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国際社会保障協会



データで見る 
ISSA

国際社会保障協会は、社会保障機関を繋ぐ世界
をリードする国際機関です。ISSAは優れた社会保
障運営の支援を通じて、グローバル化する世界の
中で社会的側面としてのダイナミックな社会保障
を推進します。

ISSAは世界中でダイナミックな社会保障制度を
構築し推進するため、加盟機関に情報、専門家の
助言、社会保障の基準とグッドガバナンスガイド
ライン、ベンチマーキングの機会、グッドプラクテ
ィスおよび討論の場を提供しています。

1927年に設立されたISSAは、ジュネーブの国際
労働事務局に本部を置いています。

ISSAのデータベースに 記録さ
れた社会保障のグッドプラクテ
ィス

323件

ISSAのイベントへの参加者

2,279人
(2012年6月から2013年5月)

1,118,032人
(2008年6月開設以降)

『国際社会保障レビュー』閲覧数

2,596回

ISSAウェブサイトのページビュー

1,003,890回

219の国と地域から、ISSAウェブサイト
への訪問者数

159カ国

1927年のISSA設立以来

85周年

[ 事実と数字で見る ISSA ]
特に断りのない限り、数字はすべて2012年に関するものです。

338の加盟機関 
(2013年8月現在)

国際社会保障協会
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[ 技術委員会 ]
ISSA加盟機関の専門家で構成されるISSAの
技術委員会と予防特別委員会およびその国
際予防部門のネットワークは、ISSA 3カ年計画
の一環として次に関する様々な会議と調査を
実施しています。

•   雇用政策・失業保険
•   統計・保険数理・財務研究
•   家族給付
•   予防特別委員会
•   労働災害・職業病保険
•   情報通信技術
•   社会保障基金運用
•   老齢・障害・遺族保険
•   医療・疾病保険
•   共済組合
•   組織・運営管理・革新
•   政策分析・研究

[ ISSA 役員 ]
会長 
エロル・フランク・ストゥーブ(オランダ)

副会長 
ダテュク・カシラヴェリュ・セルヴァラジャ(マレーシア)

会計役 
フィリップ・コヌス(スイス)

事務総長 
ハンス-ホルスト・コンコルスキー(デンマーク)

総会

評議員会

役員会

監査委員会

事務局

事務総長室 地域組織

社会保障オ
ブザーバト

リー
リソース・ 
サービス

技術委員会 予防特別委員会

社会保障 
推進

[ 3 ]

[ I
SS

A 
· 年

次
報

告
 2

01
2–

20
13

 年
 ]



ISSAは、創立以来85年にわたって、社会保障の政策
決定者が一堂に会して意見を交換するための比類な
い討論の場を提供すると共に、世界中の社会保障機
関との独特な国際ネットワークを通じて、専門知識、デ
ータおよびサポートの利用機会を提供してきました。

ISSA事務局は、そうした比類ない歴史的役
割と立場を土台にして、技術委員会の支援
のもとに、包括的な各種ガイドラインを作
成しました。このガイドラインは、向こう数
年間に行われる重要な革新的・戦略的開
発、すなわち優れた社会保障運営のための
ISSAセンターの創設の根幹となるでしょう。 
このセンターについては、当報告書でさらに 
詳述します。

ISSAは、成果に基づく予算事業策定方法の一環とし
て、加盟機関の意見、関心動向および優先事項を評
価し分析するための全体的なISSA加盟機関調査を
実施しました。全加盟機関の80%以上がこの調査に
積極的に参加したことから、意欲の強さが伺われま
す。

調査結果からは、ISSAの様々な加盟機関向け成果物
およびサービスの品質、適切性および効果について
全般的にきわめて好意的な反応を読みとることがで
き、将来の活動方向に関する重要な参考資料が得ら
れました。

この3年期中のISSAの活動の中で、社会保障の適用
範囲拡大や、プロアクティブかつ予防的な社会保障な
どの中核的問題が重要性を増したほか、注目すべき
ハイライトの１つとして、ブリックス(BRICS)諸国の社
会保障に関する重要な比較研究の報告書が刊行され
ました。

この1年は、3年間の事業周期の最終年だけに、格別
に活発な活動が行われた年でした。期間中に挙行さ
れた主な行事として、ISSA社会保障アクチュアリー統
計専門家国際カンファレンスやISSA国際研究セミナ
ーのほか、アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパなどの
各地域社会保障フォーラムなどが挙げられます。とり
わけ際立った成果として挙げられるのは、各地域フォ
ーラムの際に授与されたグッドプラクティス賞への応
募の記録的な件数と高い質でした。このことは、すべ
ての地域の社会保障の革新的かつダイナミックな性
質を物語っています。ISSAは、2012年6月に国際労働
機関（ILO）が世界各国への「社会的保護の土台」の勧
告を採択したことを、社会保障にとって歴史的な画期
的出来事と認めて歓迎しました。ISSAは、2012年5月
にILOとの間に締結した覚書に基づき、その比類ない
加盟機関網を通じて将来「社会的保護の土台」の実
施に当たって重要な役割を果たすことになっていま
す。

一年を振り返る
この1年は、社会保障の世界でもISSA内でも重要な進展が見ら
れました。ISSAはこの年も加盟機関との戦略的関係の新時代に
備えた活動を続けてきましたが、この心躍る新時代への発展の
支えとなる柱も完成に近づきつつあります。
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10月に創立85周年を祝ったことで、ISSAは自らの歴史
における重要な段階を迎えました。この創立記念日
は、ISSAの積年の成果を評価すると共に、世界の社会
保障を形成するメガトレンドや課題の将来を見据えた
上で、間違いなくISSAの歴史の新しい1章を形成する
ことになる新しい戦略を練るための好機となりまし
た。

最後に、われわれは、この1年間に知識を分かち合
い、専門知識を提供し、また、数多くの活動や成果物
の開発と実施に当たって当協会をご支援いただいた
すべての加盟機関各位および協力者の方々に心から
感謝の意を表します。さらに、野心的な事業目的の達
成のために努力を傾注しハードワークをこなしてくれ
たISSAのスタッフとマネジメントにも特別の感謝をさ
さげます。われわれは、優れた社会保障運営の達成に
向けての密な協力が今後も継続されることを期待し
ています。

ISSA会長
エロル・フランク・ストゥーブ

ISSA事務総長
ハンス-ホルスト・コンコルスキー
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優れた社会保障運営は、アクセス可能、持続可能、か
つ効果的な社会保障制度の成立条件としてますます
明確に認められるようになっています。ISSAは、運営
の改善を通じて社会保障を促進するという付託任務
に基づいて、「優れた社会保障運営のためのISSAセン
ター」の基礎を構築しているところです。同センター
は、運営改善を目指して努力する加盟機関の支援の
ために新しい成果物やサービスを提供することにな
ります。

2013年11月の世界社会保障フォーラムの開催時に
発足する予定の「優れた社会保障運営のためのISSA
センター」は、ISSAガイドラインの中で定義されている
ベンチマークを目標とした加盟機関の運営能力強化
のプロセスモデルに基づいています。 ISSAは、業務改
善に取り組んでいる加盟機関への実務的な支援を提
供することを通じて、各加盟機関の上級経営管理者に
とっての主要な事業協力者になることと、世界中のダ
イナミックな社会保障制度の発展への貢献を強化す
ることを目指しています。

ISSAは、業務改善に取り組んでいる加盟機関への実
務的な支援を提供することを通じて、各加盟機関の上
級経営管理者にとっての主要な事業協力者になるこ
とと、世界中のダイナミックな社会保障制度の発展へ
の貢献を強化することを目指しています。

優れた社会 
保障運営の 
推進
ISSAはその中核的サービスを社会
保障機関の制度運営能力強化のた
めに拡大しています。
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優れた社会保障運営支援センターの拠り所となるの
は、ISSA技術委員会支援のもとで開発された国際的
専門基準である一連のISSAガイドラインです。ISSAガ
イドラインは、関係する運営分野で優れた運営を構成
する要素に関する知識を加盟機関が得ることに役立
ち、したがってまた運営改善のベンチマークの定義を
通じて加盟機関が改善目標を設定することを支援し
ます。

ISSAガイドラインは、まず社会保障運営の8つの主要
分野に関して策定され、利用しやすいインターネット
を通じて、各ガイドラインの短い概要と本文への容易
なアクセス方法を加盟機関に提供することになってい
ます。

追加のガイドラインとしては、保険数理的評価、適用
困難な集団への適用範囲拡大、および社会保障機関
のコミュニ ケ ー ション に 関 するもの が 予 定 さ
れ、2014-16年の3年期中に作成されることになって
います。

[ 優れた社会保障運営
    の8つの中核的分野 ]

グッドガバナンス

サービスの質

情報通信技術(ICT)

保険料徴収と納付義務遵守

社会保障基金の運用

職場復帰と再統合

職場健康促進

職業リスクの予防

社会保障運営の 
ガイドライン
ISSAは優れた社会保障運営の主要分野に専門基準
を導入しています。
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アメリカ地域の社会保障
革新と変革
アメリカ地域は、この10年間に顕著な社会的業績を達成しました。

2012年12月5日から7日までペルーのリマで開かれ
たアメリカ地域社会保障フォーラムにおいて、同地域
の社会保障運営者および専門家が同地域全域での
社会保障の適用範囲拡大を歓迎する意を表した上、
地域の社会保障文化に貢献する中核的価値を醸成
する方法を検討しました。

アメリカ地域はこの10年間に顕著な社会的業績を達
成しましたが、同地域の社会保障機関は、依然として
十分な社会的保護の提供および、とりわけ社会保障
の適用範囲拡大に当って、多くの課題に直面していま
す。

同フォーラムで発表された進展と傾向に関する報告
書によれば、アメリカ地域諸国の社会保障制度は、革
新的な事業設計と状況に応じた適用範囲拡大策の
組み合わせを通じて、貧困と格差の削減に寄与して
います。また、報告書「アメリカ地域：社会保障の革新
的変革を通じての適用範囲の改善」(The Americas: 

Improving coverage through the innovative 
transformation of social security)は、同地域の社
会保障に係る次の4つの側面を分析しています。
・ 財政制約下の適用範囲拡大
・ 格差縮小のための社会保障の役割
・ 給付の提供と実施の断片化を管理する効果的方策
・ プロアクティブかつ予防的対応のための必須要素

である社会保障教育と文化への投資

このフォーラムの終わりに行われた地域社会保障サ
ミットでは、社会保障へのプロアクティブかつ予防的
取り組みの重要性が増しつつあることが強調され、ま
たそうした取り組みには社会における関係者すべて
の積極的な参加が必要であることが確認されまし
た。

詳細は以下をご覧ください。

www.issa.int/rssf-americas12

[ 8 ]

[ I
SS

A 
· 年

次
報

告
 2

01
2–

20
13

 年
 ]



ISSAアメリカグッドプラクティス賞  
2012年のISSAアメリカグッドプラクティス賞は、若
年者への多数の良質の職の提供を目指す国家社
会保障政策が高く評価された、アルゼンチンの社会
保障省に授与されました。
審査員団はまた、次の7機関のプロジェクトに対して
社会保障のグッドプラクティスを特記した表彰状を
授与しました。

•  ブラジル国立社会保険院(National Social 
Security Institute)

•  カナダ　ケベック年金委員会(Quebec Pensions 
Board)

•  メキシコ社会保障協会(Mexican Social Security 
Institute)

•  メキシコ国家公務員社会保障公社(State 
Employee’s Social Security Institute)

•  パナマ社会保険基金(Social Insurance Fund)
•  ペルー社会保険庁所轄社会健康保険機関

(EsSalud – Social Health Insurance Institute)
•  ウルグアイ社会保険銀行(Social Insurance Bank)

社会保障データベース中のISSAグッドプラクティス
は以下を参照ください。
www.issa.int/goodpractices
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世界の ISSA

アメリカ
アンデス諸国連絡事務所
ペルー(リマ)のDerrama Magisteril
が活動拠点

北中米連絡事務所
メキシコ(メキシコシティ)の国家被
用者社会保障・社会サービス機関
(State Employee’s Social Services 
Institute)が活動拠点

南米コーノスール連絡事務所
アルゼンチン(ブエノスアイレ
ス)社会保障庁(National Social 
Administration)が活動拠点

ポルトガル語諸国フォーカルポイ
ント
ブラジル(ブラジリア)の国民社会
保障機関 
(National Institute of Social 
Security)が活動拠点
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  事務局 
  連絡事務所/ネットワーク
  フォーカルポイント(活動拠点)

ISSA加盟機関 (2013年8月現在)
正会員 準会員 合計

アフリカ 80 11 91

アメリカ 44 16 60

アジア太平洋 47 16 63

ヨーロッパ 97 27 124

合計 268 70 338

アフリカ
中央アフリカ連絡事務所
カメルーン(ヤウンデ)の全国社会保
険基金 
(National Social Insurance Fund)が
活動拠点

北アフリカ連絡事務所
モロッコ(カサブランカ)の全国社会保
障基金 
(National Social Security Fund)が活
動拠点

南アフリカ連絡事務所
南アフリカ(プレトリア)の社会開発省
(Department of Social Development)
が活動拠点

西アフリカ連絡事務所
コートジボワ－ル(アビジャン)の社
会保険機関国民社会基金(Social 
Insurance Institute-National Social 
Fund) が活動拠点

東アフリカフォーカルポイント
ケニア(ナイロビ)

アジア太平洋
アラブ諸国連絡事務所
ヨルダン(アンマン)の社会保障公社 
(Social Security Corporation)が活動拠点

東アジア連絡事務所
大韓民国(ソウル)の国民医療保険公団 
(National Health Insurance Corporation)
が活動拠点

南アジア連絡事務所
インド(ニューデリー)の国営従業員保険 
公社(Employees’ State Insurance 
Corporation)が活動拠点

東南アジア連絡事務所
マレーシア(クアラルンプール)が活動拠点

（機関未定）

中国加盟機関のフォーカルポイント
中国(北京)の人材社会保障省社会保険庁
(Social Insurance Administration of the 
Ministry of Human Resources and Social 
Security)が活動拠点

ヨーロッパ
ISSAヨーロッパネットワーク
ポーランド(ワルシャワ)の社会保険機関 
(Social Insurance Institute)が委員長を務める運営
委員会

ユーラシアのフォーカルポイント
アゼルバイジャン(バクー)
の国家社会保護基金
(State Social Protection Fund)
が活動拠点
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アジア太平洋 
革新的かつプロ 
アクティブな社会 
保障
社会保障は様々な開発目標の達成に重要
な貢献をしています。

アジア太平洋地域社会保障フォーラムは、同地域の
社会保障機関の指導者に、すべての国に影響を与え
ている急激な経済的、人口動態的および社会的変化
に諸国の政府や機関が適切に対処する方法に関して
分析し意見を交換するための比類ない討論の場を提
供しました。同フォーラムは、2012年10月30日から
11月1日まで大韓民国のソウルで開催されました。

アジア太平洋地域の諸国政府は、社会的保護が、貧
困と格差への取り組みおよび国民の健康と福祉の促
進のための適切な手段であることを確認しました。

同フォーラム向けに作成された進展と傾向に関する
報告書は、同地域の社会保障には次の4つの主要な
傾向が存在することを強調しています。それは、第1
に、社会保障が、重要な課題を見越して事前に対処す
るという意味でますます前向きになっていること。第2
に、社会保障の適用範囲拡大が、明確な効果を伴って
達成されつつあること。第3に、社会保障が、自然災害
をはじめとする危機への対応に当たって不可欠な役
割を担い、とりわけショックへの統一的対応での中心
的要素としての働きが期待されるという認識が増して

いること。第4に、社会、人口動態および環境に由来す
る課題が複雑の度を増しているだけに、それに対する
社会保障の対応は、持続可能なだけでなく従来よりは
るかに革新的である必要があることでした。同報告書
はまた、これらの複雑な課題へのアジア太平洋地域の
社会保障制度の取り組みが、プロアクティブな運営と
情報通信技術(ICT)によって支えられていることを認め
ています。

フォーラムを締め括る地域社会保障サミットでは、急
激な変革期の社会保障に関する公的意思と政治的意
思を形成するための政策の整合性と調整の決定的重
要性が強調されました。

詳細は以下をご覧ください。
www.issa.int/rssf-asiapacific12
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ISSAアジア太平洋グッドプラクティス賞
2012年のISSAアジア太平洋グッドプラクティス賞は、中国国民に基礎的な国民皆医療保険へのアクセスを
提供する包括的システムの比類ない急速な配備を高く評価して中国の人材社会保障省に授与されました。

審査員団はまた、次の6機関のプロジェクトに対して社会保障のグッドプラクティスを特記した表彰状を授与
しました。

•  ヨルダン社会保障公社(Social Security Corpora-
tion)

•  韓国労働者補償福祉サービス(Korea Workers’ 
Compensation & Welfare Service)

•  韓国国民年金公団(National Pension Service, 
NPS)

•  オマーン公的社会保険機関(Public Authority for 
Social Insurance)

•  シンガポール中央積立基金(労働力省) (Central 
Provident Fund Board (Ministry of Manpower))

•  タイ社会保障事務局(Social Security Office)

社会保障データベース中のISSAグッドプラクティス
を参照ください。

www.issa.int/goodpractices
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ISSAヨーロッパ地域社会保障フォーラムの参加者は、
ヨーロッパの社会保障制度は、危機への革新的かつ効
果的な対応を実施したものの、今度は制度の持続可能
性に対する長期的な課題に直面するに至っており、そ
の重要な変更の必要に迫られていると結論しました。

同地域フォーラムは、2013年5月28日から30日まで、
トルコの社会保障機関の主催によりイスタンブールで
開催されました。35カ国の社会保障機関からおよそ
300人の行政官と上級管理者がこの行事に参加しまし
た。同フォーラムで発表されたISSAの進展と傾向の報
告書によれば、ヨーロッパの社会保障制度は、経済危
機の影響の緩和のために重要な役割を果たしたもの
の、記録的な失業と人口高齢化の影響により今や前例
のない重圧に喘いでおり、制度の社会的役割を調整す
ると共にその財政的持続可能性を確保するための改
革の必要に迫られています。

これらの課題に向き合った同フォーラムの参加者は、
討論の結果、これからの社会保障制度は、プロアクティ
ブかつ予防的な取り組みを強化しなければならない
旨の結論を得ました。具体的には、事後的な補償策
と、ニーズを見越して予防策に投資する政策とを組み
合わせて用いる取り組み、運営機関の能力を改善する
技術の利用を最大化する取り組み、および受給者と一
般国民の理解と責任を高めるための情報を提供する
取り組みを強化しなければならないという結論です。

ヨーロッパは危機時にも包括的 
社会保障の持続可能性を確保
社会保障制度は、経済激変の影響を緩和したものの、重大な課題に直面しています。

ISSA ヨーロッパグッドプラクティス賞
ベルギー国立雇用局(National Employment Office)と
イタリア国家労働災害保険機構(National Employ-
ment Accident Insurance Institute)が2013年ISSAヨ
ーロッパグッドプラクティス賞を獲得しました。それ
ぞれ、失業の削減と、労働安全衛生管理の促進の
ためのプロアクティブかつ予防的な国家戦略を高
く評価されてのことでした。
審査員団はまた、次の7機関のプロジェクトに対し
て社会保障のグッドプラクティスを特記した表彰状
を授与しました。
•  ドイツ社会災害保険の一部である公的行政機関

法定災害保険(Statutory Accident Insurance for 
Public Administration Organizations, part of German 
Social Accident Insurance)

•  ラトビア社会保険庁(State Social Insurance Agency)
•  ポーランド社会保険機関(Social Insurance 

Institution)
•  スペイン社会保障運営機関連盟の一部である社

会保障金庫(General Treasury of the Social Security, 
part of the Federation of Administrative Bodies of 
Spanish Social Security)

•  スウェーデン公共雇用サービス(Public Employ-
ment Service)

•  スウェーデン年金庁(Swedish Pensions Agency)
•  トルコ社会保障機関(Social Security Institution)

社会保障データベースの中のISSAグッドプラクティ
スを参照ください。
www.issa.int/goodpractices
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プロアクティブかつ予防的な社会保障は、ISSAのビジ
ョンの柱です。プロアクティブかつ予防的な社会保障
の推進のためには、すべての社会保障分野の労働者
の健康を守り、増進する、また、職業リスクの予防、労働
衛生の改善、リハビリテーションおよび再統合を促進
するといった包括的な予防取り組みが必要です。過去
数十年間に行われた予防努力は、幾多の好結果をも
たらしましたが、劇的に変化する労働の世界に関連す
ることだけに、労働者の健康に関する数多くの課題が
まだ残っています。ISSAは、予防特別委員会とその12
の国際予防部門を通じて、様々な産業部門の労働災
害および健康問題の予防に関係する団体と個人の独
自の専門家網を確立しています。

ISSAは、労働安全衛生への「重要な」貢献を認められ
て、2013年4月にローマで行われたイタリア予防団体
連絡協議会(Italian Inter-Association Council for 
Prevention)主催の式典で名高いCIIP賞を授与された
ほか、個人としてもISSA事務総長が2012年10月にト
レドで開かれた国際予防会議でスペイン労働医療安
全協会(Spanish Society of Medicine and Safety at 
Work)から権威あるQuijote賞を授与されました。

最も重要な世界労働安全衛生会議がわずか1年先に
迫った今、第20回労働安全衛生会議世界予防フォー
ラム(XX World Congress on Safety and Health at 
Work: Global Forum for Prevention)の準備が本格化

しています。同会議は2014年8月24-27日にドイツの
フランクフルトで、ドイツ社会災害保険(German Social 
Accident Insurance) (DGUV)がホストとなり、ISSAと
ILOの共催により開催されます。

詳細は以下をご覧ください。 

www.issa.int/prevention

ヨーロッパは危機時にも包括的 
社会保障の持続可能性を確保

社会保障と
予防の文化
今日の労働者の健康を守るには総
合的な取り組みが必要です。

2013年労働安全衛生世界デー
過去数年と同様、ISSAは、4月28日に国際労働機
関(ILO)と密に協力して労働安全衛生世界デーの
開催を支援しました。
2013年の世界デーでは、職業病予防に焦点が当
てられました。ILOの推計によれば、全世界の職業
関連の死亡者は毎年230万人以上にも達してお
り、その80%以上が職業病に起因するものとなっ
ています。
労災保険制度が労働災害の削減に寄与している
ものの、職業病の有病率は引き続き増加している
ため、社会保障機関は的を絞った予防策を通じて
職業病の削減を促進する努力を強化しなければ
なりません。

詳細は以下をご覧ください。 
www.issa.int/safeday2013

2014年第20回労働安全衛生会議

世界予防フォーラム
2014年8月24-27日　フランクフルト（ドイツ）
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社会保障の適用 
範囲拡大
ISSAは、社会保障の適用範囲を世界の脆弱な集団に拡大するための
一連のイニシアティブを支援しました。

適用範囲の拡大は、社会保障の最重要目標の1つで
あると同時に、その最大の課題の1つとしても残ってい
ます。ISSAとその加盟機関は、社会保障の適用範囲拡
大それ自体だけでなく、拡大の目標達成という社会保
障機関の役割推進にも努力を傾注しています。

ISSAは、2012年6月に開かれた第101回国際労働会
議において、「社会的保護の土台」に関する歴史的な
勧告の採択をもたらした国際的努力を支持しました。
国際労働機関(ILO)によって採択された「社会的保護の
土台」イニシアティブは、すべての人々のために、基礎
所得の保障のほか、基礎医療やその他の社会サービ
スへのアクセスを確保するための国ごとに定義された
一連の基本的な社会保障による保証を導入することを
目指すものです。ISSAはまた、ILOおよびその他の国連
諸機関と共に、各加盟国が推進する社会的保護策をサ
ポートするための国連機関間調整の強化を目的として
新設された社会的保護機関間連絡委員会(Social 
Protection Interagency Board)に加わりました。

ブリックス諸国の社会保障
ブリックス諸国（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）での適用範囲拡大に関する
ISSAの調査に基づいて重要な調査報告書が発行され
ました。今後のさらなる調査では、これら5カ国の主要
な分野、すなわち、大規模なICTシステムの配備、第一
線社会保障サービスの改善、インフォーマル部門や移
民労働者への適用範囲の拡大などの諸分野における
革新と進展が比較検討されることになるでしょう。

自営業者
社会保障の適用を自営業者に拡大することは、多くの
社会保障運営者や政策決定者にとっての優先事項で
す。2012年に発行された新しいISSAハンドブックは、
自営業者への適用の拡大と改善に対する主な障壁を
特定した上、それらに対処する方策を示しています。同
ハンドブックは、拠出制社会保険制度を通じての給付
の提供に焦点を当てて、取り上げた諸問題を大部分の
社会保障運営者に当てはまるものにする共通の特徴
を特定しています。

移民労働者
ユーラシア地域への移住の増加により、移民労働者へ
の社会保障の適用範囲の拡大が不十分であることが
浮き彫りになりました。社会保障機関はまた、労働者の
移動の結果生じる諸課題にも直面しています。そうし
た課題には、移民労働者への適用や、移民労働者の保
険料支払を記録する問題も含まれます。ISSAは、国際
年金社会基金協会(International Association of 
Pension and Social Funds, IAPSF) との協力を保ちつ
つ、関連地域の社会保障機関代表の関与のもとに、移
民労働者の社会的保護のための共通枠組みとなるガ
イダンス文書を作成しているところです。

ブリックス諸国での適用範囲拡大
ISSAは、ブリックス 5カ国での進展を分析する比
較調査を完了しました。世界経済成長の新たな
原動力の担い手であり重要な地政学的プレーヤ
ーでもあるブリックス諸国は、社会的保護に強く
傾注していることでも、社会保障の適用範囲を著
しく拡大させていることでもよく知られるようにな
っています。

ブリックス諸国での顕著な社会的保護イニシア
ティブの事例として、ブラジルで実施された条件
付現金給付プログラムであるボルサ・ファミリア
(Bolsa Familia)、インドの全国農村雇用保証制度 
(National Rural Employment Guarantee 
Scheme)とインフォ―マル部門向けのRSBY国民
健康保険制度、南アフリカの権利ベースの社会
保障アプローチなどが挙げられます。中国は、社
会保障の適用範囲拡大に当たって、とりわけ医療
に関して重要な飛躍的前進を成し遂げました。ロ
シア連邦は、移民労働者とインフォ―マル部門労
働者のための社会的保護を高めました。

報告書、要約および関連情報を参照するには以
下を参照ください。

www.issa.int/BRICS
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社会保障へのプロア
クティブかつ予防的
な取り組み
ISSAはリスクを見越して予め補償の必要を軽減し
ておく政策を推進しています。

社会保障制度は、ますますプロアクティブかつ予防的
な取り組みを政策と運営に組み入れるようになってい
ます。これは、サービスの効果的かつ効率的な実施を
強化するため、および将来の社会的ニーズを見越して
予め補償の必要性を軽減しておくためです。

予防や早期介入を含んだ社会保障のプロアクティブ
な措置は、社会的リスクやそれに起因して生じる社会
保障給付の必要性を削減することを目的としてとられ
ます。それらの措置は、雇用を促進すると同時に労働
市場への再統合を促進します。このような社会保障の
拡大された役割として、社会保障機関がリスクの変化
を見越しつつ能力開発を行うこと、および様々な社会
保障制度と広範な公共政策の取組みとの間に緊密な
調整と協調を行うことが要求されています。

この章に関連して、ISSAは、技術委員会の協力のもと
に、次の4つの主要分野に的を絞って、グッドプラクテ
ィスの調査、分析および交換を行いました。

雇用および活動のサポート
雇用は、社会保障プログラムにとっても、経済および社
会の進歩にとっても必要不可欠です。したがって、社会
保障が、人的資本の維持と投資を通じて、また労働力
からの離脱の回避または延期を通じて、雇用を促進す
ることがきわめて重要です。

健康のサポート
健康は、個人の福祉と人的資本の重要な構成要素で
あり、社会支出の管理と抑制を行うための重要な要素
です。したがって、健康の増進、統合的な予防取り組み
および医療システムの広範な定義の採用は、様々な給
付のニーズを削減するための重要な措置ということに
なります。

権限拡大と自己責任のサポート
社会保障制度の伝統的な役割は、定義された一定の
事象が発生した場合に個人を保護することにありまし
た。最近の慣行は、それを補完するものとして、選択の
自由、国民の権限拡大および自主性を助長する社会
保障アプローチを促進しています。

持続可能性のサポート
公的政策において絶えず関心の的となるのは、社会保
障プログラムの財政的持続可能性です。持続可能性
は、とりわけ、老齢、障害、遺族、健康保険などの制度に
ついて関連性が強くなっています。
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社会保障知識のための
ISSA情報源

新しいISSAウェブポータル
2013年末より開始する新しいISSAウェブポータル
は、特別なナレッジベースへのアクセスを容易にしま
す。これは、世界の社会保障の進展に関する総合的な
情報、ニュース、データおよび分析結果を提供しま
す。優れた運営支援センターおよび他の主要な情報
源へのアクセスは、加盟機関のみに限られます。

www.issa.int

出版物および定期刊行物
国際社会保障レビュー
初版1948年、国際社会保障レビューは、社会保障分野において4半期ごとに刊行され
る最も主要な刊行物です。社会保障の予防に関する特集号や各国の社会保障制度比
較分析研究を含めた最新の課題に対する国際比較・徹底的議論を、精鋭の社会保障
専門家が提供しています。
2014年からは、英語版のみとなります。

www.issa.int/review

ソーシャルポリシーハイライト
ISSAの定期刊行物として、読みやすいフォーマットにトピックを網羅し、世界の社会保
障の重要な課題および進展を簡潔に分析し、提供しています。
アラビア語、中国語、英語、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。

www.issa.int/SPH

社会保障オブザーバー　Eニュースレター
4半期ごとのニュースレターである社会保障オブザーバーは、世界の社会保障の進展
に焦点を当てます。ニュースレターは、社会保障の主要な研究および政策課題の分
析、重要な改革の総括、社会保障に注目した最新の刊行物およびISSAのニュース、主
要イベントを厳選して提供しています。
英語、フランス語、ドイツ語およびスペイン語版があります。

www.issa.int/observer

www.issa.int

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading international  
organization bringing together national social security administrations and agencies. 
The ISSA provides information, research, expert advice and platforms for members to  
build and promote dynamic social security systems and policy worldwide.
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Asia and the Pacific: Addressing complex needs 
through innovative and proactive social security
Social security systems across Asia and the Pacific are noted for their capacities to deliver tailor-made measures 
that mitigate risk and which, by looking forward, are readily adaptable to a changing operational environment. 
Positively, ISSA evidence of recent developments and trends across the region’s social security systems offers a 
confident outlook. Coverage extension, often targeting the most vulnerable, is being realized and proactive efforts 
to act earlier to prevent and cushion the impacts of downside events, including natural disasters, are increasingly 
sought. That said, the increasing complexity and uncertainty of societal, demographic and environmental 
change is creating new challenges requiring responses that are not only sustainable but ever more innovative. 
As this Highlight concludes, the wider adoption of state-of-the-art management techniques by social security 
administrations represents a major stepping stone to the fuller realization of Dynamic Social Security throughout 
the region.

Hans-Horst Konkolewsky, ISSA Secretary General

Social Policy 
Highlight 25

The importance of earlier  
and forward-looking interventions

There is mounting evidence of national social security systems 
in Asia and the Pacific adopting a more anticipative stance as 
regards risk and uncertainty. This is a key finding of a new 
report by the ISSA: Asia and the Pacific: Addressing complex 
needs through innovative and proactive social security. As the 
report underlines, this positive shift among the region’s social 
security administrations is driven in large part by the need to 
address three contextual challenges.

Labour market fragmentation
The rapid transformation of economies in a context of glo-
balization has led to an increase in labour market flexibility, 
shorter employment contracts and increased migrant flows. 

©ISSA 2012
ISSN online 1818-5940
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Photos: Charles Pieters, 
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Social Security Essentials www.issa.int

This issue

– Confirms that social security in Asia 
and the Pacific is capable of extending 
coverage to vulnerable groups

– Supports earlier and forward-looking 
interventions by the region’s social 
security programmes to address new 
challenges and meet complex needs

– Reveals how social security systems are 
responding to a broad range of shocks, 
crisis and natural disasters

– Identifies how ICT and modern 
management techniques improve 
social security administrations’ service 
delivery in the region
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社会保障における進展と傾向
シリーズ刊行であるこの地域レポートは、アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパおよび南北アメリカの社会保障
における、最も重要かつ最新の進展と傾向を特定し、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/DT

The Americas:
Improving coverage and reducing 
inequality through the innovative 
transformation of social security

DEVELOPMENTS & TRENDS  DEVELOPMENTS & TRENDS

The Americas:
Improving coverage and reducing inequality through 
the innovative transformation of social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.
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Europe:
Enhancing the sustainability 
of comprehensive 
social security systems

DEVELOPMENTS & TRENDS  DEVELOPMENTS & TRENDS

Europe: Enhancing the sustainability 
of comprehensive social security systems

Europe: Enhancing the sustainability of comprehensive social security 
systems identifi es, synthesizes and interprets the most important recent 
developments and trends in social security in Europe. A key fi nding  is 
that social security administrations in the region remain dynamic and 
are capable of delivering positive and effective responses to the complex 
challenges confronting them.

This is the last in a four-volume set of Developments and Trends regional 
reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional Social 
Security Forums during the triennium 2011–2013. In combination with 
reports on Africa, the Americas and Asia and the Pacifi c, the regional 
format of this series supports endeavours to better document, understand 
and learn from the key challenges facing ISSA member organizations in 
the different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 125 organizations in Europe.
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Asia and the Pacific:
Addressing complex needs through 
innovative and proactive social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs

Asia and the Pacific:  
Addressing complex needs through innovative 
and proactive social security

Asia and the Pacific: Addressing complex needs through innovative and 
proactive social security identifies, synthesizes and interprets the most 
important recent developments and trends in social security in Asia and 
the Pacific.

This is the second in a four-volume set of Developments and Trends 
regional reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional 
Social Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on Africa, the Americas and Europe, the regional format of 
this series supports endeavours to better document, understand and 
learn from the key challenges facing ISSA member organizations in the 
different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 350 member organizations in 
over 150 countries, including 64 organizations in Asia and the Pacific.
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Africa: 
A new balance 
for social security

Developments & trenDs  Developments & trenDs

Africa: A new balance for social security

Africa: A new balance for social security identifies, synthesizes and 
interprets the most important recent developments and trends in Africa 
in social security. A key observation is that extending effective coverage 
for essential cash benefits and health care remains the continent’s major 
social security priority and greatest social policy challenge – but rapid 
extension is possible.

This is the first in a four-volume set of Development and Trends regional 
reports designed to accompany and inform the ISSA’s Regional Social 
Security Forums during the triennium 2011-2013. In combination 
with reports on the Americas, Asia and the Pacific and Europe, the 
regional format of this series supports endeavours to better document, 
understand and learn from the key challenges facing ISSA member 
organizations in the different regions of the world.

The International Social Security Association (ISSA) is the world’s leading 
international organization bringing together government departments, 
social security administrations and agencies administering social 
security. Globally the ISSA has around 330 member organizations in 
over 150 countries, including 81 organizations in Africa.
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Social Security

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

Social security coverage 
extension in the BRICS
A comparative study on the extension of 
coverage in Brazil, the Russian Federation, 
India, China and South Africa

www.issa.int/BRICS

Calculating the international return 
on prevention for companies:
Costs and benefits of investments
in occupational safety and health

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。各巻では
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の協力により作成されています。
英語版があります。

www.issa.int/SSPTW

BRICS諸国における社会保障の適用拡大比較研究
この「BRICS諸国における社会保障の適用拡大比較研究」は、BRICS諸国５ヶ国におけ
る社会的保護の著しい進展を分析します。
英語版があります。概要版として、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、ロシア語、スペ

イン語があります。

www.issa.int/BRICS

国際調査により企業の予防に関する見返りを計算する
予防に関する見返りの計算に関する国際調査を行ない、１９カ国の企業から労働安
全衛生への投資に関するコストおよび給付について分析します。
英語版があります。

www.issa.int/ROP

その他の出版物は、次のアドレスをご確認ください。www.issa.int/resources
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ISSA General Secretariat
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E: issa@ilo.org
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For information on joining the ISSA:
www.issa.int/join
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