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ブラジル 多文化共生が当たり前

ブラジルは、歴史的に様々な国の移民を受け入れてきたため、いろいろな民族・人種が集まり、「人種のるつぼ」

とよく表現されます。日本では「多文化共生」社会の実現を目指し、様々な取り組みがなされていますが、ブラジ

ルは「多文化共生」が当たり前の国です。また、もともとカトリックの国であることから、困っている他人を助ける、協

力するという精神は、一人ひとりの中に色濃く影響していると言えるでしょう。

生活する

病気・医療

老後を支え合う

Banco de Leite Humano（母乳バンク）って何？
特に未熟児で生まれてきた乳児に対し、健やかな成長を支援するために母乳を提供するバンクで

す。未熟児を産んだ母親や母乳の出る母親が登録して母乳をバンクに寄付し、相互に助けあう仕組

みです。母乳は、感染症検査を行い、適切な処理のもと、安全に乳児に提供されています。ブラジルに

は、連邦区を含む26州のすべてに配置され208もの母乳バンクが存在します。WHO世界保健機関

もこのブラジルの取り組みを推奨しています。

2012 （平成24）年には159,308人の新生児に対し、126,062リットルもの母乳が提供されたとのこ

とです。

Bolsa Família（ボルサ・ファミリア）って何？
貧困に苦しむ家庭を支援する国の制度で、具体的には、食事に困らないように、また教育、医療を

受けることができるようにする給付型の支援制度です。現在、ブラジル国内で1,390万世帯が支援を

受けています。

給付対象となるのは、世帯一人当たりの所得が85.01～170.00レアル＊（3,021～6,042円）で、家

族の中に妊婦や0歳から17歳までの子どもがいることが条件となります。給付金額は、家族の構成員

等にもよりますが、2017年は、月額85.00～457.00レアル（3,021～16,242円）となっています。2017

（平成29）年のブラジルの月額最低賃金が937.00レアル（33,301円）であることと比較すると、貧困

層にとっては必要不可欠な支援になっていると言えるでしょう。

*1.00レアル＝35.54円 （2017 （平成29）年9月30日現在）

Sistema Único de Saúde-SUS（統一保健医療システム）って何？
SUS（スス）と呼ばれている公的医療保険制度。軽い症状から臓器移植まで、全国民が無料で医療

を受けることができます。また、SUSを利用して無料で出産することもできます。

しかし、実際のところ、SUSのみを取り扱う医療機関は少なく、SUSの利用を目当てに、患者がその医

療機関に集中し、病院の前には早朝から長蛇の列ができていることがしばしばあります。

SUSで患者を受け入れた場合、政府からの給付額が少ないため、SUSのみでは病院経営が成り立

たず、多くの病院ではSUSと民間保険の両方を扱っています。

中流階級以上の多くは、対応の迅速さや質の良い医療を求めて、民間保険に加入している傾向に

あります。

Casa de Repouso para Idosos（休養の家）ってどんなところ？
老人介護施設はブラジルにも存在し、大きく3タイプに分かれています。

Casa de Repouso（休養の家）

医師、看護師、セラピストの指導のもと、60歳以上の要介護の高齢者が生活する施設です。

Centros Dia（デイサービス）

家族が自宅で支援することができない場合、一日もしくは半日、60歳以上の高齢者が過ごすこ

とができる施設で、食事や移動、衛生面で日常生活、社会生活を援助していく場となっています。

Centros de Convivência（共生センター）

高齢者の社会文化活動、生涯教育活動、コミュニティ参加を促すことを支援する施設です。

多くはサンパウロ州に集中していますが、大都市圏、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリアなどに

約200件あります。代表的な施設としては、サンパウロ日伯援護協会（ENKYO）の厚生ホーム（休養の

家／日本の特別養護老人施設にあたる）があります。高齢者との長期滞在養護施設として1971（昭

和46）年に設立されたブラジルでもパイオニア的な老人福祉施設となっています。

日本の高齢者施設も入居する際に高額な費用がかかりますが、ブラジルでも同様に、月額約

3,000～5,000 レアルの費用が必要になるため、利用者の多くは中・上流階級の人です。ブラジル全

体をみると、自宅で家族が介護する、あるいは家政婦を雇って介護するなどのケースが大半と言える

でしょう。

生まれる・育てる

● 84 ●
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2016（平成２８）年に一人っ子政策は撤廃されたものの、それまでの30年以上にわたる人口抑制策から、人口構

造にアンバランスが生じています。高齢化も予想を上回るスピードで進んでおり、2013（平成２５）年には、60歳以

上の人口が2億人を超えたという統計もあります。毎年800万人が高齢者の仲間入りをしています。

中国では、老齢化・失能化（＝介護が必要となっていくこと）・空巣化（＝夫婦のみや独居が増えること）・少子化

といった「四つの化」への対応が問われています。その一方で、都市と農村の不均衡、家族を支えるハード面・ソフ

ト面の不足など、課題は山積しています。

こうしたことへの一つの対策として、政府は2017（平成29）年12月、ボランティア活動を推奨するとともに、その

活動が適正に行われるための基準等を定めた「ボランティア活動サービス条例」を公布しました。

コミュニティソーシャルワークとしての社区福祉
社会や家族のあり方が変わる中、コミュニティ単位で社会福祉や社会サービスを提供する取り組み

が始まり、その単位を「社区」と言います。日本の町内会のような単位です。

「国家」「社区」「家庭」「非営利組織」の4部門を社会の基礎として、それぞれがそれぞれの役割を

果たすことが、社会福祉が成功する鍵といわれています。

「近くにいてくれて便利」「いろんなことの相談に乗ってくれる」「小回りが利く」社区の相談員には、

日常的に、親の扶養や遺産をめぐる家族間トラブルの相談や調停依頼、生活保護申請の相談など

が舞い込んでいます。

誰もが支援対象となれる制度への変更
病気になったり、働けなくなったり、老いたりして困窮することは誰にでも起こりうることです。

そのような事態になったときに、「誰もが国家の経済的発展の恩恵を受けられるような原則を設け

よう」という理念に基づいた普遍主義の福祉が中国でも始まりました。2007（平成１９）年に公表された

「適度普惠型福祉」です。

これにより、それまで社会保障制度から排除されていた農民に、年金・医療・最低生活保障を段階

的ながら普及していくことが優先事項として挙げられました。他方、それまで保険料を免除されてい

た公務員の年金の優遇策が撤廃されるといった改革も行われました。

車や自転車やスクーターが車線にお構いなくひっきりなしに走っている。このような中国都市部の風
景をイメージとして持っている人も多いのではないでしょうか。

実際、交通量の多い地域では、点字ブロックが自転車やゴミ箱で邪魔されていたり、自転車が超ス
ピードで歩行者の横を駆け抜ける場面もこれまでは多く見られました。危険が多い交通事情の中、小
さい子どもや障害のある人が１人で外出するのには少し厳しいこともあったようですが、近年は大都市
を中心に改善されてきました。2017（平成29）年には交通規則が改正され、横断歩行者を優先させ
なかった運転手には、罰金や減点の罰則が課せられるようになりました。

生活する

全 般

生活する

交通事情と歩行者

国家的政策「健康中国2030」で目指す健康社会
経済発展に伴い、国民の健康や生活の質への意識が高まったことから、政府は2016（平成28）年に

「健康中国2030」を公表しました。その中では、医療や高齢者対策、環境や食事を含む生活全般など、

幅広い分野に関する施策が打ち出されています。

医療分野では、公的医療保険制度、病院間の医療連携、中国医学と現代医学との連携による難

病治療などが改善強化されると述べられています。また、老人ホームの供給不足を空床の病院で引

き受けることも含めた、生活介護と治療とを一体化した新型養老サービスが、高齢者分野の方針の

一つとされています。身近な日常生活の対策としては、大気汚染の継続改善、太極拳などの伝統的

運動に科学的知識もプラスした体力作り、栄養知識を普及させる食事指導なども挙げられています。

こうした施策により、平均寿命の引き上げ、乳児死亡率や妊婦出産時死亡率の低下、日常的な運

動の促進などを図り、全国民の健康増進に繋げるとともに、今後も進む高齢化等の社会的な課題へ

の対策として期待されています。

病気・医療

● 85 ●

中国 より住みやすい国へ



知っておこう！それぞれのお国事情

● 86 ●

インドネシア 相互扶助の気持ちで支え合い

インドネシアは、１万数千以上もの島々からなっていて、そこに300とも500ともいわれる数の民族や種族が生

活しています。そのため、住んでいる地域や貧富の差によって、受けられる福祉サービスや医療に大きな違い

が生じています。また、公務員・軍人・警察といった業種ごとの医療保険や年金制度はありましたが、全国民を対

象とした社会保障制度は整備されていませんでした。

しかし、2005（平成１７）年にJAMKESMASという貧困者向けの医療保険制度ができたことからもわかるよう

に、国は全国民が対象となるような新たな制度作りに臨んでいます。

日本から学んだ「母子健康手帳」が活躍
誰もが必要な時に適切な保健医療サービスを受けることができる体制づくりの一環として、1985

（昭和６０）年からポシアンドゥ（＝統合保健ポスト）という組織作りが国内で推奨されてきました。

この組織では「自分たちのできることから始めよう」というコミュニティの自助自立の精神に基づき、

村のヘルス・ボランティアが中心となって、身体測定・栄養指導・家族計画指導・ビタミン剤投与など

を行っています。その結果として、乳児死亡率の急激な減少に大きく貢献したといわれています。ここ

で活用されているのが1990（平成２）年前後から導入されたインドネシア版母子健康手帳。この導入

にあたっては、日本での研修で母子健康手帳システムを学んだインドネシア医師が貢献しています。

「民生委員・児童委員」の活躍
貧困対策として国が200７（平成１９）年から始めた試みに家族希望プログラム（条件付き給付）があ

ります。ソーシャルワーク教育などを受けた地域のボランティアが家庭訪問を行い、経済状況や家庭

状況を確認し、学校や医療機関と連携しながら支援を行う、日本の民生委員・児童委員のようなプロ

グラムです。また、妊娠検査や予防接種などの母子保健サービスの利用と子どもの就学（85％以上

の出席）を条件に、最貧困世帯の母親に現金を給付することも行っています。これにより多くの人が

貧困を脱するという成果が出ていることから、実施する州が年々増えています。

貧困から脱することができず、更なる支援が継続的に必要な人は、KUBE（＝世帯レベル経済及び

生産活動推進事業（ミクロファイナンス））といった他の制度が支援を引き継いでいきます。KUBEは、

貧困層の10世帯が1組となり、共同で営利事業に取り組む組織です。資金的援助や専門的なノウハ

ウは国やNGOから得て、利益が出ると資金の返金を行っていきます。

「人類みな兄弟」の助け合い
稲作文化から生まれたといわれる「ゴトン・ロヨン（＝相互扶助）」の精神は今も受け継がれ、結婚式

や葬式はもちろんのこと、日常的にこの精神に基づく助け合いが行われています。インドネシア語で兄

弟のことを「ソウダラ」といいますが、このソウダラには他に、親類・仲間という意味もあり「人類みな兄

弟」という気持ちがここにも現れています。入院などの急な出費を要するときは、ゴトン・ロヨンの精神

で、幅広いソウダラ間にカンパが始まります。こうした人間社会の中で、一定程度の安心が担保され

ています。

また、地縁・血縁・職場などで定期的に人々が集まり、参加者が少額ずつ出し合い、くじ引きで1名

が全額を受け取る仕組みの「アリサン」という互助制度もあります。かつての日本の頼母子講のよう

なものです。この場合も、特別な出費がある人は、優先的に皆の出資金を受け取ることができ、生活

の担保となっています。

日・インドネシア経済連携協定に基づき、2008（平成20）年度から、看護師・介護福祉士候補者が

日本に毎年来ています。インドネシアの後に同じような協定を結んだフィリピンとベトナムも含めた累

計受入れ人数は4,700人を超えていますが、インドネシアからの人に限れば2,100人を超えています。

（2017（平成29）年9月1日現在）※ この制度は、経済活動の連携の強化の観点から実施されてい

るものであり、資格を取得し継続して日本の看護・介護の分野で活躍するインドネシアの人々が増

えていくことが期待されています。

インドネシアからの看護師・介護福祉士候補者受入れ状況

生活する

全 般

※出典：厚生労働省HP「インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」

生まれる・育てる
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ネパール 古きよきものと新しいものとが共存

“障害“への理解を深めています
「障害」を「前世の罪の結果」「恥」と思い、家族とくに母親が家の中で世話をする風習が古くからあ

ります。また、「治療のために」と祈祷師に頼る人々が今も多いようです。

現在、障害者は、他の患者たちと同様に、治療され看護・介護を受けています。政府はこれらの

人々に多くの施設や職員を提供し、彼らの権利も守られています。

カースト制度による差別意識が壁となり、階層を越えた助け合いがなかなか進まない現状もありま

すが、政府は法律を制定したり、意識向上のための事業を導入したりして、こうした現状を打破しよう

と努め、今それらの効果が出はじめています。

高齢者の居場所は？
「親の世話は家族の義務」という国民性があり、高齢者の80％※２は家族と一緒に、住み慣れた地に

暮らしています。地域のまとめ役として尊敬される高齢者も多くいますが、寿命が伸びて認知症状を

持つ人も増え、家族との同居が難しくなった認知症高齢者の生活の場の問題がネパールでも出てき

ています。

また、公務員や大企業に勤めている人にしか年金制度がないことから、年金受給者以外の経済的

な課題もありますが、ここ10年、政府は70歳以上のすべての国民と、60歳以上の特定地域の住民お

よび特定カーストの国民に、一定額の手当てを支給してきました。

呪術医と近代医学の連携
人口1,000人に医師が0.2人という医師不足※１や、医療保険制度がないことによる経済的理由もあ

り、必要な治療を医師から受けることができない人が多くいます。また、昔から呪術医を頼るという風

習もありました。呪術医は、患者の話をじっくりと聞き、患者の心に働きかけてくれるので、今も人気

が高いようです。こうした中、近代医学の診療所が呪術医と連携をして治療したりする新しい動きも

あります。

国や病院は、呪術医や医療の専門家がいない農村部の保健サービスボランティアに対して、救急手

当ての方法と病院に到着するまでの患者の対処の仕方などの訓練や指導を行ったり、医薬品提供

の依頼を始めてもいます。こうした医療機関と住民やボランティアなどがともに取り組む草の根運動

は、熱や痛み、下痢などの対応に効果的です。

人々の健康への意識が徐々に高まるなか、他にも国立病院での無料受診・出産医療費の無料化・

乳幼児の予防接種といった改善策が「すべての人々を健康に」のスローガンの下に取られています。

人々の心の中にある助け合いの気持ち
釈迦が生まれた地ネパールでは、昔から寺院巡礼者に宿・休憩所・飲食の提供を行う「グティ」と呼

ばれる相互扶助組織がありました。時代の流れの中で、グティによる支援対象が孤児・病人・高齢

者・生活に困った人などにも広がり、食料をこうした人々にも分けるようになりました。グティは、地域

自治会、または協働組合として国民に知られています。

また、一般の人々が、道路などの整備や葬儀などの宗教的行事を協力して行うなど、グティの精神そ

のものがいろいろな形で、人々の日常やＮＧＯの活動に引き継がれているといわれます。

2,800万人近くの人々が北海道２つ分よりちょっと小さい国土に暮らしているネパールは、多民族国家です。ネ

パール憲法で無宗教国家であることを宣言していますが、宗教的には、ヒンドゥー教徒、仏教徒、イスラム教徒で構

成される多宗教国家です。

古代から続くヒンドゥー教の身分制度カーストが変容しつつも独特な形で残っていて、住居地や結婚、仕事など

の社会生活に影響を与えています。このために、長い「貧困の輪」から脱することができず、厳しい生活を余儀なく

されている人々もいます。しかし、法律においては全ての国民が平等であるとされており、公務員への道はすべて

の国民に開かれていますし、カーストに関する差別をした者は罰せられることになっています。

病気・医療

障 害

老後を支え合う

全 般

※１ ※２ 出典：『世界の社会福祉年鑑 2009』
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医療費の無料化と目指す国民皆保険・皆年金
政府は、医療受診を無料化して安心して治療できるようにしたり、公立学校に通う3～17歳の児童

の就学を条件として加入できる無償学校保険制度（SEG）を設けたり、妊婦と３歳未満の幼児を対象

とした母子保険制度を発足したりしています。ただ、諸制度間の調整がうまく進まないこともあり、制度

間に重複も多く、費用対効果の検証や対象の絞り込みの再検討などの課題もあります。

医療保険に関しては、軍や警察には独自の制度があり、就業者や農業従事者にも社会健康保険

（EsSalud）があります。また、貧困層には、国からの補助金を財源とした総合医療保険（SIS）があります。

そこで、国民皆保険を目指す政府は、各保険制度の狭間となっていた自営業者や非正規就業者・定

期的収入を持たない低所得層なども加入できる諸制度を整備しました。そのため、2004（平成１６）年に

は37％だった保険加入率が、2010（平成２２）年には64％になったというデータ もあります。※

同じく年金についても、もともとあった公務員の制度に加え、一般の人が加入できる民間年金制度

（SPP)や国家年金制度（SNP)、小零細企業の労働者向けの社会年金制度（SPS)、75歳以上の極貧高

齢者向けの非拠出型年金制度など、諸制度が整いつつあります。

不可欠なNGOや自主団体
農村部や山岳地帯に住む人々は、交通手段がないために無償医療にもアクセスできない状況にあり

ます。また、貧困対策がバラマキ福祉政策として政治の道具として利用されることもあり、制度の実施

や継続性には少し問題もあるようです。

こうした事態を補完しているのが、カトリック教会などの宗教関連のNGOや国際的団体の支援を得

たNGOです。また、低所得者層居住区の人々の中には相互扶助制度で問題の解決を図ったり、イタリ

ア系・日系のような民族系コミュニティでは独自の医療・介護施設を設けて慈善事業を行ったりしてい

ます。

進む障害者福祉
障害者雇用促進企業の登録制度があり、障害者を雇用した企業への優遇策もとられています。しか

し、障害者向けの高等教育制度が整っていないこともあり、雇用者側のニーズと障害者の実情とが合

わず、実際の雇用にはなかなかつながらない面もあるようです。

また、2007（平成１９）年に障害者権利条約を批准したことを契機に、国家戦略として「障害者機会均

等計画2009-2018年」が制定され、障害者の保健医療・教育・社会参加・雇用促進の事業に着手して

います。その一環として、2012（平成２４）年に日本からの援助もあり、首都リマに国立障害者リハビリ

テーションセンターが新築されました。ここには38床のベッドと、ＣＴスキャンや超音波エコーなど最新機

材があり、義肢製作の工房もあります。今後も、ここを基点に世界の最先端に匹敵する医療やリハビリ

を手掛けていくようです。

動き出した自然災害対策
ペルーは、世界的にみても地震・洪水などの自然災害が多い国の一つです。自然災害に対する国策

が途上にあることもあり、人々はお互いに協力し合って生活復興を行っていきます。待ったなしの災害

に対して脆弱性を抱えてはいますが、社会的包摂が国の最大課題の今、「弱者を災害の犠牲者としな

いようにする」を政府は最大テーマの一つに掲げ、２０１０（平成２２)年の国家基本政策に「災害リスク管理

への取り組み」を加えました。法律・政策・組織の整備を積極的に行い、この取り組みの具体化を図っ

ています。

日本は、２００７（平成１９）年８月にペルー南部の太平洋沿岸で発生した大規模な地震に対し、ODAの

一環としてペルー政府と契約を締結し、学校再建や給水施設の再建工事、学用品などの調達業務に

関わりました。

鉱物資源の輸出国であるペルーは、世界的な鉱物価格の上昇に伴い安定した経済成長を遂げています。しかし、

国民の3割ともいわれる人々が貧困層に属し、特に山岳地域やアマゾン川流域には貧困者が集住しています。こ

うした地域の人々は、電気や水などのインフラも十分には供給されておらず、先進的な医療も受けられない生活

を送っています。歴史的・民族的な背景もあり、こうした生活環境の著しい格差が一朝一夕に埋まるものではなく、

国民全体としての統合が弱いとも言われています。

このような国情でありながら、「社会的包摂」という言葉の下、経済成長の恩恵を貧困層にも行き渡らせようと

いう試みを政府は行っています。
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※ 出典：『世界の社会福祉年鑑 ２０１2』
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フィリピン 大きな役割を担う家族やNPO・NGO

家族間で支え合う双方系拡大家族
フィリピンでは、父方と母方の双方の広範囲な親族と関わりを持って暮らしていくことが生活の基

本です。家族とみなされる範囲は広く、行き来や食事の分かち合いはもちろん、お金の貸し借りも頻

繁に行われています。誰か一人が財産を独占することはせず、広範囲な親族構成員と分かち合うの

が慣習的です。海外移住者が増えた現在、密接なつながりを保つ家族の絆が地理的にも国籍的に

も広範囲化しています。

親の代わりに子どもの世話をする者が近くにたくさんいるので、子育てを母親一人が担うことはま

ずなく、高齢者や障害を持つ家族の介護についても同じで、「フィリピンには、介護の問題は存在しな

い」と断言する人もいるほどです。このことは、入所施設が少ないことからも伺えます。

ただ、今日、高齢者に対する尊敬の気持ちといった風土は、伝統として人々の中に残ってはいます

が、都市化・核家族の波はフィリピンにも訪れており、支え合いの形が変化している面もあります。

「介護は天職」と言われるフィリピン人
「福祉」に関しては、フィリピンでは既に1965（昭和４０）年にソーシャルワークが一つの専門職制度

として確立しています。現在のソーシャルワーカーの受験資格には、1000時間の実習など少し厳しめ

の条件も含まれています。

実際の介護の現場では、家族思いで心優しいフィリピン人には「介護は天職」という自他共の認識

もあり、良質のケアが提供できています。2000（平成12）年以降、国内の介護求人需要を賄うためでは

なく、海外へ介護従事者を送り出すために、カナダのケアギバー（＝介護士）養成カリキュラムを元にした

資格が制定され、より専門的な技術や知識の習得が図られています。日本にも、多くの人が介護従事

者として来日しています。

コミュニティ・ベースド・リハビリテーション
公的な福祉施設があまりなく、リハビリの専門職員がいる施設も少ないこともあり、当事者や家族

を組織化し、その人々にリハビリの技術を覚えてもらって、日常的に地域や家庭でリハビリをやっても

らおうという試みです。こうした試みができるようになったのも、NGOや当事者団体が策定段階から、

全国障害者福祉協議会の協議に積極的に参画できたからということがあるようです。

再統合プログラム
フィリピンから海外に出稼ぎに出る人は多くいます。職種も母国を離れている期間も多様です。出

稼ぎの間あるいは本国に戻ってからも、フィリピンに残った家族のあり方や家族との関係が変わり、家

庭崩壊につながることも多く、そのことがもたらす社会的な影響も大きくなってきました。

そこで、出稼ぎ者が帰国した際にフィリピン社会に経済的・社会的にスムーズに適応し、自律した生

活を送ってもらおうと意図するのがこの再統合プログラムで、OWWA（海外労働者福祉庁）が主導

しています。実際には政府よりもNGOが担っている面が多いようですが、海外労働者の子弟向けの

教育融資プログラム、海外就労中にトラウマを負った女性に対する心理カウンセリングや生計プロ

ジェクト、帰国者がフィリピン国内で大学教育などに戻る際の学費支援プログラムなどがあります。

1898年にスペインからの独立を果たしたフィリピンは、その後の歴史的変遷を経て、今日では、日本と貿易や

ODA（政府開発援助）などにおいても深いつながりのある国の一つとなっています。

政局が安定しない時期もあり、法律や制度が形としては整っても、なかなか具体的な支援として人々に届くこと

が難しいフィリピンにあって、大きな役割を果たしているのは、NPOやNGOです。

フィリピン政府の2015（平成２７）年統計によると、総人口の1割にあたる1,000万人以上が外国に
暮らしています。その5割が永住者で、4割が正規の海外就労者、1割が非正規の就労者です。彼らが
祖国に残る家族に行っている送金額の総額は、日本円で約3兆円にのぼります。国家予算が約7兆円
であることを考慮すると、この総額がフィリピン社会にどれほどの影響を与えているかを伺うことがで
きます。※

これらの送金は、家族・親族の住宅改築・教育・消費財やサービスの購入などに充てられるほか、貯
蓄に回されます。他方、国全体の産業育成や地域振興に結び付くことにはなかなか投資されず、この
ことが課題ともなっています。
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在外フィリピン人からの送金

※出典：『現代フィリピンを知るための６１章』明石書店
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儒教観の強い韓国では、孔子の教えが今なお生活や文化の中に生きています。常に年上の人を尊敬したり、親

孝行したり、そうした精神が言葉遣いだけでなく、食事のマナーや、日常の立ち居振る舞いなどの気遣いにも表れ

ます。儒教は古来日本にも伝来され、日本人の思想の根底にも少なからず流れていると考えられることもあり、韓

国と日本の社会福祉の制度には似ている点があります。

また韓国は、1997（平成９）年にタイで始まったアジア通貨危機による打撃を最も大きく受けました。復興に向け

て、IMF（国際通貨基金）などによる経済的支援や指導を受けたこともあり、国の諸方面の施策にその影響が見ら

れます。

介護保険
日本で２０００（平成１２）年にスタートした介護保険と同じような制度が、韓国では老人長期療養保険

として2008（平成２０）年7月にスタートしました。この老人長期療養保険によって、それまで行政が福祉

サービスの内容や提供者を一方的に決定してきた「措置」から、利用者が自由意思に基づいてサービス

内容や提供者を「選択」できるようになりました。それまで以上に、利用者の権利が重視される制度に

変わったのです。また、福祉を市場化して民間が持つ効率を最大限に活かせるような取り組みも行わ

れています。

皆保険制度・国民年金制度
韓国の民主化が1980年代後半に始まると同時に、公的な医療保険や国民年金も国民の声を取り

入れる形で成立しました。国民医療保険制度は、1989（平成元）年に「職場医療保険」「地域医療保

険」「公務員・私立学校の教員医療保険」といった日本と同じような分類の３種類で始まり、その後再

編を受け、2000（平成１２）年には皆保険制度として統一されました。

通貨危機を機に、対貧困者向けの社会保障ネットの強化に焦点が当たり、全国民が長期的な視点

で経済的に自立できるようにという施策が打ち出されていきます。国民年金制度が1998（平成１０）年

に成立し、「老齢年金」「疾病給付」「遺族年金」の3種類から始まりました。その後、対象者が自営業者

や農業や漁業に携わる人々にも広がったり、労災補償の対象が広がったり、また職業トレーニングの導

入も図られたりするなど、自立に向けた方策が盛り込まれてきています。

フードバンクシステム
通貨危機は失業世帯や貧困層の増大をもたらし、その救済策として、1998（平成１０）年からフードバ

ンクが試行されました。2006（平成１８）年には「食品寄付活性化に関する法律」が制定されて法的な根

拠も整ったことから、運営に継続性や安定性が担保されるようになりました。フードバンクシステムでは、

低所得階層の満足に食事がとれない子どもや単身高齢者・障害者などの利用登録者が、月１回、４品

まで選んで持ち帰ることができます。野菜や肉類は別枠でもらうことができます。

幼稚園児にこのシステムや寄付教育について知ってもらう「幼稚園の日」という日もあり、幼稚園児

が寄付品をバンクに持ち寄る取り組みも行われています。

民生委員・児童委員
複雑多様化する地域の福祉課題を、公民協働で改善・解決していこうと、2012（平成２４）年から全

国に希望福祉支援団という新たな福祉サービスデリバリーシステムが設置されました。設置単位は、

ちょうど日本の中学校区に一つといった範囲です。複合的ニーズを抱えている住民を支援し、貧困予

防やネットワーク作りをしたり、地域の潜在的福祉資源の発掘を行ったりしています。例えば、学校の担

任から「食事を与えないなどのネグレクトが疑われる父子家庭の児童がいる」という相談を受けると、

食品会社・教会・児童センターなどと連携して、食品の提供や学習支援を行います。また時には、スポー

ツ観戦の機会提供をするなど、総合的に幅広く支援を行っています。

1990年代から外国人労働者が急増したり、2000年代に国際結婚のために女性の移民が急増した

りしたことから、家父長制的な夫婦関係などの文化摩擦、言葉の問題、子どもの教育問題などが顕
在化しました。これらの解決を目指して2008（平成２０）年に、外国人や多文化家族を支援する「多文

化家族支援法」が施行され、多文化家族支援センターが定住化を前提とした長期的な視野に立った
総合的家族支援を行っています。

さらに、子どもが母親の母語を身に付けることで、母親や親戚と会話ができるようになったり、自ら
のルーツに自信や誇りを持ったりすることを目的とした二重言語教育政策も行われています。移住女
性が大学の一定課程を履修することで二重言語教授要員となり、この子どもたちへの言語指導にあ
たります。こうした職務に就けることは、移住女性のエンパワメントにも寄与していますし、多文化家
族が持つ言語や文化が、社会の資源として人々に認識されるようにもなっています。
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タイ 人々の生活も社会も変わりつつある国

ニーズに合わせて整ってきた医療対応
富裕層は民間医療保険に加入して民間病院での診察を受け、一般層や低所得者層は公的医療

保険を利用して公立病院で受診しています。様々な宗教の人に対応するため、病院には仏教・キリス

ト教・イスラム教などの礼拝堂もあります。公的医療機関には、重篤緊急患者を受け入れ高度な治

療を行う救急病院、一般医療機関、第一次的な受入れを行うプライマリー・ケア・ユニット（ＰＣＵ）と言

われるヘルスセンターや地域病院の３種が階層的に配置されています。病院間の病診連携は取れて

おり、協力し合って治療にあたっています。地域密着のＰＣＵには、医師はおらず看護師による健康増

進活動や薬剤処方などがなされています。

また病院から遠い農村部には、医療資格はないけれども養成は受けた有償ボランティア（ＶＨＶ=Ｖｉｌｌａ

ｇｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ）がバイタルチェックをしたり療養生活への助言をしたり、と患者や家族の在宅生

活を地域のネットワークで支援する環境も整っています。

地域の中で育まれる子どもたちの変化
もともと地域社会とのつながりが強いタイでは、妊婦や赤ちゃんは地域全体から大事にされていま

す。また、親族間の相互扶助ネットワークが強い大家族型なので、親族どうしが子育てのセーフティ

ネットの役割を果たしています。

ただ、今日の就労形態や、家族のあり方の変化などから、子どもをめぐる環境にも変化が生じ、子

育てへの無関心や家庭内暴力・棄児といった家庭内の問題や、不健全な性的行為・ＨＩＶ感染・薬物な

どといった問題も生じてきています。

こうした新しい問題に対し政府は、児童繁栄促進キャラバンと銘打って、育児方法などを学ぶ家族

力強化の研修・性や倫理教育のための合宿・子どもの創造性を育む芸術合宿・子どもの権利を学ぶ

活動などの諸策を行っています。

家族との同居が減少している高齢者
2007（平成19）年には90％以上とも統計された家族や親戚と同居している高齢者の割合は、2011

（平成23）年の時点で全国平均57％程度にまで減っているそうです。※１ その原因は、家族や社会の

変化によるものと考えられます。一方で高齢化は進んでおり、予測では、2025年に高齢社会（65歳以

上人口が人口の14％を占める）に、2035年に超高齢社会（同21％）になります。※２ 日常的な家庭環

境の変化に加え、急激な出生率の低下や未婚者の増加といった近頃の傾向もあり、誰がどのように

老親の面倒を見るのかが大きな問題になっています。

障害者の生活を支える体制
民間信仰（霊）への厚い信仰が見られるタイでは、障害は「前世の悪行の結果」と一般的には信じら

れ、家族は障害者を憐れみ過保護に接する感情と、悪行を恥じて障害者をひた隠しにする感情の二

局面を持ちます。こうした人々の意識改革を図る教育的意味も含め、1991（平成３）年に障害者社会

復帰法が制定されました。この法律により、障害者は登録することで障害者手帳を受け取り、リハビリ

サービスとその費用の給付・特殊教育の受講・法律問題や行政機関との折衝時の法律扶助などが

受けられるようになりました。また、貧困に陥っている障害者に食住の提供と技術の向上訓練を行う

施設もできました。これらの内容を決める推進委員会には、障害者自身も加わっています。

政府による十分な予算措置がない分、ＮＧＯの協力や企業からの寄付を受けながら、これらの障害

者施策や制度が継続的に運営されていくことが望まれています。

タイでは、以前から仏教の寺院や僧が人々の生活に深く関わり、教育・健康・文化といった分野で影響力をもっ

てきました。最近では、健康促進を国の大きな課題とする政府政策の一環として、寺院が更に積極的に人々の健

康増進の面で役割を果たすようになりました。例えば、朝の6時半から地域の老若男女が寺院に集まり、エアロビ

や太極拳で体を動かしたり、瞑想をしたりするようになったのです。

このように、伝統的な既存のものに新しい要素を盛り込んでいくことで、人々の生活習慣も考え方も、国のあり

方も変わりつつあるのがタイの現状です。

病気・医療

障 害

老後を支え合う

※１ タイ老年学研究開発協会 調べ
※２ 出典：『タイを知るための72章』 明石書店
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児童虐待の対策は、州によって異なりますが、基本的には政府や公的機関が積極的に家族に介入
し、最終的には裁判所を中心に司法介入がなされます。

「通告法 Reporting Law」によって、医師などの特定職種者には通告義務があります。虐待が疑わ

れる場合は、保護者の同意を得ずにレントゲン診断の指示を出すことができ、電話で速やかに通告
しなければなりません。通告を怠ると罰金や懲役を科せられることとなります。

「保護者による虐待」とみなされる詳細な条件が、国の法律で定まっているわけではありませんし、
州によっても異なるようです。「7歳以下の子を、家・車・公園などに1人にさせてはならない」、「8歳か
ら10歳の子は、例え昼間でも1時間以上1人で家にいてはならない」、「11歳から12歳は3時間以内な

らよい」など、細かいガイドラインがあるのが一般的です。ただ実際はガイドライン以上に、親の責任
が問われることが多いようです。

知っておこう！それぞれのお国事情

「政府は個人の生活に干渉しない」という自己責任の精神が、もともとアメリカには強くあります。その精神が、

1996（平成８）年に施行された「個人責任及び就労機会調整法 The Personal Responsibility and Work 

Opportunity Reconciliation Act of 1996」の中で、「福祉から就労へ Welfare to Work」とさらに明文化さ

れました。例えば、若いシングルマザーに育児サービスを提供することで、就労の機会を与え自立に導くといったこ

とが行われています。また、契約社会のアメリカでは、民間企業が社会福祉や医療保険分野などで果たす役割に

も大きいものがあります。しかし、いずれも景気や雇用動向などに左右されるため「福祉からの安定的な自立につ

ながっているのか？」という疑問も投げかけられています。

高額な医療費はどうやって払っているの？
アメリカは自由診療が基本で、日本の国民健康保険のような公的な医療保険制度はありません。

各自が民間の保険会社から保険を購入しますが、医療費の高額化に伴い保険料も高騰して医療保

険に入ることができない国民が増加する一方、保険に加入していても更に高額な医療費を払えず自

己破産に陥る事態も珍しくありません。長年にわたり医療保険制度の見直しが検討され、2014（平成２

６）年「患者保護並びに医療費負担の適正化法 Patient Protection and Affordable Care 

Act」、通称「オバマケア」が施行されました。

オバマケアは、自営業者や、高齢者のための医療制度（メディケア）・貧困層のための医療制度（メ

ディケイド）では保障されないこれまで無保険であった人を主な対象としています。民間の保険会社に

は既往歴などによる保険適用の差別禁止もしくは緩和を課し、廉価な保険を提供させる一方、保険を

購入していない個人に対して罰金を科すことで加入を促し、健康保険加入率の増加を図っています。

オバマケアには欠陥があるとして現トランプ政権下で廃止の動きもありますが、明確な代替案がな

い混迷の中、オバマケアに基づく保険加入の受付は継続しています。

障害者にも求められる経済的自立
「アメリカ障害者法 ADA：Americans with Disability Act 1990」により、障害者の自立と完全社

会参加の権利の保障がなされ、障害者の雇用・教育・交通・情報などに対する「妥当な配慮」が義務

付けされました。

しかし、それでもなお就労率の低さなどから障害者の貧困率は高く、「チケット トゥ ワーク プログラ

ム」で、就労ネットワークス（EN)と呼ばれる政府と契約した民間団体や教会などが、職探しや職業リハ

ビリテーションなどのプログラムを障害者に提供し、自立を促す試みもなされています。

在宅生活を望む高齢者
ベビーブーマー世代が「高齢者」になってから、アメリカでは高齢者の居所とケアに対する関心が高

まってきています。高齢者の90％は地域社会の中で一般の住宅やアパートに住み、残りの人々はサ

ポート付き住宅やケア付き住宅、手厚い介護・看護・リハビリが提供されるナーシングホームに住んで

いるといわれます。※１

「歳をとっても、『一人の社会的存在』としての自分を大切にしたい」という意識が強いアメリカの高

齢者には、これまでの住まいや地域で暮らしていきたいという要望が強くあります。ソーシャルワーカーの

介入や宅食サービスなどといったソフト面と、住宅などのハード面の政策とが連携して、柔軟にニーズに

応え在宅生活を支えています。また、在宅の高齢者を支える家族や隣人の介護疲れ予防のための「家

族介護者支援 Family Caregiver Support」プログラムや、「街自体を住みやすくしよう」という市民

運動も2000（平成１２）年頃から始まっています。

病気・医療

障 害

老後を支え合う

守られる子どもたち

※１ 出典：「アメリカの高齢者住宅とケアの実情」
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知っておこう！それぞれのお国事情

女性中心に回っていた家庭や地域は？
地域によっては儒教的な男尊女卑の考え方が根強く残る一方で、長い戦争の間、社会や家庭の運

営が女性に大きく依存していたこともあり、妻・母としての女性の地位は確保されてきました。

隣近所との人間関係を大切にする国民性から、近隣の女性が冠婚葬祭を一緒に行う習慣なども

ありましたが、1986（昭和61）年に始まったドイモイ（刷新）政策によって市場経済が導入されてから、

人々のつながりや地域のつながりが希薄になりつつあります。

子育ての支援は？
ベトナムの二人っ子政策は、人口の抑制を目的に1988（昭和６３）年から始まりました。1990年代後

半頃からは「夫婦に子ども2人が幸せな家庭」というスローガンの横断幕が町に掲げられるようにもな

り、政策の普及が図られました。中国の一人っ子政策ほど強制的ではないものの、3人目からは罰金

が科せられたり、社会保険加入者に対する国からの分娩補助金や産休期間中の休業補償金が支払

われなかったり、公務員は解雇されたり、といった処遇もあったと言われています。

幼稚園は3歳からで、0歳児を預かってくれる保育施設はないので、出産後6か月の産後休業が終

わったあとは、多くの親は、子どもを祖父母にみてもらいます。祖父母の年齢層は50代前後と比較的

若く、孫の世話をする余裕があるからです。また、家政婦を頼んだり、謝礼を払って近所の人に世話を

してもらう場合もあります。

しかし、経済発展に伴う社会の変容で、若者は都会、父母や祖父母世代は農村に分かれるなど、数

世代同居の大家族が核家族へと形態が移行し、最近では父母等の助けを得られにくくなっています。

2017 (平成２９）年に二人っ子政策は廃止になりました。一方で、予想を上回るペースで高齢化が進

み、子育てと親の介護の問題が二人っ子世代に今後重くのしかかってくると予想されています。

ベトナムは、アジアの中でも群を抜いて経済が急速に発展し、社会的にも安定してきています。その理由の１つと

して、共産党一党独裁体制を維持しつつ市場経済化を進める一方、金融市場を対外的に開放しなかったために、

アジアの通貨危機やリーマンショックの打撃を大きく受けなかったことが考えられます。

この堅実な経済成長は、ベトナム国内の貧困削減に一定の成果を与え、貧困層比率が9割から6割に減ったと

いうデータもあります。※１ しかし、「ベトナム人の生活は豊かになった」とは必ずしも断言できません。物価の上昇率

が高いので、所得が少ない多くの人々にとっては、必ずしも生活は豊かになっていないのです。国全体の経済成長

が、今後人々の生活をどのように変えていくかが注目されています。

ベトナムには人口の８６％を占めるキン族のほか、5３の少数民族が住んでいます。2006（平成１８）年

から2010 (平成２２）年にかけて、少数民族や山岳などの困難地域に住む人々を対象に、政府による

新しいプログラムが実施されました。貧困家庭への優遇融資、無料の職業訓練、医療保険の支給、学

費免除、住居費補助などです。その結果、貧困比率が低減するなど一定の効果が出ました。政府は

最低賃金の引き上げも継続的に行い、こうした人々のさらなる生活向上を図っています。

また、ベトナムには、町と農村に住む人々のほか、船上や水辺にせり出した建物で生活をする「水上

生活者」もいます。雨季になると仕事がなくなるなど安定した生活を送ることが難しいこともあり、政

府は水上生活者の住居を陸に設けて陸に上がることを奨励し始めています。実際、水上の小学校が

閉校となるなど、水上生活者の数は減ってきており、水上村は観光コースになっています。

生活する

老後を支え合う

生活する

変わりつつある少数民族の暮らし

高齢者の介護の担い手は？
ベトナムには、「敬老得寿（＝老人を敬う者は、長寿を得る）」という思想があり、家族が互いに世話

をし合う慣習がありますが、政府は、婚姻家族法や高齢者法、高齢者保護法などの法整備によって

敬老思想を明文化し、家族中心の高齢者介護を進めようとしています。具体的な介護制度や政策は

確立されておらず、公的年金加入率は公務員を中心に1割強程度※２で、介護老人ホームはほとんど

ありません。

ベトナム人の平均余命は年々伸びており、高齢者介護は今後の大きな課題です。

※１ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング,2015,調査レポート
「ベトナム経済の現状と今後の展望」

※２ 「高齢化が進むベトナムにおける家族の役割認識」芝原君恵
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アメリカ合衆国 United States of America

人口 3億875万人 面積 371万8,000㎢

人種・民族
白人 72.4%、黒人・アフリカ系 12.6%、
アジア系4.8%、二種以上の混血2.9%、先住民1.1%

言語 主として英語（法律上の定めはない）

宗教 信教の自由を憲法で保障，主にキリスト教

一人当たり
GDP

56,054米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

77歳/82歳

ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam

人口 約9,270万人 面積 32万9,241㎢

人種・民族 キン族（越人）約86%、他に53の少数民族

言語 ベトナム語

宗教 仏教、カトリック、カオダイ教他

一人当たり
GDP

2,068米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

71歳/81歳

ブラジル連邦共和国 Federative Republic of Brazil

人口 約2億784万人 面積 851万2,000㎢

人種・民族
欧州系 約48％、アフリカ系 約8％、
東洋系 約1.1％、混血 約43％、先住民 約0.4％

言語 ポルトガル語

宗教
カトリック 約65％、プロテスタント 約22％、
無宗教 8％

一人当たり
GDP

8,528米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

71歳/79歳

中華人民共和国 People’s Republic of China

人口 約13.76億人 面積 約960万㎢

人種・民族 漢民族（総人口の約92%）および55の少数民族

言語 漢語（中国語）

宗教 仏教、イスラム教、キリスト教など

一人当たり
GDP

8,109米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

75歳/78歳

フィリピン共和国 Republic of the Philippines

人口 約1億98万人 面積 29万9,404㎢

人種・民族
マレー系が主体。ほかに中国系、スペイン系およびこ
れらとの混血並びに少数民族がいる。

言語
国語:フィリピノ語 / 公用語:フィリピノ語、英語
80前後の言語がある。

宗教
カトリック 83%、その他のキリスト教 10%、
イスラム教 5%

一人当たり
GDP

2,904米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

65歳/72歳

ペルー共和国 Republic of Peru

人口 約3,115万人 面積 約129万㎢

人種・民族
先住民 45％、混血 37％、欧州系 15％、
その他 3％

言語 スペイン語（他にケチュア語，アイマラ語等）

宗教 国民の大多数はカトリック教徒

一人当たり
GDP

6,069米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

73歳/78歳

ネパール連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Nepal

人口 2,649万人 面積 14万7,000㎢

人種・民族 パルバテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、タマン、ネワール等

言語 ネパール語

宗教
ヒンドゥー教徒 81.3%、仏教徒 9.0%、
イスラム教徒 4.4% 他

一人当たり
GDP

725米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

68歳/71歳

インドネシア共和国 Republic of Indonesia

人口 約2.55億人 面積 約189万㎢

人種・民族 大半がマレー系（ジャワ、スンダ等約300種族）

言語 インドネシア語

宗教
イスラム教 87.21%、キリスト教 9.87%、
ヒンズー教 1.69%、仏教 0.72%，儒教 0.05%、
その他 0.50%

一人当たり
GDP

3,346米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

67歳/71歳

タイ王国 Kingdom of Thailand

人口 6,572万人 面積 51万4,000㎢

人種・民族 大多数がタイ族。その他 華人、マレー族 等

言語 タイ語

宗教 仏教 94％，イスラム教 5％

一人当たり
GDP

5,815米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

72歳/78歳

大韓民国 Republic of Korea

人口 約5,150万人 面積 約10万㎢

人種・民族 韓民族

言語 韓国語

宗教
宗教人口比率53.1%
（うち仏教 42.9%、プロテスタント 34.5%、
カトリック 20.6%、その他 2.0%）

一人当たり
GDP

27,397米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

79歳/86歳

出典：

外務省ホームページ（人口、面積、人種・民族（アメリカを除く）、言語、宗教）

総務省統計局 「世界の統計2017」（人種・民族（アメリカのみ）、一人当たりGDP、平均寿命）
各国の概要
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