となっていた層であるフォーマルおよびインフォーマルセクタ

ーの対象者の特定と継続的な徴収のほか、未払いに対する罰則の規定や、所得保障の拡充を見

据えた労働･社会法制の整備が求められている。 

 

② 医療保障制度 

2014年１月に労働実施機関(ＢＰＪＳ)Healthが設置され、ＢＰＪＳを運営主体とする医療保

険制度（ＳＪＳＮ: Sistem JaminanSosial Nasional）Healthが開始された。この制度におい

ては全国民（６ヵ月以上インドネシアで働く外国人を含む）を対象とし、加入者は原則無料で

医療を受けることができる。職種や給付を希望するサービスによって保険料が異なり、地方政

府による貧困者向けの制度（ＪＡＭＫＥＳＭＡＳ）から移行した者に対しては政府負担がされ

ている。 

しかし、制度開始時には国民皆保険制度をめざしていたものの、2019年までに全国民にカバ

ー率を広げることとされるなどの事実上の先送りがなされ、2015年12月時点での本保険制度へ

の加入者数は１億5,679万人とされている（このほかに民間保険に加入している者もいるが、

全国民の約３割超が無保険者となっている）。 

これまで企業の福利厚生において民間保険に加入していた者にとっては給付水準が落ちる

ケースもあり、差額医療費を支払ってでも追加サービスを受益したい旨の要請に対応すべく、

制度施行後には民間保険会社と協力し、給付調整（ＣＯＢ：Coordination of Benefit）プロ

グラムを新たに運用開始した。当該プログラムは、保険会社の提供するプランに加入すること

で、①医療保険制度への加盟病院で治療を受ける際、差額ベッド代などを民間保険で賄うこと

が可能となる、②医療保険制度への加盟病院でない病院であっても、保健省と契約しているＣ

ＯＢプログラム病院で治療を受ける際、入院時において、保険会社が一度費用を立て替えた上

で、ＢＰＪＳの給付水準の内容はＢＰＪＳからカバーされる（ＢＰＪＳの給付水準を超えた部

分のカバーについては、それぞれの保険会社との契約次第。外来受診は対象外）。外国人につ

いても、６ヵ月以上就労する場合は強制加入となった。 
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③ 労働社会保障制度 

2015年から新しい労働者向けの総合的な労働社会保障制度が労働実施機関（ＢＰＪＳ 

Employment）において実施されている。 

現在の制度は、2004年の国家社会保障制度に関する法律にもとづき、強制加入である労災補

償、死亡保障、老齢保障および年金保障から成り立っている。 

労災補償、死亡保障および老齢保障は、国政機関以外の雇用主の下で働く労働者および非賃

金受領者（事業者、雇用関係以外の労働者など）が対象であり、外国人は、６ヵ月以上インド

ネシアで働く者が対象となっている。年金保障は国政機関および民間労働者が対象であり、外

国人については加入義務がない。 

 

主な内容はつぎのとおりである。 

ア．労災補償 

医療サービスおよび見舞金が規定されており、障害に応じた補償金が給付される。 

イ．死亡保障 

労働者の死亡時に定額の埋葬料および見舞金が支給される。 

ウ．年金制度 

2015年７月から公務員および軍人・警察等ならびに民間労働者を対象とした年金制度が実

施されている。 

年金保障の形態は、老齢年金、障害年金、寡婦・寡夫年金および遺族年金があり、老齢年

金の受給年齢は、2018年までは56歳であるが、2019年１月１日以降、57歳となり、65歳に

達するまで、以降３年ごとに１年ずつ上昇することとされる。 

老齢年金給付は、満期年齢に達し、180ヵ月相当、15年以上の加入年数がある場合に支給

される。 

年金保障の被保険者数は、約648万人（2015年12月末現在）となっている。 

エ．高齢者介護制度 

高齢者福祉は、身寄りのない高齢者、障害のある高齢者など恵まれない高齢者を主たる対

象としている｡そのため介護保険制度はないが、国による高齢者ホーム、慢性疾患用施設

がある。 

 

(2) タイ 

1) 社会的・文化的背景 

1987年に国民１人あたりのＧＮＰが千ドルを超え、1989年のＧＤＰ成長率は12％を記録した。

この経済成長と時を同じくして、政治的にもタイ社会は変貌を遂げた。軍事政権を倒し、さらに

1997年には民主憲法を制定するところとなった。特に1992年の暗黒の５月事件と呼ばれる大規模

なデモの際には多数の中流階層の人々がデモに参加していたという報告もあり、国民が政治に目

覚め民主化への要求を出してきた。この政治の民主化が夕イの社会保障･社会福祉の発展を成し

遂げてきたひとつの要因となっている。 

1990年、政府の財政状況が悪いことを理由に凍結されていた社会保障法（Social Security Act）
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の施行にあわせて、それまで恩恵的に行われていた貧困者に対する医療費などの給付がこの法律

にもとづいて行われるようになり、近代的制度へ移行していった。そして、その後制度が改正さ

れ、対象が10人以上の従業員のいる企業へと拡大され、さらに任意加入制度も設けられ、加入者

の増加も見られるようになった。 

社会保障制度は、中卒や高卒の学歴を持つ者がその多くを占める雇用労働者の下層部に属する

者だけでなく、大卒以上の学歴を持つ者が多くを占める中層や上層に属する者に対しても加入が

義務づけられたが、1997年の通貨危機以前は、社会保障制度を利用して政府が指定した病院で受

ける医療サービスは、自費で私立の病院に行く場合に比べて、質が悪いというイメージを中・上

層に属する人たちの多くが抱いており、彼らの多くは、社会保障費は払うものの、社会保障制度

は利用せず、民間の保険会社の保険を利用することの方が一般的であった。 

つまり、1997年の通貨危機以前のタイにおける社会保障制度は、いわゆるフォーマルな経済組

織や公共部門の下層部を主な対象とした制度として機能した。タイにおいてソーシャル・セーフ

ティネットの多くが下層部を主な対象とするかたちで運用されていた理由の一つは、タイの労働

団体の多くがフォーマル注２な経済組織や公共部門で働く者によって構成されており、彼らの要求

が、フォーマルな経済組織や公共部門で働く者のための制度を特に重視するかたちで行われたた

めと思われる。 

タイは上座部仏教のパターナリズムと王政の影響が大きい。タイの年金制度は「公務員」から

はじまっているが、この由来は「仏暦年文官制度」において、一定の身分以上の勅任官吏につい

ては、国王に対する長年の忠誠と貢献に対して国王が恩典を与えるという意味で、恩給が支払わ

れたことを起源とするため、保険よりも税財源の社会保障が多く存在する。しかし、十分な予算

がないため、社会保険以外の社会諸政策を通じた所得の再配分は機能していない。そのため、公

務員や企業被用者などすでにできあがっている制度とはサービスの質に大きな差があり、両制度

の統合は難しい状況にある。 

また、1999年の地方分権法以降、保健省の持つ予算の大半が地方に移管され、医療提供の地方

分権化が進められた。しかし、タイ政府は地方分権化と同時に医療財政については、中央集権的

な予算配分制度を構築したため、現在も中央の影響力が大きい状況が続いている。 

 

2) タイにおける社会保障制度 

① 概要 

タイの社会保障制度は図表４のように社会保険制度としての被用者社会保障制度(ＳＳＳ)

を中心に分野横断的な制度と医療分野に見られる階層縦断的な制度を組み合わせ、これに社会

福祉・公的扶助が補完するかたちで形成されている。民間保険制度を利用している富裕層を除

けば、社会保障分野のほとんどすべての分野がカバーされているのは公務員とその家族、なら

びに10人以上の被用者のある企業の被用者本人のみとなっている。 
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図表４ タイ社会保障制度のイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、農林水産業従事者や日雇い労働者、ストリートベンダーなどのいわゆるインフォーマルワ

ーカー、そしてその被用者の家族については社会保険的な制度は存在せず、専ら社会福祉事業に依

存しているため、保障の水準は極めて低い。 

タイにおいて も政策的プライオリティーを持って取り組まれている政策の一つが医療制度で

ある。2002年４月に完全実施となる30バーツ制度の導入によって民間保険も含めた４つの制度がす

べての国民に対する医療サービス提供を保障している。 

タイ政府は従来「できる部分からやっていく」といった政策実行のやり方をとっており、本来

も社会保障法の範囲でカバーされるべき農林水産業従業者などの社会的弱者層まで手が届いてい

ない状況にある。 

 

② 医療保険制度 

タイにおける現行の健康保険制度は、加入対象者別に、低所得者に限定した「30バーツ健康保

険制度」、民間企業向けの「被用者社会保障制度（ＳＳＳ）」、公務員を対象にした「公務員医療

給付制度（ＣＳＭＢＳ）」という三本柱から成り立っている。 

国民皆医療サービスである30バーツ制度は、初診料の30バーツ（約80円）のみを負担すること

で公立病院の医療サービスを受けることができる。保健省は、この制度を起点として、全国民を

統一的にカバーする国民健康保険制度を構築することを政策目標としている。タイ政府は、これ

らの制度を統合した「国民健康保険制度」の構築に向けた関連法案を、これまで国会に２回提出

してきた。タイ労組連合（ＬＣＴ）は、「1990年社会保障法」が施行されて以来、労働者が積み

立ててきた社会保障制度の積立金を、「30バーツ制度」の対象者にまで拡大させ、国民皆保険制

度の財源に充てることになるが、それは結局、労働者にとって大きな損害となるとの理由から反

対した。 
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③ 年金制度 

公的年金制度として、政府に勤務する公務員には「政府年金（税方式）」および「政府年金基

金（貯蓄型）」が、民間被用者には「社会保険制度」の老齢給付があるのに対し、農民、自営業

者、無業者をカバーした公的年金制度はなかった。しかし、2018年より従業員数が100人以上で、

民間企業で働く15歳から60歳までの従業員に対して、公的制度である厚生年金が導入される。毎

月の賃金より従業員と企業が厚生年金基金へ一定金額を納める。従業員は定年時に退職金とは別

に厚生年金基金に積立した額を受け取ることができる。これに対し、労働組合は国民の平均所得

を下回らない額を支給できる国民皆年金制度の設置を訴えている。 

 

④ 労働者補償制度(ＷＣＳ) 

労働者補償制度(ＷＣＳ)は、いわゆる労災保険であり、医療制度の中に組み込まれている。就

業時の労働災害に対して給付が行われる。この制度の特徴は、労働災害により身体に障害のある

患者に対する機能回復とスムーズな社会復帰を促進するためのリハビリテーションサービスの

利用が保障されている点であり、社会保障局もリハビリテーションセンターの建設に積極的な姿

勢を示している。これに対し、労働組合は労災時の保障額を、現行の給与の60％から100％へ引

き上げるよう訴えている。 

 

⑤ 失業保険制度 

失業保険制度は、長年労働組合などから実施を求められていたが、2004年から導入されている。

民間被用者向けの社会保障制度である被用者社会保障制度（Social Security Scheme:ＳＳＳ９）

に組み込まれて一元的に適用されている。受給対象者は、保険料を 低６ヵ月以上納め、かつ労

働省の職業安定所に登録した者で、解雇された労働者だけでなく、自己都合による退職者も含ま

れる。支給額は、前者が賃金の50％を180日間、後者は賃金の50％を90日間もしくは30％を180日

間のいずれかを選択する方式となっている。ただし、解雇の理由が犯罪行為などであった場合に

は、受給資格は喪失する。 

 

⑥ 高齢者介護制度 

公的な介護保障の仕組みは存在せず、主として家族や地域の支え合いなどで賄われている。一

方で施設サービスは、2014年時点で社会開発・人間の安全保障省管轄（12ヵ所）、自治体管轄（13

ヵ所）の公的入所高齢者施設（高齢者社会福祉開発センター）があるが、これらの施設は介護施

設というよりも救貧施設という性格が強いものも多く、しかも、膨大な数の待機者がいるといわ

れており、高齢者のニーズにこたえきれない状況にある。 

 

(3) ベトナム 

1) 社会的・文化的背景 

ベトナムの社会保障･社会福祉は他の開発途上国とは異なる。それは社会主義体制のもとで、

中央から地方に至る組織（人民委員会など）によって社会開発が統制されている点にある。政治

システムが経済システムを規定し、さらに社会システムを規定する構造の中で、社会開発の発展
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は当然中央型の開発にならざるを得ない。しかしながら、ベトナムは伝統的な「共同体」をベー

スにした「村（ムラ）社会」であり、家族はベトナムの社会を構成する経済や生活の単位として

重要な役割を持っていて、家族関係や地域のつながりなど伝統的な価値観がある。家族や親族同

士の関係が様々な社会関係の基本になっている。特に地元の仏教や儒教をはじめ、カトリック教

会などの宗教団体による相互扶助をベースに、都市部においても強固な地縁、血縁関係が様々な

社会問題解決の母体としてその役割を担ってきた。 

高齢者扶養に関して、ベトナム「婚姻家族法」では「親は社会に役立つ子を養育する義務を負

う。また、子は親を尊重、養護、養育する義務を負う。孫は祖父母を尊重、養護、養育する義務

を負う。家族構成員は養護し合い、助け合う義務を負う」と基本原則が定められている。さらに、

親子の関係では、親は子を愛し、保護、養育し、子の権利利益を保護すると同時に、子は親を愛

し、尊重、感謝、孝行する義務があることを規定している。 

1990年代以降の「ドイモイ」政策の市場経済化は、伝統的な共同体の原理を持つベトナム社会

の中で大きな影響を及ぼしつつあるものの、現在においてもなお、様々な社会システムの中で生

き続けている。 

平均寿命の延びや出生率の低下に伴い、今後は少子高齢化が急速に進行すると予想されている

が、インフォーマルセクターに対する社会保障カバレッジの遅れや、産業化・都市化の進展に伴

う伝統的コミュニティの変容が観察されているなど、高齢者を支える社会的基盤は極めて脆弱に

なりつつある。そのため、社会医療保険や公的扶助といった社会サービスおよび関連法の整備に

あたっては、伝統的な相互扶助の要素を積極的に活用することも課題となっている。 

 

2) ベトナムの雇用・社会保険制度 

① 概要 

ベトナムの社会保障制度の特徴は、医療保障と所得保障が統合されていること、また、公務

員と民間企業被用者との間で社会保障制度上の待遇に区別がないことである。医療保障では、

国民が職業や年齢の属性によって25のグループに分類されており、そのグループが加入義務と

財政方式によって、保険料を支払う仕組みになっている。医療保障における課題は、ベトナム

は2035年の高齢化率が15％を超えると予測されており、医療財政を維持するために、抜本的な

診療報酬支払方式の改革が必要な点である。所得保障では、給付内容によって長期保険と短期

保険に分かれている。所得保障の問題点は、医療保障に比べてカバレッジが低いことと、医療

保障と同じく財政の維持が困難な点である。公的扶助に関しては、国家的な貧困削減プロジェ

クトが多数実施されているが、総人口の1.3％を占めると予想される 貧困層の状況をまだま

だすべて捕捉しきれていないことと、公的扶助の予算が少ないために、１人あたりの給付額が

少なく、なかなか受給者が貧困から抜け出せないという問題がある。高齢者ケアについては、

政府と共同で高齢者協会が主導的に動いている点もベトナムの特徴である。現在高齢者の介護

は家族やコミュニティが対応しているが、今後高齢化が進むと、彼らでは対応しきれなくなる

ことが予想され、プロの介護士の導入が必要になる可能性がある。そのためにも、高齢化対策

に対応できる専門家の養成を各関連省庁に要請することが急務となっている。  

また、社会保険制度は、1961年より実施されていた公務員および政府系企業従業員、軍人向
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けの制度が、1995年から労使拠出型制度として一般民間企業に適用されるようになったことか

ら、1995年を事実上の現行制度の創設と考えることができる。社会医療保険と同様に、ＵＣ

(Universal Coverage)化に向けた努力がはかられているが、医療保障に比べ、加入者拡大の

進捗
しんちょく

は遅れているのが現状である。2018年５月、社会保障カバレッジを段階的に拡大する、「社

会保険改革に関するマスタープラン（Master Plan on Social Insurance Reform:ＭＰＳＩＲ）」

を決議し、すべての国民が社会保障の恩恵にあずかることをめざしている。また、ベトナムの

高齢化に伴う制度の持続可能性が大きな課題となっている。2009年には、ＡＳＥＡＮ諸国では

先進的といえる失業保険制度が導入されている。 

 

② 生活保護制度 

ベトナムにおける社会保障サービスの歴史を振り返ると、独立直後の食料援助そして1954年

からの独居老人・障がい者・孤児に拡大されたことに始まる。1996年以降は医療、教育、仕事、

生活水準の向上などにもサービスの種類を広げて対象者のニーズにこたえている。ベトナムに

おける生活保護制度の基本はコミュニティによる支援が優先であり、コミュニティでも支えき

れないケースに関して生活保護費の支給、生活保護センター（各省設置）での保護ということ

になっている。 

 

③ 医療保険給付 

ベトナム医療保険には強制加入と任意加入とがある。強制加入医療保険においては公務員と

賃金労働者以外は保険料拠出の義務は無い。一方、任意加入医療保険は単一の制度ではなく、

児童・生徒が加入できる学校医療保険制度とそれ以外の人々のための地域医療保険とに区別す

ることができる。 

強制加入の医療保険については、保健省の定めた範囲で原則として２割の自己負担によって

保険診療を受けることができる。自己負担の上限は 低賃金の６ヵ月分を超えないこととされ

ており、それ以上の支払いは社会保険基金が行う。叙勲者、老齢年金受給者、貧困者は自己負

担無しの保険診療を受けることができる。公立の医療機関のみならず社会保険と契約していな

い医療機関を受診することも自由であり、その場合には公立医療機関への診療報酬と同額が支

払われ追加的な費用は自己負担となる。つまり、保険診療と自由診療を組み合わせる混合診療

が認められている。 

任意加入の医療保険の給付内容は制限されているが､初期医療や救急医療については十分な

保障が用意されている。２割の自己負担には上限が設定されており、保険料拠出期間に応じて

給付内容が増えていく仕組みとなっている。270日以上の保険料拠出期間があれば、出産育児

休業給付を受けることができる。さらに連続して２年以上の保険料拠出期間があれば､心臓外

科手術､腎臓検査、破傷風や狂犬病の予防接種といった特別給付を受けられる。任意加入の医

療保険の保険料率は強制加入の医療保険よりも低く抑えられており、しかも家族で同時に加入

すれば割引になる特典もついている。 
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④ 老齢年金給付、高齢者介護制度 

1995年改正以前の公的年金は公務員、国営企業被用者､軍人のみを対象にした制度であった。 

そのため年金支給総額に占める加入者の拠出割合が約10％、国費が約90％となっている。現

行の老齢年金給付制度において満額受給するための条件は、20年以上保険料を拠出し、男性60

歳･女性55歳に達していることである。30年以上保険料を拠出し60歳に達した男性あるいは25

年以上保険料を拠出し55歳に達した女性は、 高額の年金給付を受けることができる。過酷な

労働環境で15年以上働いた経歴を持つ場合には、20年以上保険料を拠出したことを条件に、男

性55歳・女性50歳から支給される。この条件緩和は、1975年４月末日以前に南ベトナムまたは

ラオスで10年間働いた経歴を持つ者、または1989年８月末日以前にカンボジアで10年間働いた

経歴を持つ者にも適用される。 

退職年金を受け取っていない80歳以上の高齢者は、老齢福祉手当として給付が受けられる。

貧困で、身寄りがない場合などについては60歳以上から支給される。貧困、身寄りがないなど

の場合は、社会保護センターに入居し、そこで生活することができる。社会保護センターは、

高齢者以外も対象になっているが、全国に418施設があり、そのうち195施設は公立、223施設

は民間、利用者数は約４万2,000人となっている。 

高齢者向けの介護施設は非常に少ない。民間の介護施設もあるが、入居料は高額であり、一

部の富裕層しか入居できない。それ以外の場合は、家族が介護することが一般的である。 

 

⑤ 労働災害保険 

労働災害給付は、職場はもちろん通勤途上の事故、職業病も対象に含まれる。強制保険の対

象として無期契約や１ヵ月以上の有期契約のベトナム人労働者、労働許可証を有する外国人労

働者も対象となる。労働者が複数の使用者と労働契約を締結している場合、各使用者が個別に

当該義務を負う(労働安全衛生法第43条２項)。ベトナムでは「労災保険」は強制加入ではなく、

任意加入となっている。 

労働能力喪失率が５～30％であったとき４ヵ月分の 低賃金にあたる一時金が支給される。

労働能力喪失率が31～100％であったとき 低賃金の0.4～1.6ヵ月分が毎月の給付として支払

われる。労働能力喪失率81％以上で、脊椎損傷、全盲、両腕または両脚の喪失、重度の精神病

の者がヘルパーをつける費用として 低賃金の80％を毎月補助する。 

四肢、耳、目、歯、脊椎などを損傷した者には、義肢装具､補助機器を供与する。労働災害

給付の受給者が職場復帰する際には、再度の労働災害防止がはかられるように社会保険機構に

よる審査を実施する。労働者が労働災害によって死亡した場合には、その家族は 低賃金の２

年分にあたる一時金を支給される。さらに遺族給付および葬祭費用給付の対象となる。 

 

⑥ 失業保険給付 

加入要件は10人以上の労働者を雇用している企業で、12ヵ月以上の雇用契約または無期雇用

契約のあるベトナム人であること、受給要件は、失業以前24ヵ月の間に、保険料納付期間が12

ヵ月以上ある場合である。平均給与の60％を支給、給付日数は失業理由などに応じて３～12ヵ

月となっている。 

第４章 各国の社会保障の現状 
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図表５ ベトナムにおける社会保障の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) マレーシア 

1) 社会的・文化的背景 

マレーシアは、マレー系、華人系、インド系などという人種構成の多様性があり、マレー人の

経済的不利益を補うための経済政策（ブミプトラ優先政策）がとられてきている。社会保障制度

はマレー系の人々を主体に構築され、非マレー系の人々は社会保障制度には全面的には包摂され

ていない側面もあった。また、他国に比べて制度への拠出増に対する国民側からの抵抗感が大き

いという特徴がある。 

しかも、マレーシアには、元来、家族の中で相互共済のしくみがあり、その家族システムが、

社会サービスの一部を提供してきた。これはコミュニティで困っている人を助けるための彼ら自

身の社会的ネットワークと社会サービスシステムで、不幸な人を助けるという彼らの文化、宗教

観とも関わっていた。しかし、女性の社会進出などの影響により、現実の事例からは、宗教が老

親の介護を救い上げられない状況にある。 

また、年金については、個人が口座をもち、資金を積み立てていく一種の強制貯蓄制度として

の「プロビデント・ファンド」と呼ばれる制度が大きな柱をなしているが、これはイギリスの植

民地時代の影響である。 

 

2) マレーシアの雇用・社会保険制度の概要 

① 医療制度など 

マレーシア政府は、2015年に第11次マレーシア計画（11ＭＰ）を発表した。この中では、経

済成長、インフラ整備、環境配慮、人材開発のほか、平等社会促進および福祉の改善について

政策の柱としている。しかし、マレーシアは、経済の拡大による雇用の増大こそが 大の社会

保障であるとの考え方で一貫しており、従来、社会的保護の一つである「ソーシャル・セーフ

ティネット」に対して、積極的に進めてきたとは必ずしもいえない。また高齢者介護制度につ

いては、ＮＰＯやコミュニティのボランティアへの依存が大きい。 

公的な医療保険、介護保険は存在していないが、医療については、政府予算の支出によりわ

ずかな自己負担で公立の病院・診療所を受診することが可能となっており、低所得者は、基本
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的には無料となっている。ただ、質の高い医療を提供する有料の民間病院などでは、負担が重

く、貧困層は利用することができない。企業は、従業員のために、民間の医療保険に加入して

いることが多いが、すべての労働者にいきわたっているわけではない。現在は、政府が社会保

険方式の医療保険制度を創設すべく検討を行っている。 

また、社会福祉としての高齢者、障がい者、支援を要する児童・家庭、貧困層などに対する

サービスが展開されている。高齢者生活支援のための施設福祉の対応はまだ不十分な状態であ

るが、高齢者のデイケアサービスや訪問介護サービスなどの在宅福祉サービスがはじまりつつ

ある段階にある。 

 

② 雇用保険制度など 

近年、高齢退職者の貧困問題、医療費の増大による政府予算の圧迫などを受け、各種社会保

険制度（医療、失業、年金）の整備の必要性が唱えられ、制度化が推進されてきた。しかし、

制度への拠出に対する抵抗感は根強い。例を挙げると、2018年１月に導入された雇用保険制度

（ＥＩＳ)に対し、使用者側は、解雇された労働者は解雇手当のほか、人的資源開発基金(ＨＲ

ＤＦ)を通じて職業機能訓練を受講できる。その上で、失業手当を支給するのは制度の重複で

あり、不必要だとして反対したほか、労働組合側もＥＩＳの導入に賛成するものの、拠出金の

負担に関しては異議を述べた。 

所得保障に関しては、公務員の社会保障制度である政府年金制度（ＧＰ：Government Pension）

と民間企業の被用者に対する被用者積立基金（ＥＰＦ：Employee Provident Fund）、従業員社

会保障機構（ＳＯＣＳＯ:Social Security Organisation）に分かれている。  

ＥＰＦは労働者と雇用者で給料の規定分を拠出して積み立てる強制加入制度であり、退職時

に受け取る積立基金制度である。その他、住宅購入や医療、進学時にも一部を引き出すことが

できる。ＳＯＣＳＯは主に労働災害遺族年金、疾病年金、教育ローンなどを給付している。 

自営業者や家事手伝い、外国人労働者などについては2018年、(公的)厚生年金である退職金

積立基金が開始された。 

 

図表６ マレーシアの医療保障制度の概要 
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③ 高齢者介護制度 

関係行政機関およびマレーシア全国福祉評議会の協働により運営されている高齢者向けデイケ

アセンター（アクティビティセンター：ＰＡＷＥ）、ボランティアによる家事手伝い・付き添い、

送迎サービスなどが行われており、これらを実施するＮＧＯなどには政府から補助金が交付されて

いる。 

 

５．おわりに～急速に進む高齢化の中で～ 

東南アジア諸国が直面する挑戦は人類が初めて経験するものかもしれない。中低所得国にもかか

わらず、少子高齢化が進んだ例は歴史的に見て少ない。人口動態の傾向から推測すれば、ほぼすべ

ての東南アジア諸国で高齢化が進むと考えられ、老齢人口は今後十数年で約２倍となることが予測

されている。マレーシアでは、100万～300万人、タイ、ベトナムでは500万～1,000万人、インドネ

シアに至っては2,000万人が今後10年間で高齢者の仲間入りを果たす。社会構造が変化しつつある

中で、近い将来に到来する高齢社会に備えて、年金、医療などの社会保障制度の整備を進めていく

と同時に、介護サービスのような、必要な現物給付のシステムを構築することが、目前に求められ

ているといえる。 

次表は、今回の調査対象国（インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア）の社会保障制度の概

況であるが、高齢者介護制度以外はどの国も、少なくとも形式上は、比較的整備されているが、高

齢者介護はかなり遅れをとっていることが分かる。 

高齢者介護制度が未整備であることには、既述のように特定の宗教団体や家族、（農村）共同体

による相互扶助が地域のセーフティネットの一端を担っていることが大きな理由である。 

 

図表７ 各国の社会保障制度整備の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝統社会の中では、所得の面でも、介護の面でも、家族と地域社会での扶養が中心であったが、

産業の近代化とともに、その能力は失われていくのが普通であり、それに代わるものとしての新し
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い社会システムが求められる。高齢化の進展は、このような要請に拍車をかける。とはいえ、本報

告書の対象国では、すべてを公的な制度でまかなうことには限界があり、伝統的な慣行とともに、

新しいかたちを含めた相互扶助システムを反映させたかたちで社会保障制度を補っていくことも

重要な点であると考えられる。 

ほかにもいくつかの問題がある。１つは、いわゆる社会保障制度の確立にのみ、社会的な安定を

求めることは誤りで、社会保障と「職の提供を通じた生活保障」の連携の重要性については、改め

て強調しておく必要がある。特に若年者の失業問題は積極的に解決しなければならない。雇用創出

に必要な産業基盤を整えるとともに、実用的な技能取得のために職業訓練など職業能力向上に必要

な施策が求められる。このような施策はまたいわゆるインフォーマルワーカーの生活保障を検討す

る場合にも不可欠である。 

この意味で、アジア地域へ少子高齢化に備えた政策上の助言を与えるためには、（日本の）国際

援助機関と非営利組織、さらには民間部門などの相互補完的な関わりが一層必要となっていくこと

だろう。労働組合としてもそういった点に着目した支援のあり方を心がけたい。 
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