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者の生活保障のための社会保険と日本の健

ベトナムでは一九九○年代に、賃金労働

②妊娠・出産手当︑③労働災害・職業病手

療費は医療保険により別途保障される﹀
︑

気看護のために休業した場合の手当で︑診

を設置することによって︑保障を受ける対

国の三者の負担による独立採算の社会保険

ら︑多様な所有形態の企業とその労働者︑

石田暁恵

康保険に相当する医療保険の二つの公的保

象を拡大するとともに国の財政負担を軽減

一九九五年以前に既に年金等の社会保険手

することにあったと考えられる︒ただし︑

一九九五年に社会保険条令︵強制保険だ

当を受給していた労働者については︑全額︑

当︑④年金︑⑤死亡手当︿葬祭費・遺族手

現在法案を立案中である。本稿は二○○六

けを対象︶が公布され︑国の統一社会保険

国が財政負担し︑この資金は国から基金に

当﹀
︶を定めた︒

年社会保険法をとりあげ、保険制度にみら

機関︵首相直轄の機関︶として﹁ベトナム

険制度が設けられた。社会保険は二○○六

れる変化とその背景について紹介する。

移転されるとされていた︒

企業など新しい経済組織が現れたことで︑

り︑制度としての社会保険は新しいもので

公的機関︑軍人に対する社会保険制度があ

ベトナムでは計画経済時代から公務員︑

労働者一○人以上を雇用する非国有セクタ

働者︑ベトナム共産党や社会組織の役員︑

員︑国有企業労働者︑軍関連事業で働く労

制保険の対象は︑公務員とそれに準ずる職

であり︑基金は独立採算で運営される︒強

険は社会保険基金を統一的に管理する組織

が他の地域に波及するには至っていない︒

域的な任意保険が試行されているが︑これ

は進まなかった︒ゲアン省で農民による地

ることになっていたが︑任意保険の制度化

や自営業者に関しては任意保険制度を設け

強制社会保険の対象に含まれない︑農民

このような流れの中で︑二○○二年に労

●社会保険制度の見直しへ
軍人保険は別組織︑農民は強制保険の対象

働法典が改正され︑社会保険関連分野で︑

ー企業とその労働者︑外国投資企業・外国

一九九二年憲法五六条は︑労働保護とと

ではなかった︒基本的には労働契約を締結

失業保険制度の追加︑強制社会保険加入対

非国家部門の労働者も対象に含めた社会保

もに﹁国家公務員と賃金労働者の社会保険

している労働者︵賃金労働者︶を対象とす

象者の拡大︑出産休暇手当の増額︑年金支

機関と輸出加工区等で働く労働者であり︑

制度﹂と︑
﹁労働者に対する他の社会保険

る保険制度であり︑労働年齢人口の一割程

明記された︒

野の企業で働く労働者の加入などが法典に

形式の発展奨励﹂を定め︑一九九四年労働

ベトナム社会保険を設立したことの意義

給率の上限とその要件︑農林水産・塩業分
⑵強制保険については五種の社会保障︵①

は︑ドイモイ前の国家丸抱えの社会保険か

度しか対象にされていなかった︒
疾病手当︿被保険者の病休手当と子供の病

法典で︑⑴強制保険と任意保険の二形態︑

険制度が必要となった︒

はない︒ドイモイ後︑民間企業や外国投資

●「ベトナム社会保険」の成立

社会保険﹂が設立された︒ベトナム社会保

年に法律が制定され、医療保険についても
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が拡大された︒三カ月以上の労働契約を締

会保険条令が改正され︑強制保険加入対象

労働法典改正に基づき︑二○○三年に社
の一四％程度である︒社会保険の加入率は

社会保険に加入しているのは就業労働人口

人口は四二七○万人であり︑この時点でも

度の未成立︑失業保険制度の必要性が︑法

衡︑長期的基金収支への不安︑任意保険制

入率︑社会保険における負担と給付の不均

ーツなどの半公立機関︑民間機関の職員︑

れ︑新たに文化・医療・教育・科学・スポ

︵正規雇用︶契約の労働者までが対象とさ

約を締結している労働者が一○○○万人と

は五八○万人だとしている︒全国で労働契

明は︑二○○四年末の強制社会保険加入者

国会での社会保険法案審議の際︑政府説

第二に︑従来から制度としてはあったが実

第一に加入対象の拡大と軍人保険の統合︑

社会保険法で注目される点は四点ある︒

不安を解消することが主要な目的である︒

の保険制度を充実することと︑その財政的

案作成の背景にあるとした︒労働者のため

社級保健センター職員︑合作社で三カ月以

されているから︑強制保険とされてはいる

施できなかった﹁任意保険﹂を具体化する

まだ低いのである︒

上働き︑給与・賃金を受ける労働者と合作

が未加入のケースが多く︑公的部門労働者

こと︑第三に﹁失業保険﹂を制度化するこ

結した労働者から期間を限定しない雇用

社員が加えられた︒

が加入者の大部分を占めている︒

年には医療保険の国民皆保険化にむけて︑

保健省の管理下に置かれている︒二○○五

採算とされ︑医療保険基金の実質的運営は

療保険基金と社会保険基金はそれぞれ独立

管理・運営することとなった︒しかし︑医

トナム社会保険が医療保険基金についても

った︶がベトナム社会保険に統合され︑ベ

に︵公的︶医療保険基金︵保健省管理であ

の一一％から二○○○年に二○％︑二○○

労働者総数に対する比率︶は︑一九九五年

いるという︒労働者の加入率︵非国有企業

あったが︑二○○五年では六五％に増えて

国有企業の五一％︑二○○○年が三○％で

直後の一九九六年には企業登録している非

非国有部門企業の加入率は︑社会保険発足

化が現れている︒
﹃社会保険﹄誌によれば︑

しかし︑非国有部門の加入率に若干の変

保険に統合した︒

れてきた軍人・公安組織労働者を強制社会

った︒また︑これまで別の保険の対象とさ

期労働契約の労働者にも適用することにな

を締結する場合とし︑季節労働者などの短

制保険の加入対象を三カ月以上の労働契約

先述した労働法典改正にしたがって︑強

①強制加入対象の拡大と軍人保険の統合

また行政改革の一環として︑二○○二年

医療保険条令が改正され︑強制医療保険の

年には非国有部門の加入労働者数は一○○

五年に三三％と増加傾向にある︒二○○五

②任意保険

対策が講じられたことである︒

と︑第四は社会保険基金の健全な運営への

対象が貧困者など社会的弱者にまで拡大さ

改革による企業形態転換の影響が含まれて

入し︑自己の収入に応じた納付方法︵年払

は年金と死亡手当がある︒個人が任意に加

対象でない者を加入対象とし︑保障制度に

任意保険は︑ベトナム公民で強制保険の
とはできない︒

いるというから︑すべて民間企業とみるこ

万人を超えた︒ただし︑ここにも国有企業

れた︒

●強制社会保険の加入状況
強制社会保険の加入者数の詳細は明らか
でない︒ベトナム社会保険の雑誌﹃社会保
険﹄からそれらしき数字を拾い出すと︑ベ
トナム社会保険発足時の一九九五年で二八

い︑四半期払い︑月払い︶を選択できる︒

保険料は︑制度発足予定時点には収入の一

●社会保険法にみる社会保険制度
の変化
二○○五年︑国会での社会保険法案説明

六％を納付し︑二○一○年以後二年毎に二

五万人︑二○○三年には五二四万人︑二○
○五年で六○○万人だという︒ベトナム統

でベトナム政府は︑強制社会保険への低加
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公的最低賃金の推移
表１

年金受給条件を満たさない場合は︑社会保

定は︑強制保険と同じ方式を採用している︒

年金給付の上限は七五％とし︑支給比率算

以上保険料を納付することが条件である︒

年齢は男性六○歳︑女性五五歳で︑二○年

最高は最低賃金の二○倍とする︒支給開始

基準となる月収の最低は公的最低賃金額︑

％ずつ引き上げ二二％にする︒保険料算定

で設置されている特別基金を一般的な制度

また既存の国有企業の労働者リストラ対策

国有企業部門の失業対策が必要となること︑

国有企業改革を完了することになっており︑

は︑ＷＴＯ加盟の約束で二○一○年までに

る︒この時期に失業保険制度を導入するの

されており︑制度の具体化はこれからであ

失業保険制度は二○○九年一月の施行と

り給付期間︵三カ月〜一二カ月︶が決まる︒

開始年齢は五一・八歳︵男性五四・八歳︑

え退職年齢が下がっている︒平均年金受給

組織再編︑国有企業改革で繰上受給者が増

受給予定者の増加がある︒現状では︑行政

かなりの赤字になる︒この背景には︑年金

二○年からは支出が増え︑二○三○年には

一九年で保険の収入と支出が一致し︑二○

てきた︒制度移行に伴う負担はベトナム社

険から一時払手当︵加入年数×一・五×加

に変えることが必要になるからと思われる︒

政府の推計によれば︑長期的には︑二○

会保険が負ってきたようである︒

入期間平均月収︶を受給できる︒強制保険

女性四九・二歳︶とされる︒ベトナムの社

とされる︒

の医療保険料︑基金管理経費︑基金の投資︑

出と失業保険から手当を受けている労働者

業保険基金の支出は︑上記三つの手当の支

労働者の給与・賃金の一％を負担する︒失

料負担は︑使用者︑労働者︑国がそれぞれ︑

当︑求職手当の三つの保障からなり︑保険

場合に適用される︒失業手当︑職業訓練手

の労働契約︑期間を限定しない労働契約の

失業保険は︑一二カ月以上三六カ月まで

③失業保険

条令では︑公的機関労働者の加入に関して︑

この問題に影響を及ぼしている︒社会保険

移行してきた公的機関労働者であることも︑

る︒強制保険加入者の大部分が旧制度から

ったが︑二○○四年では七一歳となってい

の平均寿命は︑一九九七年では六六歳であ

基金財政を圧迫しているという︒ベトナム

当たりの平均支給期間は一六年だとされ︑

い︒それに対して︑予想される加入者一人

んでも︑支給年金額の八年分にしかならな

明では︑加入者が三○年間保険料を払い込

年金のアンバランスである︒政府の国会説

の延びによる払込年金保険料と支給される

懸念が生じている︒その一つが︑平均寿命

強制社会保険では︑年金制度に財政面の

して︑二○一四年まで段階的に保険の納付

社会保険法では︑年金保険料の納付に関

①納付保険料率の引き上げ

いたとしている︒

が︑二○○四年には一九人が一人を支えて

年には︑加入者三四人で一人を支えていた

た︒政府報告は︑年金に関して︑二○○○

給に加入年数をかけた金額︶が行われてい

い場合は︑一時払手当︵加入期間の平均月

ていた︒支給要件︵加入期間︶を満たさな

あれば繰上・減額支給ができるようになっ

されており︑また一五年以上の加入期間で

務など特定の条件の下で繰上支給が制度化

会保険では︑過酷な労働条件や軍関係の勤

保険給付要件は︑払込期間︵最低一二カ

旧制度下での加入期間を社会保険に引き継

率を引き上げることを明記している︒引き

●年金基金の財政問題

月︶
︑社会保険機関での失業登録︑失業登

ぐとし︑年金支給に際しては退職前五年間

上げスケジュールは表２の通りである︒全

るが︑二○○七年一月現在︑施行細則はま

録後一五日経過後も職を見つけられないこ

の平均給与を算定基準にし︑公的最低賃金

体としては︑二○○九年までは使用者︑労

だ公布されていない︒

とである︒月払失業手当は︑失業前六カ月

引上げ︵表１︶に伴う年金額の調整を行っ

保険法では三つの対策を講じている︒

このような基金財政の変化に対し︑社会

間の平均賃金の六割︑保険料払込期間によ

ある︒二○○八年一月から施行とされてい

加入者が任意保険に移行することも可能で

（出所）関連資料より筆者作成。
（注）＊政府が賃金引き上げを決定した年、施行は翌年の場合もある。
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諸保険料負担率の見通し
表２

3％

3％

3％
1％

1％

1％

1％

となる︒

使用者一八％︵うち年金分一四％︶の負担

引き上げ︑二○一四年以後は︑労働者八％︑

もに保険料として二年毎に給与の一％ずつ

る︒二○一○年以後は︑使用者︑労働者と

変化がある︒年金基金への配分が大きくな

働者とも負担率は変わらないがその構成に

る︒

はない﹂と基金運営の安全性を保証してい

施し︑
﹁国により保護され︑破産すること

社会保険基金の投資に対する優遇政策を実

国民に社会保険加入を奨励するとともに︑

れぞれの基金は独立して運営される︒国は︑

制社会保険︑任意社会保険︑失業保険のそ

金を統一的に管理するとされているが︑強

ベトナム社会保険は社会保険制度の諸基

大︑保険料率引き上げが組み込まれている︒

でもある︒社会保険法では︑加入対象の拡

ほど遠くない時期に悪化する懸念への対策

社会保険法制定は︑年金基金財政がそれ

する試みであるといえよう︒

﹁社会化﹂
︶を通じて問題を解決しようと

たらすことなく︑保険という制度︵負担の

い課題である︒国家財政に重大な負担をも

会主義体制を維持していく上で無視できな

額に歯止めをかけることにもなる︒こ

額の算定にリンクするので︑年金給付

月給の上限設置は︑この基準が給付

○○万ドン︵一米ドルを一六○○ドンとし

低賃金が四五万ドンであるので︑上限は九

カ月とした︒二○○七年現在の月当たり最

法では︑月給の上限を公的最低賃金の二○

月給の五％とし上限はなかった︒社会保険

労働者が負担する社会保険料は︑従来は

認し︑資金運用の多様化への可能性を示し

えて④政府が定めるその他の投資形式を容

国家重点経済プロジェクトへの投資︑に加

業銀行債券︑②国有商業銀行への貸付︑③

社会保険法では︑①長短期国債︑国有商

を認めた一部案件への投資とされていた︒

国有商業銀行への貸付︑③首相が資金需要

財政︑発展投資支援基金︵国の開発基金︶
︑

①長短期国債︑国有商業銀行債券︑②国家

格も有し︑これまでは基金の資金運用は︑

社会保険基金は国の開発資金としての性

任意保険に農民や自営業者をいかにして組

で増加するスケジュールである︒高負担の

険においても︑保険料率は月収の二二％ま

れは決して安くない負担となろう︒任意保

すことを条件にいれれば︑企業にとってこ

ことになる︒経済発展が賃金上昇をもたら

一％を負担し︑労働者は一○％を負担する

四年以後では︑企業は加入労働者給与の二

業保険を加えると︑保険料負担は︑二○一

強制保険の社会保険と医療保険︑それに失

これは︑一つの対策であるかもしれないが︑

②保険料算定基準の上限設置

れは外資系企業の幹部などが高賃金で

み込んでいくのか︑強制保険と任意保険と

て︑約五六○米ドル︶となる︒

の関係をどうするのか︑基金運営の可能性

ている︒

これまで年金受給要件として加入期

③年金支給の加入期間要件を修正

からはずされてきた農民や自営業者に任意

ある︒社会保険法は︑従来の社会保険制度

ベトナム経済は今︑急速な変化の時期に

諸国の経験が示しているように︑保険制度

て既に財政悪化が問題となっている︒先進

とにより︑医療保険条令改正一年を経ずし

険では︑加入者に優しい制度に変更したこ

が大きいことへの配慮といわれる︒

間を原則二○年︑ただし一五年以上で

保険加入の道を開き︑国有企業のリストラ

の設計は難しい課題となりそうである︒

はどうなのか︒国民皆保険を目指す医療保

あれば支給年齢以前でも減額支給可と

で発生する失業者への対策としての失業保
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あり︑国内の一般労働者との給付格差

使用者 1％、労働者 1％、国 1％
制度なし
失業保険

2％

使用者 2％、労働者１％
1％
医療保険

●社会保険制度の課題

していたが︑社会保険法では一律二○

ベトナムにおける社会保険法の制定─課題となる制度設計

領域研究センター︶

︵いしだ あきえ／アジア経済研究所新

険を法制化することで︑社会保険の範囲を

トレンド・リポート

救済と社会的公平の確保は︑ベトナムが社

拡大しようとしている︒国有企業労働者の

年とし︑繰上支給の条件を厳しくした︒

●基金運営の独立と安定

（出所）社会保険法、政府議定 152（2006 年）、医療保険条令から筆者作成。
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社会保険法による保険料率スケジュール

