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データで見る 
ISSA 

国際社会保障協会は、社会保障機関や政府機関を繋ぐ世界をリードする国際機関です。ISSAは、専門的なガ
イドライン、専門家としての知識やサービス、サポートを提供して世界中のISSA加盟機関がダイナミックな社会
保障制度やその方針を発展させられるようにすることで、優れた社会保障運営を推進しています。1927年に設
立されたISSAは、国際労働機関の支援を受け、160ヵ国340以上の機関が加盟しています。

国際社会保障協会
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ISSA 優れた社会保障運営支援センターの開設と共に、ISSA はその
歴史において活気に満ちた新たな一歩を踏み出しました。同センタ
ーは、 ISSA が今後加盟機関に提供するプログラムやサービスの土
台となります。

はじめに
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同センターは、 ISSA の中心的な任務に
関するリソースや活動に焦点をあてること
を目的としています。ここでいう任務とは、
技術的および運営上の改善を通じた世界
規模での社会保障の推進および発展で
す。

同センターの最初の印象的な成果物
が、社会保障運営の中心分野を取り扱っ
た一連のガイドラインです。このガイドラ
インにより、国際的専門基準やプログラム
の実施参考例がはじめて加盟機関に提供
されました。

この ISSA ガイドラインと、 ISSA が次の
3年期に順次導入する新しい実践的な各
種サポートサービスにより、すべての加盟
機関がそのガバナンス、業務遂行および
サービスの質の改善を一層進められると
確信しています。

優 れ た 運 営 支 援 セ ン タ ー の 開 設
は、2013年11月にカタールのドーハで開
催された世界社会保障フォーラムのハイ
ライトでした。世界各国の1,000名以上の
専門家が社会保障制度に影響を及ぼす
重大な傾向と課題について分析するため
世界的規模のユニークな場に一堂に会し
ました。

同フォーラムにおいては、社会における
社会保障の明白な役割を最適化するため
の新たな戦略的アプローチについて、特
にプロアクティブかつ予防的な手法の利
用に関する議論がフォーラムでの中心的
位置を占めました 。

また、社会保障が社会における確かな
生産的投資であるとの認識の高まりを受
け、社会保障制度の保護と拡充のために
政治的な関与が増していることもフォーラ
ムで指摘されました 。

フォーラムでは、社会的保護を利用す
る権利の欠如が世界的には依然として重
大な課題であるものの、3年間の事業年期
の最終年にあたる本年は、何億人もの人
々が基礎的な年金や医療を利用する権利
を得て、社会保障がこれまでになく拡充さ
れました。

フォーラムでは、社会の結束と経済発
展を果たす重要な手段として有効かつ持
続可能な社会保障を提供するためには、
優れた運営が決定的に重要であることが
特に強調されました。

下記に示す通り、 ISSA は、優れた運営支
援センターの開設にとどまらず、地域社会

一年を振り返る
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の福祉、世界規模での調査・分析プロジェ
クトの調整、予防の文化推進など、多岐に
わたる分野において依然として積極的に
活動しており、その内容は掲載しきれませ
ん。 ISSA という組織は優れた社会保障を
目指す上級管理者や専門家で構成された
ユニークな共同体ですが、このISSAファミ
リーの力は、活動の質と多様性、また、加
盟機関がダイナミックに活動に参加してい
るという点において証明されています。

ダイナミックなプログラムを予定してい
る ISSA の次の事業年期（2014～2016年）
には、世界的な社会保障の開発を支援し、 
ISSA の活動や会員サービスにおいて革新
的事業や改善を進めていきたいと考えて
います。

この場をお借りして、この1年間に目標
達成に寄与した技術委員会、地域組織の
運営者、事務局スタッフおよび運営陣な
どのすべての方々に対して感謝の意を表
します。また、すばらしい世界社会保障フ
ォーラムを主催してくださったカタールの
退職・社会保険総合機関にも心より感謝
申し上げます。

会長

エロル・フランク・ストゥーブ

事務総長

ハンス-ホルスト・コンコルスキー
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ISSA は社会保障運営の改善を推進するべく革新的なツールとサー
ビスを開始します。

www.issa.int/excellence

ISSA 
優れた運営支援センター

ダイナミックな社会保障へのロードマップ
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ISSA 優れた運営支援センターは、社会
保障運営のグッドガバナンス、高い実績
やサービスの質を支援する新しく画期的
なイニシアティブです。

2013 年11月の世界社会保障フォーラム
において開設された優れた運営支援セン
ターの土台となるのは、社会保障運営の
主要分野に関し国際専門基準を示した一
連のガイドラインです。 

各ガイドラインは、具体的な分野にお
ける優れたものとは何かを定め、ケースス
タディ、グッドプラクティスその他の参考
資料へのリンクで補足されています。まず
8つの分野が  ISSA  ガイドラインで取り扱
われており、他の分野は現在準備中です。

優れた運営支援センターは、知識の入
手、優先順位の決定および改善の実現の
ためのツールやサービスを提供し、加盟
機関の改善を支援します。ガイドラインの
実践を完了した加盟機関に、特別な認証
を授与するプログラムの開始を計画して
います。

ISSA  加盟機関は、ウェブベースの専用プ
ラットフォームから優れた運営支援センタ
ーにアクセスすることができ、サポートセ

ンターでは、ガイドライン実施期間中の加
盟機関に情報や助言が提供されます。

各 ガ イド ラ イン を 6 カ 国 語 で 刊 行
後、ISSAは、アカデミーワークショップのプ
ログラムを開始しました。このワークショ
ップでは、特定のガイドラインの実施に取
り組んでいる上級管理者や専門家を対象
として、地域ごとにまとめて集中的かつ実
践的なトレーニングを行います。上級ディ
プロマコースも現在準備中です。

優れた運営支援センターは、 ISSA の加
盟機関向けの活動やサービスの基礎とし
て、世界中の社会保障上級管理者や行政
官向けの知識やグッドプラクティスのリソ
ースとして、徐々に構築されています。

 

IS
SA

 · 
年

次
報

告
 2

01
3–

20
14

年

www.issa.int/excellence


ISSA 社会保障運営 
ガイドライン
保険料徴収・納付義務遵守

グッドガバナンス

ICT

社会保障基金の投資 

職場のリスク予防

職場復帰と再統合

サービスの質

職場の健康増進
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世界社会保障フォーラム

世界社会保障フォーラムは、1,000名以
上の社会保障の専門家や127カ国の政策
立案者が知識を共有し、グッドプラクティ
スを評価し、社会保障にとり良好な戦略
を特定する唯一の場となり、ISSAにとって
も、社会保障にとっても画期的なイベント
でした。 

2013年11月10～15日までドーハのカ
タールで開催された世界社会保障フォー
ラムの参加者らは、社会保障が加速度的
な転換期にあることを認めたうえで、自身
が所属する機関が優れた運営の実現に
向けて取り組むことを表明しました。

プログラムには59のセッションと152の
講演があり、そのテーマは適用範囲拡大
から、社会保障運営の中心分野に関する
新しい ISSA ガイドラインの紹介まで多岐
にわたりました。フォーラムはカタールの
退職・社会保険総合機関の招聘で開催さ
れました。

社会保障の進展と傾向

フォーラムでは ISSA の世界の進展と傾
向にかかる報告書が提示され、経済や社
会、財政的な状況の複雑化が一層進むな
かで、社会保障制度においてよりよいサ

ービスの提供と数百万人を対象とした適
用範囲の拡大を実現している運営実績の
改善ぶりとその革新的なアプローチが示
されました。

同報告書により、社会保障給付や医療
の適用範囲拡大が近年急速に進展してい
ることが強調されました。その多くが最低
水準の社会的保護の構築を目標としたも
のであり、アフリカや中南米諸国のほか、
アジアで最も顕著に見られます。

地域や国にかかわらず、優れた運営を
追求した結果、運営実績が改善されてい
ます。これにより、最悪の貧困形態への取
り組み、医療への障壁の撤廃、労働市場
参加率の改善および人口高齢化に伴う財
政上の課題の管理改善といった共通の目
標の実現化が促されています。

喫緊の課題と長期的な課題を目の前に
して、同報告書は、社会保障運営の形態が
転換し、より少ない費用でより多くの人に
上質なサービスを提供できるようになっ
ていることを証明しています。

優れた運営への道のり

フォーラムのハイライトは、 ISSA 優れた
社会保障運営支援センターと社会保障運

ISSA 加盟機関は、持続可能、効率的かつ有効な社会保障制度の重
要な条件である優れた運営に取り組んでいます。

優れた社会保障：展望と現実
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営8分野に関する専門ガイドラインの発表
でした。これらは、ISSA の画期的な新機軸
をあらわしたものであり、優れた社会保障
運営を推進するリソースでもあります。

優れた運営支援センターのセッション
冒頭、世界一周気球飛行の記録保持者で
あり、革新的な太陽エネルギー飛行機ソ
ーラーインパルスで名高い先駆的なスイ
ス人冒険家、ベルトラン・ピカール氏によ
る示唆に富んだプレゼンテーションが行
われました。同氏は、フォーラムの参加者
らに対し、“気球の砂袋を外し”、個人として
も組織としても、新たな地平線に自らを開
放するよう促しました。

同センターは上級管理者の専門的なニ
ーズを満たすために特別に開発されたこ
とから、 ISSA 加盟機関に専門的なサポー
トや能力開発サービスを提供するための
強力な機能が用意されています。

優れた業績に贈られるISSAアワード

フォーラム開催中、 ISSA は、ブラジル
政府の先駆的な貧困撲滅プログラム「ボ
ルサファミリア（Bolsa Família）」を評価
し、第1回「社会保障における特別業績賞
(Award for Outstanding Achievement in 
Social Security）」を同政府に授与しまし
た。ボルサファミリア10周年を迎えての受
賞でした。

この賞は、国内外を問わず、社会保障の
推進と発展に著しく寄与した機関やプロ
グラムに対し ISSA 執行部が3年ごとに授
与するものです。
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世界社会保障フォーラム
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プロアクティブかつ予防的なアプローチで
未来を形づくる

フォーラム開催中のディスカッションで
は、社会保障の理念や実践手段が拡大し、
プロアクティブかつ予防的な取り組みが
高まっていることが明確になりました。早
期介入によるリスクの予測と軽減が健康
や福祉、経済活動の改善や社会保障制度
の持続可能性強化を支えています。

社会保障のパラダイムシフト

フォーラムでは、社会保障の発展にお
ける世界の重心がシフトしており、過去20
年において、多くの分野をリードするブリ
ックス（BRICS）諸国を含む新興国で大き
な発展が見られ、適用範囲が著しく拡大
されたことが確認されました。

また、社会保障が形態および範囲の面
で「パラダイムシフト」にあることを強調し
ました。この背景には、すべての人々に適
切な社会的保護を提供する必要性につい
て政治的コンセンサスが高まっているこ
と、保護的、プロアクティブかつ予防的な
アプローチを包含して社会保障をより総
合的に判断するようシフトしていること、
社会保障が投資であって費用ではないと
の認識があります。

世界社会保障サミットでは、社会保障
においては国際的な政治的関与が高まっ
ており、多くの国が緊縮財政下にあるにも
かかわらず、社会結束の不可欠な要素の
ひとつとして、および社会的正義の一条件
として、社会保障が認識されているとのあ
る程度の楽観した見方を各国の大臣や国
際機関の代表が示し、フォーラムが閉会し
ました。

www.issa.int/wssf2013
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社会保障と世界規模の 
メガトレンド
社会保障制度は、社会や経済に影響を及ぼす世界規模のトレンド
を予測し、それに影響を及ぼすことができるはずです。

www.issa.int/megatrends

リスク軽減のための改革
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社会保障制度はライフサイクルのリス
クに対応するために存在しますが、その
リスクの性質や規模は経済的、社会的、人
口的および環境的なトレンドの進展に応
じてその時々により異なります。ISSAは、こ
のような外的要素、あるいは、いわゆるメ
ガトレンドが今後数十年にわたり社会保
障制度に及ぼす影響の程度や、社会保障
が、こうしたメガトレンドの社会に対する
影響をいかに予測し、軽減できるかにつ
いて分析しています。

社会保障は、急速に変化する労働市場
に直接影響されます。労働市場では、職歴
の短縮、大規模なインフォーマルセクター
および解雇の対象になりやすい職種がま
すます目立つようになっています。若年層
の失業や労働移住が教育水準の高まりや
女性労働参加率の発展と相まり、制度運
営に長期的かつ複雑な課題が生じていま
す。このような課題が国や地域を問わず生
じている一方で、人口的、経済的および社
会的な相違が地域ごとにあらわれます。

このようなトレンドの影響に、社会保障
が革新的に対処することのできた分野が
複数特定されています。たとえば、人口高
齢化により労働力への圧力がかかれば、
高齢労働者の募集、保持およびトレーニ

ングをサポートするためのインセンティ
ブが必要になるほか、多様な労働人口に
対し妥当な適用範囲を確保するため年金
制度を見直すことが求められます。増加す
る移民労働者をカバーするための実務対
応策としては、ターゲットをより絞ったコミ
ュニケーション活動や、非公式経済の労
働者に給付やサービス提供の内容を合わ
せていくことが挙げられます。

現在調査されている他のメガトレンド
には、気候変動や人口動態のトレンドの
ほか、社会の転換が社会保障に及ぼす様
々な影響が挙げられ、これらのトピックは
2014年後半に開催されるISSA社会保障
制度国際研究会議の議題となっています。
この政策研究プログラムで ISSA が目指し
ているのは、加盟機関がこのようなトレン
ドにより生じる可能性のある負の影響を
軽減するためのダイナミックかつプロアク
ティブな社会保障上の取り組みを特定す
ることです。
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労働市場のメガトレンド
労働市場における世界規模でのメガ
トレンドと社会保障上の対応策

失業、特に若年者の
失業

若年者の長期的な失業の
問題に対処する、プロアク
ティブで対象者に合わせ
たアプローチ

雇用主と協働して適切な
インセンティブを創出

依然として規模の大 
きいインフォーマル
経済

給付や提供への革新的な
アプローチ

対象者に合わせたコミュ
ニケーションを図ることに
より社会保障の価値に関
する認識を改善  

移民流入の拡大

運営の調整およびICTの
利用によるコミュニケー
ションの改善

二国間および多国間での
協定

サービス業での 
雇用増加

衛生的な労働環境に関す
るプロアクティブかつ予
防的な取り組み 

様々な性質の受給者に
対応するよう障害給付を
変更

職歴の断片化 フレキシブルな給付 

労働力の高齢化

高齢労働者を積極的にサ
ポート

パート勤務やフレキシブ
ルな就労形態を可能に

女性労働参加率の
改善

給付金やサービス内容を
目的に合わせてフレキシ
ブルに

雇用主の情報とインセン
ティブ

13



www.issa.int/extension
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社会保障の 
適用範囲拡大
ISSAのイニシアティブは、自営業者、移民および家庭内労働者を含
む適用困難な集団への社会保障の適用に焦点をあてています。

社会保障の適用範囲を効果的に拡大
するには、特定の人口グループに適用す
る際に生じる運営政策上の課題に対処す
る取り組みが必要です。適用困難なグル
ープとして、非農業自営業者、移民、家庭
内労働者および農漁業従事者が挙げられ
ます。 

ISSAは、このような労働者グループ特有
の状況やニーズに対処するため幅広い取
り組みを取り上げてきました。

世界の移民労働者は10億人を超えると
推定されており、流入増加の実際的な影
響に対応して、多くの機関が二国間協定
や多国間協定の件数を増加させているこ
とが分かります。

移民労働者を社会保障制度に組み込
むための有効なアプローチとして、受給資
格条件や拠出金計算の柔軟化、多言語で
の情報提供、母国の社会保障機関と移住
国の社会保障機関での調整、対象者に合
わせた給付が挙げられます。

収入に変動があり、雇用見通しの不確
定性が大きい自営業者については、運営
上のアプローチとして、アクセスの改善、対
象者の目的に合致した情報提供、給付金
計算の根拠の見直しや、給付金の財源確
保の革新的なアプローチが挙げられます。 

適用を推進する実践的なリソース

社会保障運営において適用範囲拡大
を推進するための実践的なリソースとし
て、 ISSA は、社会保障の適用範囲拡大に
関する2種類のハンドブックを作成し、同
書において、自営業者や移民労働者それ
ぞれについて適用範囲の拡大や改善に
関する主な障壁とその対処法を記載して
います。

またISSAは、ブリックス（BRICS）諸国（ブ
ラジル、ロシア連邦、インド、中国および南
アフリカ共和国）での進展を継続的に分
析しています。これらの国々は全体的に、
社会保障の適用範囲拡大において世界を
主導し続けています。今後は、ICT、第一線
のサービス網の改善、および社会保障の
適用困難なグループへの適用範囲拡大を
含む複数の分野での情報交換や協力を
強化する段階に入ります。

あらゆる人に社会保障を
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労働安全衛生と
福祉

労働安全衛生は過去から現在において、社会保障制
度における中心的な検討課題です。毎年、230万人が
職場で死亡していると推定され、職業病については1億
6,000人の新たな事例が報告されています。

グローバリゼーションと職場環境の変化を背景とし
て、労働者は、職場の内外で健康面の問題に直面して
います。グローバリゼーションには非正規雇用の増加
や移民労働者の流入増大が伴い、多くの労働者は一層
高いリスクにさらされています。心理社会的・人間工学
的な問題は、長期的な欠勤や就労不能の割合を増大さ
せる主な原因であることから、新しい技術に伴うリスク
と同様に、特別な検討課題を生じさせます。

公私の生活の区別がより流動的になっていることか
ら、社会保障戦略においては個人の健康や福祉への総
合的なアプローチを重要視する必要性が一層高まって
います。予防はもはやリスク予防のみならず健康促進や
再統合として理解されうるものです。このような新しいア
プローチが成果を見るのは、社会のあらゆる人が労働
者の健康を保護、維持、回復するための役割を担う予防
の文化が世界規模で醸成した場合に限られます。

ISSA は、予防特別委員会とその13の国際予防部門を
通じてあらゆる産業部門の労働災害や健康問題の予防
に関する独自の専門家網を確立し、戦略を策定してい
ます。2014年8月、 ISSA は ILO およびドイツ労災保険機
関（German Social Accident Insurance）（DGUV）とドイ
ツのフランクフルトにおいて第20回労働安全衛生会議

（XX World Congress on Safety and Health at Work）
を共催し、社会保障が重要な役割を担うこの新しい戦
略概念を推進していきます。

ISSA は総合的な予防の文化を推進してい
ます。

www.issa.int/prevention

予防
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世界の ISSA
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優れた社会保障の 
ための情報源
ISSAウェブポータル

2013年12月から開始した新しいISSAウェブポー
タルは、世界の社会保障の進展に関する情報、ニ
ュース、データおよび分析結果を総合的に提供し
ます。個人向けにカスタマイズされたMy ISSA、優
れた運営支援センターやISSAガイドラインのほ
か、重要情報へのアクセスなどの専用サービスは
加盟機関に限定して提供されます。

www.issa.int

www.issa.int/excellence

ISSA Guidelines

Prevention of Occupational Risks

Leitlinien der IVSS

Good Governance

ISSA Guidelines

Information and Communication 
Technology

ISSA Guidelines

Investment of Social Security Funds

ISSA Guidelines

Contribution Collection and Compliance

ISSA Guidelines

Return to Work and Reintegration

ISSA Guidelines

Service Quality

ISSA Guidelines

Workplace Health Promotion

出版物およびリソース
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社会保障運営に関する ISSA ガイドライン 
ISSA ガイドラインは、具体的な運営分野において優れたものとは何かについて、その国際的な専門基準を纏めたものです。

各ガイドラインでは、社会保障運営における優先分野が掲載されています。

英語、アラビア語、フランス語、ドイツ語、ロシア語およびスペイン語版があります。
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www.issa.int/review

国際社会保障レビュー
初版1948年の「国際社会保障レビュー」は、社会保障分野において四半期ごとに刊行される世界で

も主要な刊行物です。最新の課題に関する国際比較・徹底的議論および社会保障の方針・制度の比
較分析研究に関する記事を精鋭の社会保障専門家が提供しています。

オンラインアクセス：英語については1967年以降、フランス語、ドイツ語およびスペイン語について
は2008～2013年の記事が用意されています。ISSA加盟機関は、MY ISSAから本レビューに無料でア
クセスすることができます。

英語版があります。新しい記事の要約については、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、
ポルトガル語、ロシア語およびスペイン語版全言語にあります。

世界の社会保障制度一覧
連続シリーズである世界の社会保障制度一覧は、アジア太平洋、アフリカ、南北アメリカ、ヨーロッパ

編の順に６ヶ月おきに刊行し、各編２年ごとに改定されます。各編では特定地域の社会保障制度の特
徴に関する概要が掲載されます。「世界の社会保障制度一覧」は、アメリカ社会保障庁とISSAの協働に
より作成されています。

英語版があります。

www.issa.int/SSPTW

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Asia and the Pacific, 2012

Social Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Africa, 2013

Social Security Programs 
Throughout the World: 
Europe, 2012

Social SecuritySocial Security

Social Security Programs 
Throughout the World: 
The Americas, 2013

www.issa.int/DT

The Americas:
Improving coverage through 
the innovative transformation  
of social security
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Dynamic Social Security:
A global commitment to excellence
GLOBAL REPORT 2013
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Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security

DEVELOPMENTS & TRENDS

Africa: 
A new balance 
for social security
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Europe:
Enhancing the sustainability 
of comprehensive 
social security systems
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社会保障の進展と傾向
シリーズ刊行であるこの地域レポートは、社会保障における最近の最も重要な進展と傾向を世界全体と地域別に特定し、総

合的に分析します。また、ISSA事務局に集積されている広範囲に渡るデータと具体例を用いて、各地域の社会保障が直面する
重要課題を確認します。

英語版があります。地域によっては他言語版があります。

www.issa.int/review
www.issa.int/SSPTW
www.issa.int/DT
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国際社会保障協会

ISSA General Secretariat

4 route des Morillons 
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CH-1211 Geneva 22

T: +41 22 799 66 17 
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www.issa.int
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