
明治13・14年（1880・81）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

計の報告を命ず〈内〉.

9.10「伝染病予防心得書」を達〈内〉.

9.15「種痘医規則」の改正.

10.22国安妨害・風俗壊乱の新聞禁止 

〈太布〉.

10.25宮内省式部寮雅楽課,君が代を 

作曲,海軍省雇教師エッケルトが編 

曲（11.3天長節に初めて御前演奏）.

11.5 「工場払下げ概則」を定める（官 

設工場の民有化）〈太達〉.

11.30「土地売買譲渡規則」制定.

12.14伊藤博文,国会開設の時期尚早 

の旨上奏.

12.2？元老院の国憲取調委員,日本国 

憲按（第3次確定案）を議長に提出. 

（12. 28議長から天皇に提出.採択さ 

れず,国憲取調局は明14. 3. 23閉 

鎖）.

12.28改正厂教育令一制定〈太布〉.

11.5中央衛生会に薬局方制定を委任 

〈内〉.

11.10 各地の避病院存廃につき調査 

〈内〉.

12・6「焼場取締方」改正（火葬場構造 

の簡素化に助成金の交付）〈内〉.

12.14「伝染病予防規則」を改正（腸チ 

フス,赤痢,ジフテリア,痘そうに 

対し流行時に限らず常時適用）•

この年,独国人アルベルト=フォ 

ン=ローレッツ,日本最初の精神病 

隔離室を愛知県病院に設置.

明治14年

1.14東京府に警視庁を置く〈太達〉・

2. - 頭山満ら,福岡に玄洋社を創立.

3.11「憲兵条例」を定める〈太達〉.

3.18東洋自由新聞創刊.

3. -大隈重信,国会開設の意見書を

提出.

4. 7農商務省を設置〈太布〉.

4.28 「会計法」を定める（予算制度の 

整備.会計検査院を設置）〈太達〉.

3.17「衛生委員通信手続」を定め各府 

県に達.

5. 4「小学校教則綱領」定める〈文〉.

5.30太政官に統計院を設置〈太達〉.

7. 5岩倉具視,憲法制定に関する意 

見書（井上毅起草）を提出.

7.29 「中学校教則大綱」定める〈文〉.

7.30政府,北海道開拓使官有物払下 

げを決定（世論の非難高まり10月中 

止）.

5.1高木兼寛ら成医会講習所設立 

（慈恵会医科大学の初め）.

7.22長崎司薬場廃止.

9.19 「監獄則」を定める〈太達〉.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.22「備荒儲蓄金取扱順序」を定める 

（除沖縄県）〈太〉.

—-この年,金原明善,静岡県出獄人 

保護会社を創立（更生保護会の初め. 

大4年,静岡県勧善会と改称,出獄 

人の本人および家族をも扶助）.

＞東京霊南坂教会牧師小崎弘道,懲 

矯院ヲ設ヶザルベカラザルノ議を発 

表（懲矯院の設立により,非行のあ 

る少年の教化の必要性を唱える）.

明治14年

4.19 「流行病アル節貧民救療費支弁 

方」を達（悪疫流行ノ節貧困ノ者処 

分方概則廃止・貧困伝染病患者を地 

方税衛生費をもって救療することと 

した地方財政への負担の転嫁）〈太〉•

5.- 坂部龛,加藤九郎,幼年懲役場 

計画のため中村正直,津田仙らと仮 

設委員会を設立（官公立感化院の設 

置計画があったため中止）.

（英）3. 21「アルカリ等工場規制法」を 

制定（化学工場の煤煙の取締り）.

ー 救貧法委員会のあとを受けた「地 

方自治庁」創設.

（米）アメリカ赤十字協会設立.

（仏）6.16厳重な義務教育制度実施 

（学校の非宗教化貧困児童無料制や 

学校給食制確立）.

（独）3.- ビスマルク首相,労働者の 

全国的な災害保険制度の第1次計画 

案提示（反対多く未成立）.

11.17カイザー・ヴィルヘルム1世詔 

勅「社会保険に関するマグナカルタ 

大憲章」に基づき,国会は統一的社 

会保険の採用を決議（災害保険,疾 

病保険）.

一最初の養護学校設立.

（スウェーデン）「児童労働禁止法」制
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明治14・15年（1881・82）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

10.12詔勅を発し,明23年を国会開設 

の期と定める.大隈重信参議下野 

（明治14年の政変）.

10.21 太政官に参事院を設置（法制局 

の源）〈太布〉.

10.29自由党結成（総理板垣退助）.

11.5日本鉄道会社,創立許可（初の 

私設鉄道会社）.

11.10 「諸省事務章程通則」を定める 

（12.3布告•布達•達・告示の区別 

を定める）〈太達〉.

12. 7「褒章条例」制定（紅綬,緑綬, 

藍綬）.

この年,大蔵卿松方正義,紙幣整 

理に着手（松方デフレ財政の始ま 

り）•

10.10「伝染病予防規則第13条船舶検査 

手続」を各府県に達する.

明治15年

1.4「軍人勅諭」を陸軍卿に下す〈陸 

達〉.

2. 8開拓使を廃し函館•札幌•根 

室の3県を設置〈太布〉.

3.1 時事新報発刊（後に東京日日新 

聞と合併）.

> 大蔵卿松方正義,紙幣整理に関し, 

中央銀行の設立等の意見書を提出.

3.14立憲改進党結成（総理大隈重信）. 

〇 伊藤博文,憲法制度調査のため欧 

州に出発（明16. 8. 3帰国）.

3.18福地源一郎ら立憲帝政党を結成 

（明16. 9. 24解散）.

4. 6板垣退助,岐阜において襲われ 

負傷

5.25樽井藤吉ら,東洋社会党結成 

（7. 7結社禁止）.

6.16統計院,『日本帝国統計年鑑』刊 

行開始.

6.27 「日本銀行条例」を定める（10.10 
開業）〈太布〉.

7.23朝鮮京城で朝鮮兵反乱,日本公 

使館龔擊される（壬午の変）.

7.27 「行政官吏服務紀律」を定める

2.15鞋視庁,「劇場取締規則」を定め 

る.

2.1?「医学校卒業生試験ヲ要セス医術 

開業免状下附」を達〈太〉.

2.28「医師試験規則中修業履歴書ハ3 
年以上修業ノ実跡ヲ明記スルモノニ 

非レハ試験セス」を達〈内〉・

3. 2 開業医の子弟にて助手であった 

者のうち,明15. 6満25歳以上の者に 

限り試験を要せず開業を許可す（明 

15. 8限りで廃止）〈内〉.

7.1?「巡査看守給助例」を達（勤続10 
年以上は年金を支給など）〈太〉・

5.2? 「医学校通則」を定める（甲種 

（中卒,修業年限4年以上）,乙種 

（中卒,修業年限3年）の2種とす 

る）〈文〉.

5.一司薬場を内務省衛生局試験所と 

改称.

6.23「虎列剌病流行地方ヨリ来ル船舶 

検査規則」を布告（主として横浜港 

から国内の他の港に入る船の検疫に 

適用）〈太〉.

7.10医療服薬を行わず禁厭祈禱のみ 

を治病の術とする事を禁止〈内達〉.

7.17臨時に東京検疫局を置く（各町
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総合年表

社 会 福 祉

明治15年

4.14群馬県,全県下の遊廓を明21年 

限りで廃止することを布達（明26.12 
に廃止実現.全国初の廃娼県）•

社 会 保 険 海

定.

外

（英）「工場労働者住宅法」制定.

（独）6.15「疾病保険法」公布（1884. 
12実施）.

—コッホ,結核菌を発見.

＞救済慈善組織協議会設立.

（スウェーデン）救世軍伝わる.
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明治15・16年（1882・83）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

〈太達〉. 村に隣保組織の衛生組合を結成させ,

8. 5「戒厳令」を定める〈太布〉.

コレラ予防に当たらせる）.

7.18「薬学校通則」を達（薬学校を甲 

乙2種に分かつ）〈文〉・

8.11「医師医業ニ関スル犯罪及不正ノ

8.30壬午の変の善後処置に関する朝 行為処分ニ関スル件」を布告〈太〉.

鮮との条約（済物浦条約）署名. 8.26伝染病予防規則を改正（患者隠

11.28福島県民数千人,道路工事中止 

要求の総代逮捕に抗議,警官と衝突.

12.1福島県自由党幹部河野廣中ら, 

政府転覆の盟約作成の容疑で逮捕 

（福島事件）.

12.12「請願規則」を定める〈太布〉.

12.16「郵便条例」を定める〈太布〉.

この年,農商務省工務局に調査課

蔽防止のため患家の標止を廃止）.

9.1 伝染病予防規則を改正（吐瀉二 

症アル患者ノ届出）.

10.2?「売薬印紙税規則」を布告（明16. 
施行・売薬に定価の1割の印紙 

税を課し,間接的に売薬を抑制） 

〈太〉.

-— この年,東京,京都,神奈川のー

を設置（労働保護立法としての労役 部で肺病調査実施.

法,工場条例の立案のための調査, > コレラ,関東•東北地方に大流行

資料収集に当たる）. （死者3万3784人）.

明治16年

1.4 「叙勲条例」を定める〈太達〉. 1.- 衛生局に保健,医事の2課を置 

く.

2.18大日本私立衛生会結成,機関紙

3.20高田事件発生（北陸地方の自由

『大日本私立衛生会雑誌』発行.

3.31「府県連合衛生会規則」を定める

党員26人,大臣暗殺•内乱陰謀容疑 〈内〉.

で逮捕）.

3.22 「国庫出納条規」を定める〈太 

布〉.

4.16新聞紙条例を改正（取締りを強 4.23中央衛生会委員,ベルツの意見

ィ匕）〈太布〉. に基づき各府県に対し肺,肝に寄生

5.22官省院庁の達•告示は官報登載

虫ある疾病の報告を依頼.

4.28内務省,太政官に医師規則と医 

術開業免許規則の制定につき伺.

5. 5東京,大阪,横浜の3司薬場の

を公式とする〈太達〉. 名称を内務省衛生局東京,大阪,横

5.26布告,布達の施行期限〈太布〉, 浜試験所に改称.

到達日数を定める〈太布達〉（原則 5.24東京府,「種痘児調査手続」を定

として府県庁到達の7日後に施行. める.

日数は東京•埼玉・神奈川は即日, 

京都•大阪は4日,青森1OH,鹿児 

島12日など）.

6.14「虎列剌病流行地方ヨリ来ル船舶 

検査手続」を定める.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

9.30「行旅死亡人取扱規則」を定める 

（行旅人規則廃止）〈太布〉・

11.17「行旅死亡人取扱規則」の様式を 

定める.

〇 「済貧恤窮施行表」を定める〈内〉.

——この年,懲治場（少年保護）と別 

房留置（釈放者保護）の2方法を設 

定

明治16年

6.27池上雪枝,大阪市北区に日本最 

初の感化院神道祈禱所を創設.30数

（英）「疾病予防法」制定（流行病には 

貧民救済と関係なしに病院への収容 

（医療救済）を法制化）.

（米）イリノイ州シカゴで米国教育援助 

協会設立（最初の州レベルの里親を 

あっせんする機関,後に他州まで力 

パーする全米児童ホーム福祉協会）.

（独）6. - 「ドイツ連邦疾病保険法」制 

定（世界最初の疾病・出産を保険, 

強制加入.労働者負担3分の2,事 

業主負担3分の1）.
一 「ドイツ職業法」制定され,ベル 

リン職業紹介所開設.

A フェールアイゼン,丹毒の連鎖状 

球菌発見.クープス,ジフテリア 

菌発見•コッホ,コレラ菌発見・
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明治16・17年（1883・84）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

7. 2官報第1号発行・

8. 4「陸軍治罪法」を定める（8.15施 

行.重罪,軽罪は軍法会議で審判） 

〈太布〉.

9.2!三池炭坑で就労中の囚人労働者 

395人大暴動.

7.23「鉱泉取調条項」を定める.

11.28鹿鳴館開館式.

9.11 新しく「海軍恩給令」,「陸軍恩 

給令」を定め,海軍退隠令,旧陸軍 

恩給令を廃止〈太達〉.

9.一 十二指腸虫,肝臓ジストマが発 

見される（岡山県児島郡,都宇郡, 

安那郡などの風土病（肝臓地方病） 

問題化し,飯島魁,中浜東一郎らに 

よりのち肝臓ジストマと判明.同月, 

十二指腸虫もベルツにより東京で発 

見）.

10.23「医術開業試験規則」〈太布達〉, 

「医師免許規則」〈太布〉を定める 

（明17.1.1施行.開業医の医籍登録 

制度発足）.

10.29明17年の第1回医術開業試験挙 

行の地方及其期日を告示（東京,大 

阪,長崎で春秋2回実施）.

12・5明10年達以後奉職の者にも医術 

開業免状を授与することとする.

12.10医術開業試験の受験人心得を告 

示•

明治17年

1.24太政官文庫設置（翌年12.24内閣 

文庫と改称）〈太達〉.

3. 4三池炭坑第2次囚人騷擾.

3.15「地租条例」を定める（地租改正 

条例を廃止）〈太布〉.

3.1?制度取調局を宮中に設置（憲法 

•皇室典範の起草に着手.長官伊藤 

博文）〈太達〉.

3.21「海軍治罪法」を定める〈太布〉.

5.13群馬事件発生（自由党員や農民, 

高利貸•警察所などを襲撃）.

5.26「兌換銀行券条例」を定める〈太 

布〉.

7. 7 「華族令」を定める（公•侯•伯

1.4「官吏恩給令」を定め,太政官に 

恩給局を設置〈太達〉.

＞太政官中に,恩給局設置.

1.2! 内務省達により,従来地方庁で 

下附した医術開業許可証所持者に対 

しさらに内務省にて免状下附（衛 

生局で医籍編成）.

1.31 医師開業試験規則を歯科医に適 

用（受験資格者2年以上修学した 

者）〈太布〉・

3.-旧相馬藩の当主相馬誠胤,加藤 

瘋癲病院に入院,相馬事件始まる 

（旧相馬藩士錦織剛清が,誠胤の入 

院はお家のっとりをたくらむ家令ら 

の不当監禁だと争った.精神病者の 

処遇社会問題化）.

6. - 仮免状下附の条件に関し通知す

（山間孤島等,医師に恵まれず本免 

許医師の供給の見込みのない地域で 

は,試験を経なくても,府知事,県 

令の具状により履歴のみで仮開業免 

状を与える限地開業を認める）.

7. 2静岡県で初めて鉱泉発見,使用
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

名の非行少年の教化事業を開始（長 

続きせず）.

10.15伝染病に罹患した赤貧者の費用 

を支弁（明15年度より）.

10.- 原胤昭,自邸に免囚保護施設を 

設置（無償で収容を開始.後の東京 

出獄人保護所,東京保護会）.

明治17年

3.25「質屋取締条例」制定.

（英）1-- フェビアン協会発足（漸進 

的社会主義）.

—牧師バーネット,ロンドンのホワ 

イト•チャペル地区に,セツルメン 

トニトインビー・ホールを建設（大 

学隣保事業の初め）.

＞児童虐待防止協会設立.

（仏）3. 21労働組合を合法化.

（独）7. 6「災害保険法」公布（1885. 
10.1実施）.

12.1前年6. 5制定の疾病保険を実施. 

帝国保険庁を設置.

（スウェーデン）高齢•労働者保険委員 

会設立.
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明治17 •18年(1884 • 85)

冃 尽 社会保障一般 衛生 •医療

・子•男の5爵とする）〈宮内達〉.

8. 4外務卿,条約改正に関する覚書 

を各国公使に送る.

9.23加波山事件発主（茨城•福島の 

自由党員ら,警官と交戦）.

10.29自由党解党・

10.31秩父事件発生（埼玉県秩父地方 

の農民数千人,郡役所,高利貸など 

を襲撃）.

事務手続を定める.

8.18警視庁,狂人監禁についての警 

察の認許制度は,私立癲狂院の入退 

院にも適用される旨布達.

9.11 中央衛生会職制改正.

9.一荻野吟子,医術開業試験合格女 

医第1号.

10. 4「墓地及埋葬取締規則丄「墓地及 

埋葬取締規則違背者ハ違警罪ヲ以テ 

処分」公布（11.18には,「墓地及埋 

葬取締規則施行方法細目標準」公布. 

長く墓地行政の基本となる）.

10.17看護婦リード女史（米国）,招へ 

い先の有志共立東京病院において, 

週2日看護法の講義を始める（わが 

国の看護教育の初め）.

12. 4朝鮮京城で独立党のクーデタ未 

遂事件発生（甲申の変）•

12. 6飯田事件発生（自由党員らの挙 

兵計画発覚し逮捕）.

12.27「火薬取締規則」,「爆発物取締罰 

貝リ」を定める〈太布〉.

-この年,松方デフレ政策（紙幣整 

理）により不況激しく,会社•銀行 

など多数倒産.不況と凶作のため農 

村窮乏.翌明18年,不況さらに深刻 

化.各地で負債返弁のための騒擾起 

こる.

この年,京都市郊外岩倉村に有志 

による岩倉癲狂院創立（明25年,岩 

倉精神病院）.

明治18年

1.9甲申の変善後処理に関する朝鮮 

との講和条約（漢城条約）署名・

1.一 借金党・小作党・困民党などを 

名のる農民,銀行•金貸業者を襲う 

（暴動山梨,静岡に拡大.〜2月）.

3.23内務省,「入歯歯抜口中療治接骨 

営業者取締方」を通達.

3.24 「種痘施術心得書」を定める 

〈内〉・

3.25「鉞術灸術営業差許方」通達.

3.— 「日本薬局方」草案成る.

4.18日清天津条約署名（朝鮮から日 

清両軍共同撤兵など）.

〇 「専売特許条例」を定める〈太布〉.

5. 5「屯田兵条例」を定める〈太達〉.

5. 7 「電信取扱規則」を定める（7.1 
施行.全国均一料金制）〈太布〉.

5. 9日本銀行,初めて銀貨兌換の銀 

行券を発行.

6. 6政府発行紙幣を翌年1月から銀 

貨に兌換し消却することを定める 

〈太布〉.

6.25「内務省処務条例」制定（庶務局 

を廃止に県治局を設ける）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

明治18年

3.27官吏恩給令附則第5条「文官傷 

痍疾病等差例」を定める〈太〉.

（英）「労働者住宅改良条例」制定（地 

方団体が市民に住宅改良を強制）•

〇 「医療救護法」制定（救貧法や医 

療救済で従来剝奪されていた選挙資 

格を回復）•

（米）合衆国労働局設置.

〇 ニューヨーク州立精神薄弱婦人保 

護院設立.

（仏）パスツール,人体実験により,狂 

犬病の予防に成功•

（スウェーデン）YWCA設立.

〇 「浮浪者取締法」制定.

（ノルウェー）「らい病管理法」施行.

（オーストリア）労働者疾病金庫設置・
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明治18・19年（1885・86）

背 景 社会保障一般

8.12教育令改正.

9. 7『法令全書』発行（翌年1月から 

官報附録となる）.

10.20 メートル条約に加入署名（明19. 
4. 20勅令公布）.

11.23 朝鮮でのクーデタを企てた大井 

憲太郎逮捕（大阪事件）.

12.22太政官制を廃し「内閣制度」創 

設（内閣総理大臣および宮内•外務 

•内務•大蔵•陸軍•海軍・司法・ 

文部・農商務・逓信の各大臣を置き, 

宮内以外の諸大臣で内閣を組織） 

〈太達〉.

＞伊藤博文内閣成立.

〇逓信省を新設し,エ部省を廃止 

〈太達〉.

12.23内閣制度創始に関する詔勅.

＞内閣に法制局設置〈内閣達〉.

12.28布告,布達は,官報掲載をもっ 

て公式とし,別に配布しないことに 

改める（官報による公布制度確立） 

〈内閣達〉.

[＞統計院を廃し,内閣に統計局を置 

く.

衛生 •医療

8.22「獣医免許規則」布告（明19. 7.1 
施行）〈太〉.

8.-  町村衛生委員廃止（委員の人選 

難と区町村の経費難.町村衛生委員 

の事務は,戸長が扱う）.

9.10東京府,「鐵灸術営業取締規則」 

を布達.

11.9 「種痘規則」を定める（明19.1.1 
施行・種痘医規則,天然痘予防規則 

を廃し法制一元化を図る）〈太布〉.

12.20東京医学会創立.

——この年,赤痢,コレラ,腸チフス 

等の伝染病流行.

明治19年

1.26函館•札幌•根室3県を廃し, 

北海道庁を設置.

2. 5宮内省,官制公布〈勅〉.

2.26「公文式」公布（法令形式を定め 

る）〈勅〉.

2.27「各省官制」公布（通則およびそ 

れぞれの省の官制）〈勅〉.

3. 2「帝国大学令」公布〈勅〉.

3.17「高等官官等俸給令」公布（4.30 
判任官官等俸給令公布）〈勅〉.

4.10「師範学校令」,「小学校令」,「中 

学校令」公布〈勅〉.

4.1?「会計検査院官制」公布〈勅〉.

5.1 第1回条約改正会議を外務省で 

開く.

5. 5「裁判所官制」公布〈勅〉.

2.25東京府,「薬種商営業規則」を布 

達.

2.2? 内務省の7局の1つに衛生局が 

設けられ,衛生課および医務課の2 
課を置く •

2. - 共立病院に看護婦講習所設置.

3. 2東京大学医学部は帝国大学医科 

大学と改称,「帝国大学院令」公布 

〈勅〉.

3.19「売薬検査心得」制定.

4.23帝国大学分科大学の修学期限を 

定め医科は4カ年とする.

5.30陳列する飲食物等に覆蓋の使用 

を義務づける〈警令〉.

5.- 「虎列剌病予防法消毒心得」を発
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

10. 7高瀬真卿（監獄教誨師,新聞記 

者）,東京に予備感化院（明19年, 

東京私立感化院と改称）設立.

明治19年

3.12内務省,恤救請願が一家数人に 

及ぶ際にも府県に委任することを訓 

令〈内〉.

4.10勅令第14号（小学校令）により, 

貧民教育のための小学簡易科の設立 

許可.

5.24千葉県各宗寺院,共同で千葉感 

化院創設（明41年成田山感化院と改 

称）.

（英）3.15地方長官ジョセフ=チェン 

バレン,労働者の救済なれ防止のた 

め,公共事業の新展開を通達（5.15 
失業者を公共雇用することを通達）.

-「白痴法」制定（精神病者と精神 

薄弱者を区別）.

〇1864年以来公認の公娼廃止.

（米）スタントン=コイト,ニューヨー 

ク市にアメリカで最初のセツルメン 

卜,ネイバーフッド•ギルド設立・

（仏）内務省に扶助局設置.

〇 パリ市会,労働紹介所の建設を決 

定.

（独）3.15「官吏,軍人に対する災害扶 

助法」制定.
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明治19 • 20年(1886 • 87)

冃 忌 社会保障一般 衛生 •医療

> 「警視庁官制」公布〈勅ノ.

5.10「教科書図書検定条例」公布.

6. 5国際赤十字条約（ジュネーブ条 

約）加入署名（11.16公布）〈勅〉.

6.12静岡事件発生（静岡の自由党員, 

箱根離宮落成式襲撃の陰謀発覚し逮 

捕）.

7.13東経135度の子午線時を標準時と 

定める.

7.20「地方官官制」公布（府知事県令 

の名称を知事に統一.府県に2部が 

設けられ,第2部に衛生課設置.郡 

区の警察署で衛生事務を管掌）.

8.13「登記法」および「公証人規則」 

公布〈法〉.

6.12甲府の雨宮製糸場の女匚取締 

りの苛酷・賃金引下げ等に反対して, 

同盟罷業（最初のストライキ）.

する.

6.25 日本薬局方」制定（明20. 7.1施 

行.基本的薬剤の標準判定法を述べ, 

医薬品使用の基礎を確立）〈内〉.

7.13 〜官吏伝染病予防救治ノ公務上感 

染死亡セル場合手当金給与方」を制 

定.

9.2？「内務報告例」制定（省内各局の 

各種事務報告,統計報告の重複を整 

理.行政運営上必要最低限に集約. 

昭13年,厚生省報告例へ）〈内〉.

9.1「虎列剌病流行ノ地ヨリ占着艦褸 

ヲ他ノ健康地方ニ輸送スルヲ禁スル 

ノ件」布達〈内〉.

10.24 ノルマントン号事件起こる（英 

船ノルマントン号,紀州沖で沈没.

英人脱出するが日本人乗客全員溺 

死）.

11.10省令は発布前閣議に付すること 

とする旨訓令.

11.6「中央衛生会官制」公布（中央衛 

生会職制廃止）.

12. 3 榊淑,教授となり帝国大学医科 

大学精神病学教室開設（日本人によ 

る初めての精神医学講義）.

> 内務省,市街地等における下水流 

通・厠圃改造・塵介掃除の急施につ 

き訓令

この年,コレラ,天然痘,腸チフ 

ス大流行.

> 東京府知事の勧告により東京医会 

設立.

明治20年

1.22東京電燈会社,鹿鳴館で初めて 

電気灯に点火

2.15徳富蘇峰,民友社を創立し,『国 

民之友』を創刊.

3.23「所得税法」公布（年収300円以 

上に課税率1〜3%）〈勅〉.

4.20首相官邸で大仮装舞踏会開催 

（この頃,しばしば同様の舞踏会が 

鹿鳴館で開かれる）.

5. 6「叙位条例」公布（正1位から従 

8位までの16階）〈勅〉.

5.2!「学位令」を定める。

5.24黄綬毀章を臨時制定,公布.

1.20漢方医団体温知社解散.

3.-長谷川泰ら医家法律家を結集, 

国政医学会を創設.

4.23 「地方衛生会規則」を定める〈閣 

令〉・

5.13 ~宮内省官吏恩給例」公布.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5. 5「農業労働者の災害および疾病保 

険法」制定.

7. 7東京養育院の後援団体慈善会の 

設立許可.

11. -井上三登治,堺に愛育社設立

（育児事業）.

12. 6東京婦人矯風会を創立（矢島楫 

子ら）.

--- この年,瓜生岩,福島の長楽寺で 

福島救育所創設の試み（社会福祉セ 

ンター構想,明22.12正式認可）.

明治20年

5.20博愛社,日本赤十字社と改名. 

（明19.11.16ジュネーブ条約加入に 

ともない,改名）.

5.- 東京府養育院慈善会会員の上流 

婦人ら,鹿鳴館で第1回慈善市を開 

催（純益6500余円を養育院に寄付）.

（英） チャールス=ブースによる,イー 

スト•ロンドンの社会調査開始.

（米）コイト博士ら,ニューヨーク市に 

近隣組合を創立（1891年大学セッル 

メント協会と改称）.

>コロラド州デンバーで,慈善団体 

連合会,米国で初の共同募金.

> ミネソタ州ロチェスター市でメイ 

ヨークリニック診療開始（グループ 

診察の起源）.

（仏）パリに労働取引所（ブルス）誕生, 

職業紹介を開始.

1031



明治20・21年（1887・88）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

6.一 農商務省,職工条例•職工徒弟 

条例案成るも未発表（婦女14歳未満 

の者の深夜業禁止等規定）.

6.1「衛生試験所官制」公布（東京・ 

大阪•横浜衛生局試験所が,それぞ 

れ東京・大阪・横浜衛生試験所と改 

称 内務大臣直轄の独立機関となる. 

なお横浜衛生試験所は大2年廃止） 

〈勅〉.

6.30中央衛生会,上下水道布設促進 

建議（コレラ予防のため,上水道の 

布設を優先）.

7.25「文官試験試補及見習規則」,「文 

官試験委員官制」制定〈勅〉.

7.30「官吏服務紀律」を改定（天皇と 

政府への忠順勤勉を求める）〈勅〉.

10. 3後藤象二郎ら,丁亥俱楽部を設 

立し,大同団結運動を起こす.

10.- 高知県代表,'三大事件建白書'を 

元老院に提出（地租軽減,言論集会 

の自由,外交失策の挽回）.

＞『法令全書』発行（内閣官報局編 

集）.

12.22「造幣局官制」制定〈勅〉.

12.26「保安条例」公布（秘密の結社集 

会の禁止,屋外の集会運動の制限な 

ど）〈勅〉.

12.29新聞紙条例改正（発行届出制創 

設）く勅〉.

＞ 「版権条例」公布（版権保護が出 

版取締りから分離した最初の法規） 

〈勅〉.

この年,政府の条約改正案に対す 

る反対運動,盛んに起こる.

8.19各高等中学校に医学部を設置.

8.-  各町村に衛生組合設置.

9.20日本赤十字社,国際赤十字（1859. 
仏人アンリ=デュナン創始）に加入.

9.30 勅令により府県立医学校費用は 

明21以後地方税をもって支弁するこ 

とを禁ず〈勅〉.

10.13「宿屋営業取締規則」公布.

10.17横浜水道通水（わが国における 

近代的水道の始まり）.

10. 東京帝国大学医科大学附属病院

看護婦養成所発足.

12.24 病院の名称を公立病院・私立病 

院に整理統合（公立病院は内務省へ 

届け出ることを規定）〈内訓〉.

明治21年

1.4「各種ノ勲章等級製式及ヒ大勲位 

菊花章頸飾ノ製式」公布（菊花章頸 

飾・宝冠章•旭日桐花大綬章・瑞宝 

章創設）〈勅〉.

＞時事通信社創立（最初の通信社）.

4.25 「市制町村制」公布（明22. 4施 

行）.

4.30枢密院設置を公布〈勅〉.

4. ・日本薬局方調査委員設置（第1 
版日本薬局方を改正するため）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

（独）「侮員災害保険法」制定.

（伊）「強制種痘法」を施行.

（スウェーデン）YMCA設立・

（オランダ）「強制種痘法」を布く.

9.22石井十次夫妻,岡山市の三友寺 

に孤児院を創設（のち,明治年間最 

大の孤児院に発展）.

10. 5訓盲啞院を東京盲学校と改称

12. 9備荒儲蓄金取扱順序,改定〈大 

令〉・

明治21年

3. 7宇川盛三郎ら,フランスの制度 

にならい東京に大日本監獄協会設立 

（釈放者保護事業,少年保護施設. 

のち矯正協会）.

（米）ニューヨーク市に,大学隣保事業 

協会組織.

（仏）パスツール研究所開設.

＞内務省に,公的扶助上級審議会設 

置.

（デンマーク）4. 20養児保護の法律制 

定（里子の監督実施）.

（オーストリア）5. 30労働者一般に対 

する疾病保険制度（出産を含む）を
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明治21・22年（1888・89）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

> 黒田清隆内閣成立.

5. 8枢密院開院式.天皇,皇室典範 

・憲法草案諮詢の勅語を下す.

5. 7 学位令により医学博士等誕生（25 
名）.

6.18高島炭鉱の鉱夫虐待事件,雑誌 

『日本人』に掲載,社会問題化す.

7.10みやこ新聞（現在の東京新聞） 

創刊.

10.27皇居を宮城と改称（宮告）.

11.17「勲章佩用式」公布〈勅〉.

11.20大阪毎日新聞創刊.

12. 4香川県設置（愛媛県から独立. 

現在に至る府県名が確立）.

10.10水道条例案を閣議に提出（成立 

せず）.

11.-  衛生局所管,下谷牛痘種継所を 

大日本私立衛生会に移管.

> 東京に派出看護婦現れる.

12.26 「陸軍衛生部現役看護手補充条 

例」,「陸軍衛生部現役下士補充条 

例丄「陸軍衛生部現役士官補充条 

例」公布〈勅〉.

> 「陸軍衛生会議条例」公布〈勅〉.

12.27「陸軍調剤手及看護手服制ノ件」 

公布〈勅〉.

12.28 「陸軍軍医学校条例」公布〈勅〉. 

この年,東京帝国大学医学部教授, 

東京医学会を結成.

> 上水道の土木工事費について3分 

の1の国庫補助を行う.

明治22年

1.22徴兵令を改正（戸主の徴兵猶予 

等廃止）〈法〉.

2.11「大日本帝国憲法」発布.

> 「皇室典範」制定〈宮達〉.

〇 「貴族院令」公布（皇族・公侯爵 

•伯子男爵の互選議員,勅選議員, 

多額納税者の互選議員より構成） 

〈勅〉.

> 「衆議院議員選挙法」公布（直接 

国税15円以上納税者で25歳以上の者 

に選挙権を,30歳以上の者に被選挙 

権を与える.記名投票）.

> 「議員法」公布（貴族・衆議両院 

の構成•活動など）.

>森文相,官邸玄関で西野文太郎に 

刺され翌日死亡

3. 2「徴兵検査規則」公布（陸軍医官 

徴兵検査規則廃止）〈陸令〉.

3.23「土地台帳法」公布（地券を廃し, 

地租は土地台帳によって徴収される 

ようになる）.

3.16「薬品営業並薬品取扱規則丨公布 

（3.1実施 いわゆる「薬律」.薬剤 

師•薬局制度創設.薬事行政の総合 

法規.薬品取扱規則は廃止）.

3.27「薬剤師試験規則」制定（明23.
3.1施行.以後試験合格者のみ営業 

可能）〈内令〉.

〇 「薬品巡視規則」制定（現在の薬 

事監視員制度の先駆）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

施行.

&17岡山感化院開設（仏教徒による）.

11.-  特志婦人による大阪婦人慈善会 

創立（孤児や薄幸の婦人を救済）.

——この年,阿仁鉱山共済組合設置 

（日本最初の共済組合）.

明治22年

2.2!「迷児取扱及費用支弁方」〈内訓〉.

2.27京都府庁,監獄職員•府会議員

•民間有志ら,釈放者保護の事業を 

開始（明32年,京都感化保護院とな 

る）.

2.- 中江兆民,東雲新聞紙上に「新 

民世界」と題して部落解放を論ず.

（英）10歳以下の「少年使用禁止法一制 

定.

＞英国国民結核予防協会設立.

＞ 「児童虐待防止法」制定（児童の 

遺棄処罰,街商•演芸出演規制,乞 

食禁止）.

〇 トーマス=ジョン=バーナード, 

未婚の母のための里親制度開始.

（米）9.18 ジェーン=アダムスら,シ 

カゴにセツルメント,ハル•ハウス 

開設（博愛事業,工業地区の生活調 

査・改善）•

— Vida Schudder, ニューヨークに 

大学セツルメント開設・

（仏）公的救済に関する国際会議,パリ 

にて開催.「公的扶助は,一時的な 

いし窮極的に自活不能の状態にある 

ものを対象とする」と初めて定義さ 

れる.

＞内務省に公的扶助•衛生局設置.

＞「児童保護法」制定.

（独）6.22労働者の「養老廃疾保険法」
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明治22・23年（1889・90）

冃 社会保障一般 衛生 • 医療

5.10「会計検査院法」公布（会計検査 5. 7「医術開業試験委員組織権限」制

院官制廃止）. 定,公布〈勅〉.

6.- 陸•海軍造兵廠•石川島造船所

5.16 フランス宣教師テストヴィット, 

御殿場に神山復生病院創設（わが国 

における本格的癩病院の始まり）.

6.26「看守及監獄傭人分掌例」により

の機関部職工,同盟進工組を結成. 監獄の医師の職務を定む〈内訓〉.

7.1東海道線全通. 7.16「監獄則施行規則」制定.

7.31「土地収用法」公布.

9.11本州縦断の大暴風雨（愛知県下 9.30大阪天満紡績職工同盟罷業（賃

8.一兵庫県須磨浦にわが国初の結核 

療養所設立・

9.26「薬品監視員巡視施行及費用等支

では津波も起こり,死者890人）. 金引上げ要求）. 弁方並二証票雛形」を訓令〈内訓〉.

9.27地租代米納制度廃止を公布〈勅〉. 9.一 日本公衆衛生学会,創立.

10.15条約改正につき御前会議（賛否 

対立して結論出ず）.

10.18条約改正推進派の大隈外相,玄 

洋社員に襲われて負傷（10- 24.大 

隈外相を除く黒田首相以下の各大臣 

辞表提出.10- 25,内大臣三條實美 

に首相兼任を命じ他閣僚の辞表却 

下）.

12.10閣議,条約改正交渉延期を決定. 12.2!「宮内省准官吏恩給例」公布〈宮

12.24「内閣官制」公布（総理大臣権限 達〉.

縮小,軍の権限強化）〈勅〉.

＞山縣有朋内閣成立.

12.30「决闘罪処分」公布.

この年,町村合併進行.前年末 この年,死因別死亡者統計調査

7.1万町村がこの年末1.6万町村に減 開始.

少. A 函館市（当時は函館区）の水道竣

＞わが国最初の経済恐慌起こる（凶 功（日本人の設計による最初の水

作による物価騰貴を契機）. 道）.

明治23年

1.18富山県下に昨年来の米価騰貴の 1.17警視庁,「湯屋取締規則」を公布.

ため米騒動起こる（各地に波及）.

2.1 徳富蘇峰,国民新聞を発刊（〜 2.13「水道条例」公布（水道の布設主

昭17.10. 30）. 体,市町村に限定.地方長官の監督

2.10「裁判所構成法」公布（裁判所体 権,市町村の貧困者のための共用水

系を,区裁判所•地方裁判所•控訴 栓の設置義務規定）.

院•大審院とする）.

2.1!金鷄勲章を創設の詔書〈詔〉.金 

鶏勲章の等級製式佩用式公布〈勅〉.

4.2!「民法（財産編等）」（明26.1.1施 4.1第1回日本医学会開催（東京）.

行）および「民事訴訟法」（明24. 4. ＞ 日本赤十字社,看護婦養成所を開

1施行）公布. 設.

4.26「商法」公布（明24.1.1施行）. 4. 7日本薬剤師連合会設立（医薬分

業の請願運動開始）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

6.- 東京の基督教派婦人の有志,一 

夫一婦制•醜業婦人取締りについて 

建白

（補足）を公布（1891.1.1実施.拠 

出は労使折半）.

（スウェーデン）社会民主党創立.

〇 「団結禁止法」制定.

（フィンランド）最初の身体障害者のリ 

ハビリテーション開始.

（国際）第10回国際医学会,ベルリンで 

開催（日本から北里柴三郎出席）.

11.1日本聖公会大阪聖ヨハネ教会婦 

人会貧院を設立（明24年大阪救児院 

と改称）.

--- この年,宣教師ドレーパー横浜に 

盲児施設を創設.

明治23年

1.1小橋勝之助,兵庫県下に博愛社 

を設立（育児事業開始）.

2.-備荒儲蓄法中改正.明23年度よ 

り,備荒儲蓄法の国庫支出,府県の 

公儲金を廃止する.

（英）上院に「苦汗制度委員会」設置 

（低賃金の救済）.

〇 「労働者住居改良条例」改正（地 

方団体の不良住宅の除去・改良の権 

限拡大）.

> 「精神病法」制定.

（米）ニューヨーク州,「治療法」制定 

（貧困精神病患者の治療を州が行う 

ことを規定）.

（仏）「労働者保護法」制定（婦人およ 

び年少者労働の制限.解雇権の乱用 

の制限）.
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明治23・24年（1890・91）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

4.15浅井国幹ら漢方医の団体,帝国 

医会結成.

5.1?「府県制」,「郡制」を公布（地方 

自治制度の確立）.

6.10貴族院多額納税者議員の第1回 

選挙.

6.2!「水利組合条例」公布.

7.1第1回衆議院議員総選挙（大同 

俱楽部55,立憲改進党46,愛国公党 

35,保守党22,九州同志会21,自由 

党17,無所属その他104.計300）.
7.10最初の貴族院伯子男爵議員互選 

選挙.

7.25「集会及政社法」公布.

6.2!「官吏恩給法」,「官吏遺族扶助 

法一,「軍人恩給法」等公布（7.1施 

行）.

7.1内閣恩給局設置（「内閣所属職員 

官制」公布）〈勅〉.

7.10 「汽車検疫心得」を制定〈内訓|〉・

9.15立憲自由党結成（旧自由党諸派 

合同）.

10. 7 「刑事訴訟法」公布（治罪法廃 

止）.

10.10「訴願法二公布（行政処分に対す 

る争訟につき規定.請願規則廃止）.

10.20元老院廃止〈詔〉.

10.30「教育勅語」発布（官報翌日）.

8. 9「宮内省官吏准官吏恩給例同遺族 

扶助例」設定〈宮達〉.

9.26「鉱業条例」公布（日本坑法廃止. 

わが国労働保護立法の先駆.坑内労 

働の安全衛生に関する鉱業警察上の 

措置を規定）〈法〉.

10. 3「市町村立小学校教員退隠料及遺 

族扶助料法」公布〈法〉.

〇 「府県師範学校長俸給並二公立学 

咬職員退隠料及遺族扶助料法」公布.

8. 4中央衛生会官制改正〈勅〉. 

＞衛生試験所官制改正〈勅〉.

10.1! 地方官官制の改正により,衛生 

事務が内務部第3課の所管となる 

〈勅〉.

＞伝染病予防心得書廃止.

10.13警視庁,「宿屋営業取締規則」公 

布.

io.- 内閣書記局より医制廃止の時期 

について内務省に照会（衛生局回答, 

今日ニテハ自然消滅之姿二有之）.

11.25第1回通常帝国議会召集（11.29
開院式,翌年3. 7閉会）.

この年,コレラ大流行（死者3万 

5227A.インフルエンザ全国に猛威 

を振るう）.

明治24年

1.12東京•大阪商業会議所設立許可 

（1.16名古屋商業会議所設立許可）.

1.20帝国議会議事堂焼失（貴族院は 

帝国ホテル,衆議院は旧工部大学校 

講堂を仮議場とする）.

2.19 「フランス国教授ロベルト•コッ 

ホ氏ノ発明二係ノレ結核治療液ハ衛生 

試験所検査ヲ得スシテ販売授与スル 

コトヲ得ス」〈内告〉.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5.26第1次全国廃娼同盟結成.

6. —赤沢鍾美,新潟静修学校に保育

部を附設（わが国最初の幼児保育施 

設）.

7. 一 監獄規則改正（成人囚と少年犯

罪者を別々に収容）.

（独） ベルリン,ブレスラウ,ミュンへ 

ン,ライプチッヒ市などに公設市場 

設置.

> コッホ,ツベルクリン（培養結核 

菌のワクチン）を創製

[> ドイツ•カトリック国民協会創立 

（母親に対する教育相談所設置.養 

護施設•保養所設置）•

〇ベーリング,北里柴三郎とともに 

ジフテリア血清を考案.

（アイスランド）老齢年金制度（制限付 

き）創設.

個際）ベルリンで最初の国際労働保護 

会議（未成年者•婦人の労働,鉱山 

労働,日曜休日制,小児労働が主 

題）•

10. 社会問題研究会,慈善•社会改 

良団体として発足.

12. 3政府,窮民救助法案を議会に提 

出（市町村による居宅救助を原則と 

した,国家家族思想に立脚した案. 

成立せず）.

12.-瓜生岩,福島救育所を設立許可 

される（貧困児童の救済と堕胎の防 

止）.

この年,上毛青年連合会,元老院 

に娼妓全廃の建白書を提出（廃娼運 

動全国化）.

明治24年

1.-  本郷定次郎,東京銀座一丁目に貧 

児教育•暁星園を開所（最初は浮浪 

児の教育,後に収容施設設置）.

2. 9瓜生岩,第1回帝国議会に婦女 

慈善記章制の創設を請願（婦人とし 

て最初の請願）.

（英）初等教育制度,事実上の無償化追 

求（1896年,無償制の確立）.

> 「工場法」の一部改正（工場主に 

帳簿を作成させ,不当な長時間労働, 

搾取を取り締まる）.

（米）ブルックリンで社会福祉に従事す 

る者への専門的トレーニングが開始 

された.
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

3.20立憲自由党を自由党と改称（総 

理板垣退助）.

3.24「度量衡法」公布（基本単位は尺 

・貫）.

4.1「郡制」施行（青森県など11県）.

5. 6松方正義内閣成立.

5.11滋賀県大津で,巡査津田三蔵, 

来日中のロシア皇太子に切りつけ傷 

害（大津事件）.

5.27大審院長児島惟謙,政府の大逆 

罪適用の要求に反対し,大津事件の 

犯人に無期懲役の判決.

7.1「府県制」施行（青森県など10 
県）.

&12内閣議決書,第1内閣規約閣議 

決定（閣内一致と議会対策統一のた 

め）.

9.1東北本線全通.

10.28濃尾地方大地震.

11.21 第2回通常帝国議会召集（11.26 
開院式,12.25解散）.

12.22海相樺山資紀,海軍省経費削減 

に反対し薩長政府の力を力説する演 

説をする（蛮勇演説）.

12.25衆議院,民党主張の予算大削減 

案可決（軍艦製造費,製鋼所設立費 

など892万円余削減.衆議院解散）.

2. -東京大学病院看病取締（鈴木雅

子）,神田に東京看護婦会設立（わ 

が国最初の派出看護婦会）.

3. - ツベルクリンが医科大学に到着

（入院患者に試用）.

4.10第1回医術開業試験実施（於東 

京.5. 5京都,4.15長崎）.

5.20 改正「日本薬局方」公布（明25.
1.1施行.ラテン名をドイツ式に改 

め,国内産生薬類を収載）〈内令〉.

5.25第1回薬剤師試験実施（大阪.

5. 29東京）.

6.22「海外諸港ヨリ来ル船舶二対シ検 

疫施行方」公布（コレラ流行地以外 

でも内務大臣が指定する外国諸港か 

ら来航する船舶に対して検疫を拡 

大）〈勅〉.

7.27「刑死者ノ墓標祭祀写真等ニ関ス 

ル件」制定（墓標に定事項を記入す 

ること等を禁止）.

8.18「地方衛生会規則」公布〈勅〉.

9.23文部省に学校衛生事項取調嘱託 

を置く（学校衛生事務の初め）.

10.19「東京府私立病院並産院設立規 

貝リ」制定（10人以上の入院施設の設 

置,無許可の病院または産院の名称 

使用禁止など）.

12.18 足尾鉱毒問題起こる（田中正造, 

衆議院へ質問書を提出）.

明治25年

1.28「予戒令」公布（選挙取締りが目 

的.選挙干渉始まる）〈勅〉.

2.15 第2回衆議院議員臨時総選挙 

（自由党94,改進党38）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

（独）6.1「産業条例」を制定（いわゆ 

る「労働者保護法」.13歳以下の労 

働禁止,18歳未満の男女労働者の職 

業学校就学,女子労働者の深夜業の 

原則的禁止,母性保護などを規定）.

一国立伝染病研究所を創立（のちコ 

ッホ研究所）.

（スウェーデン）「任意保険組合法」制 

定.

（デンマーク）「老齢扶助法」制定（無 

拠出.66歳以上の公的扶助を受けな 

い者を対象）.

（ハンガリー）医療保険制度創設（健康 

保険,出産保険）.

7.一 大阪孤児院設立（5歳から10歳の 

男子を収容）.

9.12群馬県,「廃娼令」布達（明26.
12.3!をもって廃娼実施）.

12.1石井亮一,東京に濃尾大地震に 

よる孤児を収容する孤女学院創立 

（明29年,滝乃川学園と改称,初の 

精薄児教育施設）.

12.25アリスニペテー=アダムス女史, 

セツルメント岡山博愛会設立（診療 

事業開始）.

12.26「明治7年以後ノ戦役二死歿シタ 

ル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ 

関スル法律」公布〈法〉.

明治25年

1.1石井十次,名古屋に震災孤児院を 

設置（濃尾大地震による孤児を救済. 

明26年に閉鎖）.

（英）11•一 地方長官ファウラー,新し 

い労役場の運営原則を打ち出し,老 

齢者を優遇.

ー ノヾツキンガムシャー州で,保健訪 

問員制度を採用.3人の婦人を任用
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明治25・26年（1892・93）

背 景 社会保障一般 衛生・医療

2.23伊藤博文,干渉を行った官憲の 

処分を主張して枢密院議長の辞表を 

提出.

3.1!内相品川彌二郎,選挙干渉の責 

任問題で辞職.

4.12条約改正案調査委員会設置.

5. 2第3回特別帝国議会召集（5. 6開 

院式,6.14閉会）.

5.14衆議院,選挙干渉非難決議案を 

可決.

6.13天皇,予算問題に関する貴族院 

の上奏について枢密院に諮詢.憲法 

上予算に対する協賛権に両議院の間 

に差はないと勅裁（貴族院の復活修 

正権を認める）.

6.17「小包郵便法」公布（10.1施行）.

6.21「鉄道敷設法」公布.

6.22西郷従道•品川彌二郎ら,国民 

協会を結成.

7.20河野敏鎌内相,選挙干渉の府県 

知事を更送（7. 27,高島鞭之助陸相 

•樺山資紀海相,反対して辞表提 

出）.

7.2! 鉄道庁,内務省から逓信省に移 

管（鉄道庁官制中改正）〈勅〉.

8. 8第2次伊藤博文内閣成立.

3.16「鉱業警察規則」制定.

6.28「薬品営業並薬品取扱規則追加法 

律」公布（薬剤師免許の無試験の範 

囲に高等中学校医学部薬剤科を加え 

る）•

11.1黒岩涙香,万朝報創刊（〜昭15.
9. 30）.

11.6大井憲太郎ら東洋自由党を結成.

11.22文部省,「外国留学生規程」を公 

布〈勅〉.

11.25第4回通常帝国議会召集（11.29 
開院式,翌年2. 28閉会）.

11.30軍艦千島,愛媛県深江沖で英船 

ラヴェンナ号と衝突沈没・

11.30大日本私立衛生会,附属施設と 

して伝染病研究所を創立（主任北里 

柴三郎）.

——この年,ツベルクリン注射液輸人 

〇 発疹チフス,東京に流行.

明治26年

2. ?衆議院,内閣弾劾上奏案を可決 

（予算修正議決（軍艦建造費削減な 

ど）に政府が不同意のため）.

2.10 「在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ 

告グ」の詔書（軍備拡張のため,内

1. - 長谷川泰ら7名,衆議院に伝染

病研究所に対する国庫補助について 

建議提出.

2. - 日本薬剤師会創設.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

6.30宮内文作•横地源七,前橋に上毛 

孤児院（昭16. 6上毛愛隣社と改称） 

を設立.

（他の地方当局もこの制度を採り入 

れ,1905年までに5都市に増加）.

（仏）12. 27労使関係の任意的な調停制 

度創設.

・年少労働者の最低年齢を13歳まで 

引き上げ,16歳までを10時間労働, 

16〜18歳までは最高週60時間（1日 

11時間を超えることを禁止），18歳 

以上の女性•既婚女性は1日最高11 
時間労働とする.

〇14の労働相談所が設立.

（伊）フォラニニ,肺結核の人工気胸術 

を創始.

（ノルウェー）災害保険制度創設.「工 

場管理法」制定.

（デンマーク）半任意組合による疾病保 

険制定.

明治26年

9.2?「官吏療治料給与方一を制定（官 

吏の職務のための負傷の治療費の支 

給について規定）〈勅〉.

12.24後藤新平,大日本私立衛生会で, 

労工疾病保険法の必要につき演説.

（英）シェフィールドにおける「分散ホ 

ーム」の実験.老齢貧民救済のため 

の王命委員会設置.

＞盲啞児童の「初等教育法」を制定 

（5歳〜16歳の就学を義務化）.

（米）ワシントン市に厳冬期に臨時失業 

者収容所設置.
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明治26・27年（1893・94）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

廷費を毎年30万円ずつ6年間ド付. 

同期間中,文武官俸給の1割を納付 

させ製艦費補助に充てる）.

3. 4 「取引所法」,「弁護士法」公布.

3.20郡司成忠海軍大尉ら千局探検に 

出発.

3.25「法典調査会規則一公布/勅〉. 

4.14「集会及政社法」公布.

> 「出版法」,「版権法」公布.

5.22「戦時大本営条例」公布〈勅〉.

9.10国立富岡製糸場を三井に払ドげ・

10.31「文官任用令丄「文官試験規則」 

公布（高等試験により奏任官,普通 

試験により判任官を任用する制度を 

確定）〈勅〉.

11.25第5回通常帝国議会召集（11.28 
開院式,12.30解散）.

11.29衆議院,星亨議長不信任の動議 

可決（当時問題のあった株式取引所 

の顧問に就任したため.星議長辞職 

を拒否.12.1衆議院,星亨議長不 

信任上奏案を可決.12.13除名）.

12. 4衆議院,官紀振粛上奏案を可決.

11.9衛半局衛生課を保健課と改称

3. - 伝染病研究所に国庫補助を出し

•部を内務大臣の監督下に置く（創 

立費補助2万円,研究所費補助1万 

5000円）.

4. 第1回監獄医協議会開催（東京）. 

> 大日本医会創立・

5.14東京付近の歯科医師で歯科医会 

設立.

5.24 ,営業浴場ノ風紀取締ノ件」公布 

（12歳以上の男女の混浴禁止）.

6.1!日本薬剤師会設立（日本薬剤師 

連合会を改組）.

10.3! 地方官官制の全面改正により衛 

生审務は警察部の所管となる（東京 

府は内務部第3課）〈勅〉.

11.1 人歯歯抜口中療治接骨業に関す 

る羽務を郡役所から翳察署に移管.

12.- 片野東四郎ら,医薬分業を推進 

する薬品取締規則を衆議院に提出 

（110否決）.

この年,痘そう大流行（死者1万 

1852人）,赤痢大流行（死者4万 

1284 人）.

明治27年

1.26大阪犬満紡績の職工,労務管理 

に反対して同盟罷業（組織的ストラ 

イキの初め）.

2. 7 「伝染病予防上必要諸費ニ関スル 

件一公布（原則として市町村費負 

担）〈勅〉.

3.1 第3回衆議院議員総選挙（自由 

119,改進48,国民協会26）.
4.13「移民保護規則」公布〈勅〉.

4.14 一集会及政礼法」公布.

5.12第6回特別帝国議会召集（5.15

4.24「医術開業試験委員組織権限に関 

する件」改正公布（委員の任期を4 
カ年とし,再任も可）.

4.28警視庁,「精神病患者ノ届出二関 

スル件」および「精神病者取扱心 

得」を公布.

5.26「清国及ビ香港ニ於テ流行スル伝
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4. 3東京婦人矯風会,キリスト関係 

の婦人団体を統合,日本基督教婦人 

矯風会を結成（会頭矢島楫子）.

>イリノイ州,「年少労働者法」を 

制定.

> ニューヨーク市東部に「ヘンリー 

•ストリー卜•セツルメント」設立 

（ミルク•ステーション設置.近代 

母子保健活動の先駆的試み）.

（仏）6.12 「労働に関する衛生と保障に 

ついての法律」制定.

>貧窮者への「無料医療扶助法」制 

定（市町村に救済事務所設置）.

（独）「黄燐マッチ製造設備•経営に関 

する規制法」制定.

10. 一 日本基督教婦人矯風会,売春婦

に転落の危惧のある婦人救済のため 

東京に職業婦人宿舎を設立（明37.
5.14慈愛館と名づける）.

11. 谷頭辰兄.大阪慈恵院を設立 

（育児事業）.

12.1群馬県の貸座敷廃止.娼妓350人 

解放.

明治27年

1.12文部省,2部授業に夜学•日曜 

学校勧奨の訓令を発す（貧困児竜の 

就労に対処して小学校就学者の増加 

を図るため）.

5.-東京基督教青年会館落成.人事 5. 9「貴族院衆議院守衛給助方」公布

3.29朝鮮の全羅道で東学党蜂起.

5.31東学党,朝鮮全羅北道全州を占 

領.

（英）グラスゴー市で,初めて家族の宿 

舎建設を目的とする住宅供給事業開 

始.

> 「児童虐待防止法」改正（適用年 

齢16歳に引上げなど）.

（米）ニューヨーク市に,最初の教員に 

対する「恩給条例」制定.

（仏）6. 29鉱山労働者の低所得者（家 

族を含む）に対する強制疾病保険と 

老齢者に対する「年金法」を実施.
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明治27・28年（1894・95）

背 景 社会保障一般 衛生・医療

開院式,6. 2解散）.

6.10日本,朝鮮に出兵.

6.25「高等学校令」公布（第1〜5 
（長崎,岡山,金沢,千葉,仙台） 

の高等中学校は高等学校と改称.こ 

のころ府県立医学校の廃止多し） 

〈勅〉.

7.16日英通商航海条約署名（領事裁 

判権廃止,関税率引上げを実現.条 

約改正ほぼ実現）.

8.1日清戦争起こる（清国に宣戦布 

告）〈詔〉.

8.16「軍事公債条例」公布〈勅〉.

8.26日韓攻守同盟署名（清国との戦 

争に協力し,朝鮮政府は日本軍の進 

退,糧食準備に便宣を与える）.

9.1第4回衆議院議員総選挙（自由 

105,改進45,革新40,国民協会30）.
9.17黄海海戦（連合艦隊,清国北洋 

艦隊主力と遭遇,5艦を撃沈）.

10.15第7回臨時帝国議会を広島に召 

集（10-18開院式,10.21閉会）.

11.22日米通商航海条約署名〈勅〉.

11.28〜金鶏勲章叙賜条例」公布〈勅〉. 

12・1日伊通商航海条約署名〈勅〉.

12.22第8回通常帝国議会召集（12. 24 
開院式,翌年3. 23閉会）.

10. 3 「金鎗勲章年金令一公布く勅ノ.

染病二対シ船舶検疫施行ノ件」公布 

（清国および香港に流行するペスト 

に対処）〈勅〉.

6.25 「薬剤師試験委員会の組織権限の 

件」公布〈勅〉.

7.一 一汽車検疫心得一訓令

8.25 北把柴二郎,香港でペスト菌発 

見.

10.13 大塚正心夫妻ら,米人ヤングマ 

ンの協力により東京下目黒に慰廃園 

（らい患者収容所）を開設.

12. 一 伝染病研究所で,ジフテリア血 

清療法を始める（翌年末までに322 
人を治療）.

この年,前年よりの赤痢また大流 

行（死者3万8094人）.

明治28年

1.3!「国民軍条例」公布〈勅〉.

2.1「国民兵召集規則」公布〈陸令〉.

> 京都にわが国で初めての市電開通.

2. 2日本軍,威海衛軍港陸岸を占領.

3. 6「古物商取締法一公布.

3.13「質屋取締法」公布（9.1施行）.

4.1?日清講和条約（下関条約）署名 

〈詔・勅〉・

4.23三国干渉（独•露•仏3国,遼 

東半島の清国への返還を勧告）.

5.13遼東半島還付の詔勅〈勅〉.

6. 8日露通商航海条約署名〈勅〉.

2. 6医師免許規則改正案（漢方医継 

続案）議会提出,否決される（漢方 

医の存続運動に終止符）•

4.16 内務省に臨時検疫局（12. 24閉 

鎖）,庁府県（東京は警視庁）に臨 

時検疫部設置（当時流行していた赤 

痢,コレラなどに対処するため） 

〈勅〉.

4.30 「市町村二設置スヘキ避病院設備 

標準」を定める〈内令〉.

5. 8文部省内に学校衛生顧問および 

学校衛生主事を設置.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

相談部を設立（以後,職業紹介,法 

律人事相談,国際親善,教化クラブ 

などの諸事業を行う）•

6. 窮民救助米代交付前領収人死亡

の場合は,相続人遺族又は財産管 

理人へ仕払の件通牒.

〈勅〉・

7. 2「陸軍及海軍監獄看守給助方」公 

布〈勅〉.

-エルザン,香港でペスト菌を発見 

（同年□本の北里柴三郎も発見）.

（独）ケルンで最初の独立した公的失業 

金庫創設.

> エスリンゲン,エルフルトに市立 

労働紹介所設立.

〇 「帝国救助籍法」改正.

（ノ儿ウェー）業務上傷害保険制度創設.

（べ儿ギー）6.23法律による共済組合 

の地位強化（疾病,廃疾保険の根拠 

法となる）.

-医療保険の相互給付組合が生まれ 

る（1944年,医療保険に移行）.

（ニュージーランド）「最低賃金法」（強 

制仲裁法）制定.

明治28年

6.13東京市,「幼童縁組雇預並養育料 

保管手続」を訓令（里親,職親など 

の公の制度の始まり）.

（英）雇用欠如による困窮についての特 

別委員会設置.

>養老年金基金（財政）委員会設置 

（1896年まで存続）.

（米）ニューヨーク州で,「浴場強制法」 

制定（人口 5万人以上の都市に公衆 

浴場の設置）.

> ニューヨーク州のフリヴィルに子 

供の町ジョージ少年共和国が設立.

（仏）経済的住居改良委員会,低所得者 

に低利貸付実施

（独）フロイト,精神分析を提唱.

>物理学者レントゲン,X線を発見
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明治28・29年（1895・96）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

7.16日英通商航海条約署名〈勅〉.

10. 8京城で日本人壮士 •軍隊,大院 

君を擁してクーデタ.閔妃を殺害.

7.30台湾及朝鮮国諸港ヨリ来タル船 

舶検疫施行〈内告〉.

10. 大阪市水道竣功（水道条例適用

の第1号）.

11・5日仏修好通商航海条約署名〈勅〉.

11・8遼東半島還付条約署名.

12.25第9回通常帝国議会召集（12. 28 
開院式,翌年3. 28閉会）.

11.12 英人ハンナ=リデル,熊本市外 

に回春病院（らい病院）開設.

この年,コレラ流行（死者4万 

154人）,腸チフス流行（死者8401 
人）,赤痢流行（死者1万2959人）.

明治29年

3.1 進歩党結成（立憲改進党・立憲 

革新党•中国進歩党など合同）.

3. 5「償金特別会計法・公布.

3.16陸軍管区表改正（近衛師団およ 

び12箇師団を置く. 4.1施行）〈勅〉.

3.28「登録税法」,「営業税法」,一酒造 

税法」,「葉煙草専売法」公布（日清 

戦争後の第1次増税）.

4.1台湾総督府,拓殖務省設置（4.10 
台湾事務局廃止）〈勅〉.

4. 4日独通商航海条約署名.

4. 8「移民保護法」公信.

> 「河川法」公布.

4.20 「日本勧業銀行法」,「農工銀行 

法」公布.

4.2? 民法第1-2-3編公布（明23. 
4. 21公布の民法廃止.明31.7.16施 

行）.

4.29農商工高等会議設置〈勅〉.

5.14朝鮮問題に関する日露協定（小 

村・ウェーバー覚書）署名.

6. 9日露の朝鮮に関する議定書署名 

（山縣・ロパノフ協定）.

6.15二陸地方に大津波.

7.2!日清通商航海条約署名.

2.1•■製造場取締規則一を定める.

3.24「公立学校職員退隠料等ニ関スル 

法律」公布（4.1施行.市町村立の 

徒弟学校,実習学校教員に適用）.

3.25内務省所轄消毒所の名称を検疫 

所に改称く内告〉・

3.29「獣疫予防法」公布（明3〇. 4.1施 

行.狂犬病のほか牛疫,炭疽などの 

10疾病を対象）.

3.31「痘苗製造所官制」公布（東京大 

学に痘苗製造所設置.粗製痘苗被害 

をなくすため）〈勅〉.

> 「血淸薬院官制」公布（ジフテリ 

ア血清の製造,明38年,伝染病研究 

所に吸収）〈勅〉.

4. 7「医術開業試験委員官制」公布 

（医術開業試験委員組織権限廃止） 

〈勅〉.

> 「薬剤師試験委員官制」公布（薬 

剤試験委員組織権限廃止）〈勅〉.

5. 2「会計検査官退官ニ関スル件」公 

布（恩給給与規定を含む）〈法〉.

5. 8文部省に学校衛生顧問および学 

校衛生主事を設置（学校衛生の事項 

を審議）〈勅〉.

5.14 ジェンナー種痘発明100年記念式 

典,東京上野で開催.

6.30「ジフテリア血清売下規則」制定 

（7.1施行）〈内令〉・

7.1「血清及痘苗代価納付ニ関スル 

件」公布（登記印紙をもって納め 

る）〈勅〉.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

9.22救世軍日本支部発足.

10. 徳島県,里子•貰い子の虐待防 

止に関する取締規則を制定（以後, 

京都,神奈川などの17府県で規則制 

定）.

明治29年

1.- 岩谷松平ら,東京に大日本貧民 

救助慈善会設立.

4.2?桑田熊蔵•山崎覚次郎ら,日本 

社会政策学会設立.

4.-民法改正（第90条の公序良俗違 

反の無効規定.のち,娼妓の自由廃 

業の根拠となる）.

5.13加島敏郎,細民街今宮に大阪汎 

愛扶植会を設立（孤児収容）.

（スウェーデン）「協同組合法」制定.

（フィンランド）「業務上傷害保険法」 

改正（労働者の傷害に対し,雇用者 

の補償義務を規定）.

2.11 京城の変発生（ロシア公使,朝 

鮮国王らをロシア公使館に移す.規 

日派全滅）.

4. 6第1回近代オリンピック開催 

（アテネ）.

（英）「労働争議調停法」,「簡易保険会 

社法」など成立.

>地方行政長官ヘンリー=チャップ 

リン,救貧法受給の勤労者老人に対 

L,在宅救助の途を拓く.

（米）ニューヨークで,住宅改良を目的 

とする公益住宅会社設立.

> ロードアイランド州,アメリカで 

最初の特殊学級設置.

〇 ニュージャージー州の教師を対象 

とした年金制度ができる（公的年金 

制度の始まり）.

（仏）ガエリー,セツルメント活動開始.

（独）クレペリン,近代精神病学を確立.

（オーストラリア）7.28 ヴィクトリア 

州,工場•商店法に最低賃金を定め 

る賃金委員会の設置を規定（各国の 

最低賃金制の創設を促す）.

（ニュージーランド）「最低賃金法」制 

定.
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明治29・30年（1896・97）

社会保障一般 衛生 •医療

7.11「痘苗売下規則」公布（7.25施行. 

東京痘苗製造所に当分の内請求する 

こととし,仮事務所設置）〈内令• 

告〉.

8. 4日仏通商航海条約署名.

9.18第2次松方正義内閣成立.

10.19第1回農商工高等会議に,厂職工 10.26大阪衛生試験所内に大阪痘苗製

の取締及保護に関する件」を諮問. 造所を設置（11.25西日本地区は売

結論出ず（〜10. 26）. 下規則の規定どおり,大阪痘苗所に 

請求することとなる）〈内令〉・

11.28日本歯科医会結成.

12.22第10回通常帝国議会召集（12. 25
開院式,翌年3. 24閉会）.

この年,陸軍省,精神病を一等症 

に編入.

A 赤痢流行（死者2万2356人）,腸 

チフス流行（死者9174人）.レント

ゲン装置,初めて輸入される.

明治30年

1.1! 文部省,「学校清潔方法」に関し 

訓令〈文訓〉.

2. 5農商務省,八幡製鉄所設置を決 

定.

3.22 ジャパン•タイムス創刊・ 3.31海軍省官制改正（海軍省に医務 3.1「薬品ノ封緘並薬品飲食物等ノ検

3.24新聞紙条例中改正公布（発行停 局設置）〈勅〉 査営業者取締ノ件」判定.

止・禁止,発売禁止の行政処分緩 3. 3足尾銅山鉱毒地被害者住民上京

和）. し請願運動を開始.

3.29「貨幣法」公布（10-1施行.金 3. 9「薬品ノ封緘並薬品飲食物検査営

本位制確立）. 業取締ノ件」を公布（6.1施行）〈内

＞兌換銀行条例改正（10.1施行.銀 令〉.

貨兌換を金貨兌換に改める）• 3.15文部省,「学生生徒身体検査規

〇 「関税定率法一公布. 程」を制定（学生生徒の活力検査に 

関する訓令廃止）.

3.24内閣に足尾鉱毒事件調査委員会 

設置.

3.30「阿片法」公布（あへん製造の許 

可制と製造あへんの政府買上げ,あ
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

明治30年

1.20 北川はつ,東京に東京育成院 

（明32. 4東京孤児院と改称）を設立 

（三陸津波による孤児を救済）.

1.31「大喪ニ附キ各地方慈恵救済」の 

詔書〈詔〉.

> 英照皇太后の大喪に当たり下賜さ 

れた金額をもとに,府県に慈恵救済 

資金が生まれた.

1. -「恤救規則適用に関する件」通牒

規則の適用について緩和する方針を 

示した.

2.24大竹貫一ら,恤救法案および救 

貧税法案を衆議院に提出（審議未了. 

貧困の老幼傷病に対し,市町村が扶 

助義務.財源は政府の配付金,義捐 

金,均分戸税）.

2. — 愛知県,里子および貰子に関す

る規定制定.

3.1 片山潜,社会改良事業のため 

「キングスレーホール」を神田二崎 

町に設立（英国のトインビー・ホー 

ルに範をとったセツルメントで労働 

学校の先駆であった）.

3.   東京府府下の不展少年を三宅島

に隔離収容して保護する方法をとる.

6.16米,ハワイ併合条約署名（翌年 

8.12併合）.

（英）& 6 「労働者災害補償法」成立 

（無過失賠償責任,死亡と労働不能 

に一時金支給）.

ロンドンに,エドワード王病院基 

金創設.

〇 ボースタル施設（少年刑務所）設 

置.

（米）セツルメント•ワーカー会議開催. 

〇ミネソタ州立肢体不自由児病院設 

立.

（仏）「老廃および不具者の救助法」を 

制定.

> 「保育町令」を公布.

（独）ドイツ・カリタス協会設立（カト 

リック教の慈善団体）.

（アイノしランド）任意制の業務上傷害保 

険制定・

（国際）第1回国際らい会議,ベルリン 

で開催（土肥慶蔵,北里柴三郎出 

席）.
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明治30。31年(1897 ・ 98)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

4.1「台湾銀行法」公布.

4. 2「遠洋漁業奨励法」公布（4.1か 

ら15年間施行）〈法〉.

4.12「重要輸出品同業組合法」公布.

> 「森林法」公布.

4.2?「生糸直輸出奨励法」公布.

〇 「帝国図書館官制」公布〈勅〉.

6.22京都帝国大学設置,帝国大学を 

東京帝国大学と改称〈勅〉.

8. 2日本勧業銀行開業.

10. 9「師範教育令」公布〈勅〉.

10.2!「台湾総督府官制」公布.

12.2!第11回通常帝国議会召集（12.24 
開院式,12.25解散）.

この年,前年凶作で米価騰貴,各 

地に米騒動起こる.

> 綿糸の輸出高,輸入高を超える.

>翌年にかけて日清戦後の第1次恐 

慌起こる・

〇 この頃から労働争議急激に増加.

明治31年

1.12第3次伊藤博文内閣成立.

1.20「元帥府条例」公布〈勅〉.

6. 一 農商務省工務局,職匸法案（当

初工場法案）を起草（議会解散のた 

め廃案）.

7. 5労團組合期成会結成.

7.15後藤新平,「恤救事務局設置に関 

する件」を発議（翌明31年度から, 

この局で労働者の疾病保険及び施療 

病院の調査を実施しようとした）.

9.24 「海軍病院条例"「海軍監獄条 

例」各公布（各軍港に病院・監獄を 

置く）〈勅〉.

10.25衛生局に防疫課の新設.

10.30「恩給及扶助料ニ関スル件」を達 

す〈宮達〉.

この年,秀英舎は,夏期休暇制度, 

養老積立金などの福祉制度をもって 

いた.

1.-後藤新平,伊藤首相に救済衛生 

制度に関する意見提出（帝国施療病 

院の設置,労働者疾病保険制度の実 

施,救貧制度調査局の設置など.こ 

の意見書に労働者疾病保険法案を添 

付）.

2.10富岡製糸所の通勤女工,勤務条 

件改定に反対しストライキ（〜2.

へんの所持•処方せんによらぬ譲受 

け禁止）.

3.- 東京医会,医士法案を議会に提 

出（審議未了不成立）.

4.1「伝染病予防法」公布（5.1施行・ 

コレラ,赤痢,腸チフス,痘そう, 

発疹チフス,猩紅熱,ジフテリアお 

よびペストの8種伝染病が定められ 

る.従来の自主的な衛生組合は法制 

化され,市町村に予防委員,府県に 

検疫委員を置く）.

5.1「伝染病予防法施行規則」制定.

5. 6「伝染病予防法ニ依ル清潔方法並 

消毒方法」公布〈内令〉.

5.10足尾鉱毒被害民騒擾.

6. 4臨時検疫局官制改正〈勅〉.

6. 5 「検疫委員設置規則」制定〈内 

令〉.

7.15 「伝染病予防法中補助ニ関スル 

件」制定.

7.19 「汽車検疫規則一,「船舶検疫規 

貝IJ」制定〈内令〉・

8.- 内務省,東京麴町に永楽病院を 

設置（わが国最初の官設施療病院）.

9.20「牛疫検疫規則」公布〈農令〉・

9.2!「医療用薬品ノ検査証明ヲ業務ト 

スル者取締ノ件」公布〈内令〉.

10.16「『コッホ』結核病治療液使用取 

締ノ件」廃止〈内令〉.

10.22「海軍軍医学校条例」（東京築地） 

〈勅〉.

12.25志賀潔,東京で赤痢菌発見,

——この年,後藤新平衛生局長,中央 

衛生会に医師会法案を諮問（時期尚 

早として却下）.

> 赤痢,天然痘,腸チフス流行.

1.12 「公立学校二学校医ヲ置クノ件」 

公布〈勅〉.

1.一タパコ専売.

2.26「学校医職務規程」制定,学校医 

の資格を定む（公立学校の学校医制
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.24東京下谷万年町に,大矢明誠ら 

により貧民教育の一つとして,共同 

夜学が開校された（この頃,芝新綱 

町の愛隣学舎,四谷鮫が橋の有信学 

校などの貧民学校があった）•

6.—金沢市,外米廉売所を設けて貧 

民に廉売する・

10.25東京市養育院に英照皇太后の崩 

御による御下賜金を基金として感化 

部設置を東京市議会可決（明33. 7. 2 
開始式）.

11.一 新潟県の郡長ら協議して,窮民 

のために米穀貸与,出稼ぎ奨励,外 

国米購入による廉売などを計画.

10.— 内務省,労働者疾病保険法案を 

起草し農商務省へ回付（法制化なら 

ず）•

この年,東北地方の凶作で,特に 

岩手県で婦女子を娼妓,酌婦に売る 

ものが多かった.

明治31年

1.- 秋田市は,窮民救助のため,秋 

田感恩講の貯蓄米を用いた.

（英）教職員に対する年金制度制定.

（米）ニューヨーク慈善組織協会,社会 

事業訓練学校創立.

> オハイオ州で最初の「盲人年金 

法」制定.

（仏）4.1「共済組合法」公布.
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明治31年(1898)

背 景 社会保障一般 衛生 ・医療

3.15第5回衆議院議員総選挙（自由

9&進歩91,国民協会26）.

15）.
2.24日本鉄道機関士らストライキ 

（上野,青森間運休）.

度確立）〈文令〉.

4.25朝鮮主権確認に関する日露協定 4.一限地開業医制度に関し,その免

署名（西• ローゼ協定）.

5.14第12回特別帝国議会召集（5.19 
開院式,6.10衆議院,地租増徴案を 

否決,解散）.

許の範囲の厳正方を布達（絶侮の孤 

島等の不便の地に限定）.

6.2!「民法（親族編•相続編）」公布. 6. 9伝染病予防法ニ依ル常設ノ伝染

6.22憲政党結成（自由•進歩両党合 病院隔離病舎隔離所及消毒所ノ地所

同）.

6.25保安条例廃止.

6.30大隈重信内閣成立（隈板内閣）.

8.10第6回衆議院議員総選挙（憲政 

党260,国民協会20）.
8.21 尾崎文部大臣の共和演説事件起 

こる（10. 27尾崎文相辞職.共和政 

治に言及して問題となる）.

の地租は免税とする〈法〉・

7. 8「開港規則」公布（流行病および 

伝染病の発生地より来航した船舶の 

取扱いを規定）〈勅〉.

9.1農商務省,工場法案（職工法案 9.28「学校伝染病予防及消毒方法」を

を修正）を発表.各商工会議所に諮 

問（賛成32,反対7）.
9.23労働組合期成会,工場法案に対 

する修正意見を提出.

定める〈文令〉.

10.18幸徳秋水ら,社会主義研究会を 10.24工場法案を第3回農商工高等会 10.19 仏人宣教師ジョン=メリー=コ

結成. 議に諮問（10- 3!修正案可決,議会 ール,熊本に徒労院を設立.らい患

10.29憲政党分裂.旧自由党派,新憲 解散のため廃案）. 者を収容

政党を結成. 10.22臨時検疫職員設置（臨時検疫局 

官制廃止）.

〇 府県警察部に衛生課を置く.

11.3憲政党の旧進歩党派,憲政党本 11.7「人口統計材料統計表取扱手続」

党を結成.

11.7第13回特別兼通常帝国議会召集 

（12.3開院式,翌年3.10閉会）.

11.8第2次山縣有朋内閣成立.

を定める〈内訓、.

12.30地租条例改正（2.5%-3.3%）, 12. 6大日本医会,医師会法案を議会

「田畑地価修正法」各法公布（日清 

戦後第2次増税の一環）.

に提出するも貴族院で否決.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4. 9 「労働災害に関する法律」制定 

（業務上傷害保険制度）.

・キューリー夫妻,ラジウムを発見.

> 「労働災害に関する法律」の適用 

を自作農へ拡大

4.13大阪市,伝染病にかかった貧困 

者救済規程を告示. （伊）3.17「工場災害に対する救済法」 

（強制的疾病保険）成立.

7.17養老年金制度を金庫により開設 

（拠出保険料と同額を国から支出）.

一「公益質屋法」公布.

（デンマーク）「産業労働者災害補償保 

険」を制定,1933年改正.

（ニュージーランド）7.- 自由党政府, 

「無拠出年金法案」を提出.11.1実 

施（年金省設置）.

• 8. 8台湾総督府,行旅病人及死亡人

取扱規則改正.

1〇・7電話の発明者ベル来日,聾啞教 

育に口話式を指導する.

11.- 群馬県に着任した草刈親明知事 

が,娼妓営業許可の県令を布達（県 

下の世論が沸き,内務省も4カ月後 

知事を罷免し,その布達を取り消 

す）.

——この年,政府は,窮民（救済）法 

案をまとめる（翌年2月に至っても 

議会へ提案せず立ち消え）.

〇 内務省は,府県に命じて細民状況 

調査を行わせ,22県の報告を得た 

（福井,富山,愛媛,宮城,栃木, 

島根,山梨,長野の各県でそれぞれ 

窮民救助の施策をとった.その救助 

方法は,施粥,食品の施与,外国米 

廉売,出稼ぎ奨励,北海道移住の送 

出,官営土木事業の起工など）.

> 京都府,府令をもって幼者養育者
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明治32年

3. 4「著作権法」公布.

3. 7「商法」公布（海上労働者の扶助 

について初めて規定）.

3. 8「船舶法」,「船員法」公布.

3. 9「新商法」公布.

3.10「E卩紙税法」公布.

3.16府県制•郡制を改正（府県会議 

員の直接選挙制導入等）.

> 「国籍法」公布.

3.22「災害準備基金特別会計法」公布.

3.28文官任用令改正（勅任官規定を 

設け猟官防止）.「文官分限令」,「文 

官懲戒令」公布〈勅〉.

6.一 大井憲太郎ら,大阪で大日本労 

働協会,小作条例期成同盟会を結成.

3.28「水難救護法」公布（8. 4施行）.

2. 8外国の大学薬学部及び薬学校を 

卒業し,薬剤師免許を所持した者に, 

無試験で免状を授与す〈法〉.

2.14 「海港検疫法」公布（8. 4施行. 

ペスト患者発生に備え,海外諸港お 

よび台湾より来航する船舶に対する 

恒常的検疫制度の確立）.

3.27初の薬学博士誕生（4名）.

3.3!「伝染病研究所官制」公布（4.1 
施行.大日本私立衛生会の伝染病研 

究所を内務省の所管とする.4.1伝 

染病研究所開設）〈勅〉.

4.1日本外科学会第1回大会開催.

4.13「海港検疫所官制」公布（内務省 

直轄の検疫所を横浜,神戸,長崎, 

ロノ津に設置）.

6.—内務省,工場衛生調査に関する 

訓令を発す.

7. 4国民協会,解散（7. 5帝国党結 

成）.

7.15「軍機保護法」,「要塞地帯法」公 

布.

7.17改正条約実施（外国人の内地雑 

居許可.治外法権の撤廃）.

7.29万国平和会議条約に署名.

7. 4京都帝国大学に医科大学設置. 

7.13「海港検疫法施行規則」公布・ 

7.14「船舶検疫手続」を制定〈内訓〉.

7.19「産婆規則」公布（10.1施行.産 

婆に関する統一的な法規）〈勅〉.

7.20 東京府,「私立病院産院規程」を 

制定.

9. 6内務省,「産婆試験規則」,「産婆 

名簿登録規則」を公布〈内令〉.

10. 2普通選挙期成同盟会結成.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

取締の件および訓令を発す（報酬を 

得て満6歳未満の幼児を養廿する者 

を警察署に登録,病気•死亡の際の 

届出義務を規定）•

明治32年

3. 2「北海道旧土人保護法」公布（旧 

土人の自費治療不能者に救療•薬剤 

費の支給を定める）.

3.1?青少年虚弱者を収容する健康の 

里,大阪•高槻に開設・

3.22「罹災救助基金法」公布（4.11施 

行.府県に罹災救助基金を設け,罹 

災者に避難所の提供,食品,被服, 

治療費,就業の資料を捉供,備荒儲 

蓄法廃止）.

3.29「行旅病人及行旅死亡人取扱法」 

を定める（7.1施行.行旅死亡人取 

扱規則廃止）〈法〉.

6.19「行旅病人,行旅死亡人及同伴者 

ノ救護並取扱ニ関スル件」公布（7. 
1施行）〈勅〉〈内令〉.

'6.28「罹災救助基金法施行手続」制定 

〈蔵令〉.

> 「幼稚園保育及設備規定」を定め 

る（9.1施行）〈文令〉・

5.24 「海軍警査給助ノ件」公布.

3. 山東で義和団蜂起.

（英）ラウントリー,ヨーク市第1次生 

活調査実施.

[> チャールズ=ブースの調査「ロン 

ドンの生活および労働」の刊行開始.

（米）全国消費者連盟設置.

> シカゴクック郡少年審判所設置 

（世界最初の特別少年裁半IJ制度）.

>アメリカ病院協会設立・

（仏）「労働災害に関する法律」の適用 

を自作農へ拡大.

（独）7.13廃疾•老齢年金法を改正し, 

強制適用の「廃疾・老齢保険法」と 

する（労働者のほかに職員を加え 

る）.

・ベルリンで婦人向け社会事業従事 

者一年課程創設.

> ハンブルクで母了-保健のための牛 

乳供給所開設.

（スウェーデン）全国消費者協同組合連 

合会（略称K.F）結成.

（国際）第1回,性病予防会議,ブリュッ 

セルで開催.

&1女囚の子の養育のため高松深妙 

寺に保育場が開設された（明34.1讃 

岐保育舎孤児院となり,のち讃岐学 

園となる）.
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11.20第14回通常帝国議会召集（11.22 
開院式,翌年2. 23閉会）.

11.22「教育基金令」公布.

11.5ペスト患者初めて発生（以後阪 

神地方に70名の患者発生）.

11.18 「伝染病予防ノタメ物件輸入禁止 

ニ関スル件」達〈勅〉.

> 「「ペスト」予防ノタメ家鼠駆除ノ 

件」達.

> 内務省,ペスト媒介のおそれのあ 

る古綿,古着等の輸入禁止（「ぺス 

ト」予防ノタメ輸入禁止ノ物件）を

達.

11.22「船中の鼠駆除の件」達.

12.13「臨時ペスト予防事務局官制」公 

布.

この年,第1回肺結核死亡者数全 

国調査実施（死亡数6万6408人,人 

ロ1万対15. 3人,総死亡数の7.12% 
を占めたと発表）.

1>万国結核予防会議に代表を派遣, 

関两連合医会結成,明治医会結成, 

医師法案について明治医会案を発表.

明治33年

1.13普通選挙期成同盟会（松本），1. 
18普通選挙期成同盟（東京）それぞ 

れ衆議院に普通選挙請願書を提出.

1.28社会主義研究会を改め社会主義 

協会発足（明37.11.16解散命令）.

3. 7 ~土地収用法」改正公布.

3.10「治安警察法」公布（労慟運動・ 

農民運動の取締りをも規定.集会及 

政社法を廃止）.

3.13 「鉄道•船舶郵便法」公布.

> 「郵便為替法」公布・

〇 「郵便法」公布.

3.14「電信法」公布.

3.22「保険業法」公布.

3.29「衆議院議員選挙法」改正（選挙 

権の資格条件を緩和し,記名投票を 

無記名投票に改正）.

3.-片山潜,西川光二郎ら社会主義 

協会を設立.

1.15 東京市,ペスト予防のためネズ 

ミの買上げを実施（1匹5銭）.

3. 7「産業組合法」公布（9.1施行）.

2.24 「飲食物其ノ他ノ物品取締二関ス 

ル法律」公布（4.1施行.販売用の 

飲食物,飲食器,割烹具などを取り 

締まる.食品衛生に関する最初の法 

律）.

3. 7「汚物掃除法」公布（4.1施行. 

汚物処理に関する最初の法律）.

> （旧）「下水道法」公布（4.1施行・

改良下水道の普及,土地所有者の雨 

水の排水施設の設置義務など）.

〇 「伝染病予防救治二従事スル者ノ 

手当金ニ関スル法律」公布.

3. 9掃除監視吏員の組織権限を定め 

る.

3.10「精神病者監護法」公布（7.1施 

行.精神病者の監護の義務の順位を 

付し,監置についての行政庁の許可 

届出の規定.義務者以外の監置の禁 

止を内容とした）.

3.26文部省,女子師範学校等に在学 

する生徒の月経時の体操の取扱いに 

ついて注意方達.

〇 「学生生徒身体検査規程」制定 

（従来の学生生徒身体規程廃止）•

3.27門司港に海港検疫所を置く.

1058



総合年表
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11.23留岡幸助（北海道空知懲治監教 

誨師）,東京巣鴨に家庭学校を設立 

（非行少年の保護更生の教育に家族 

制度（夫婦小舎制）を導入）.

明治33年

1.10野口幽香ら,東京麴町に二葉幼 

稚園開園（後に四谷鮫が橋に移って, 

大正4年二葉保育園と改称 わが国 

の保育事業の先駆的役割を持つ）•

2.23函館の娼妓坂井フクの廃業訴訟, 

大審院で勝訴（以後娼妓の自由廃業 

は活発となる）.

3. 7「未成年者喫煙禁止法」公布（4. 
1施行）.

3.10「感化法」公布（満8歳〜16歳未 

満の少年で,適当な親権者•後見人 

のない非行者を感化院に収容・教 

護）.

3.13「救育所ニ在ル孤児ノ後見職務ニ 

関スル法律」公布（4.1施行）

3.16「市町村立小学校教育費国庫補助 

法」公布（4.1施行）〈法〉.

3.27「救育所ニ在ル孤児ニアラザル棄 

児迷児等ノ後見職務ニ関スル件」公 

布（孤児と同様の扱いとする）〈内〉.

6.21清国皇帝,列強に宣戦布告.

8.14連合軍,北京総攻撃開始.

（英）労働代表委員会（労働党）結成.

> 「鉱山法」により,少年の地下労 

働を禁止.

（米）10時間労働制を実施.

[>ニューヨーク州立病院（肺結核） 

設置.

> 北アメリカ木型製造組合,退職金 

と年金制度をつくる.

（仏）2.15最初の公衆衛生法規公布.

3. 30婦人,少年労働者の1日10時間 

労働法の法律公布（1904年までは11 
時間,以後1〇時間とする）.

（独）5.26新「災害保険法」が成立.

6. 30公布（従来の5部内の災害を 

統一）.

6. 30 店員•徒弟の休養のため,商店 

の平日開店時間を5時〜21時に制限.

-「保護教育令」制定（不良少年の 

感化制度統一.要監督の青少年を個 

人家庭に委託）.

（スウェーデン）「婦人年少労働法」制 

定.
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4. 9御沙汰書により枢密院諮詢事項 

を拡張（教育制度の基礎,内閣官制, 

官吏の服務任用等に関する勅令は, 

枢密院の審査を経ることとする）.

4.27各省官制通則中改正（次官を総 

務長官に改める.明36.12. 5再び次 

官に改める）〈勅〉.

5.19陸軍省,海軍省官制を改正（軍 

部大臣の現役大・中将制確立）.

6. 2「行政執行法」公布〈法〉.

6.15 義和団事件のため清国への陸軍 

派遣を閣議決定.

8.20小学校令全部改正（尋常小学校 

を4年制に統一.義務教育の授業料 

無料化）公布〈勅〉.

9.13憲政党,立憲政友会に参加のた 

め解党

9.15立憲政友会結成（総裁伊藤博文）.

9.2?「神部署官制」制定（10.15施行）

4. 4文部省に学校衛生課を新設.

〇 「飲食物其ノ他物品取締ニ関スル 

法律施行ニ関スル件」により食品衛 

生行政の一部を警察官署に委任（販 

売用の飲食物,飲食器,割烹具など 

を取り締まる）〈内令〉・

3.28「臨時海港検疫所官制」公布（函 

館以下12港に検疫所開設.9. 25目的 

を達して廃止）〈勅〉.

3.30 「日本薬局方調査会官制」公布 

（4.1施行）.

3.31 庁府県に臨時検疫官を置く制度 

を制定.

4. 7内務省,「牛乳営業取締規則」を 

定める.

4.17 「有害性着色料取締規則」制定 

く内令〉.

5.21牛乳の比重及び検定方法につき 

定む〈内令〉・

5.24「営業浴場ノ風紀取締ノ件」公布 

（内伤省,満12歳以上の男女が混浴 

することを禁止）く内令〉.

6. 2「行政執行法」公布（第3条で密 

淫売の取締りと性病の検診制度を規 

定）.

6. 4 「鼠駆除ノ為メ燐及亜砒酸使用ノ 

件」達.

6. 5「清凉飲料水営業取締規則」制定 

〈内令〉.

6.15 再び「臨時検疫局官制」制定 

（9月廃止）〈勅〉.

6.30「精神病者監護ニ関スル件」公布 

（7.1施行.公私立精神病院,公私立 

病院の精神病室の構造設備について, 

地方長官の許可を受ける事を規定） 

〈勅〉.

7. 3 「氷雪営業取締規則」制定〈内 

令〉•

7.23内務省,「獣肉•山羊乳販売業の 

取締規則」を制定.

7.- 監獄事務を内務省より司法省へ 

移管.

A東京府「看護婦規則」制定.

9. 3「死亡診断書,死体検案書,死産 

証書,死胎検案書記載事項ノ件」公 

布（医師が記載する事項を定めた）.
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4.13「救育所ニ在ル孤児ノ後見職務執 

行ニ関スル特例」公布〈勅〉.

5.24内務省,18歳未満の者の娼妓に 

なることを禁止〈内訓〉.

5. - 大正天皇御成婚のため,天皇,

皇后より東京市に教育資金下賜（就 

学し得ない貧困児童のために特殊学 

校を明35年より建設）.

6. - 廃女昌同盟会,日本廃娼会と改称.

8. 3救恤に関する寄付金保管出納分 

を公布.

8. -救世軍・山室軍平の夫人機恵子

を主任として婦人救済所を設立（明 

39年,東京婦人ホームと改称）.

9. 5救世軍と二六新報,新吉原で1 
娼妓の廃業問題から廃娼運動を始め 

る（9.9東京府下の各遊廓で楼主派 

暴力団と自由廃業派（二六新報,救

（べ儿ギー）労働者のための老齢保険制 

定.

（国際）国際結核病会議ローマで開催.

> 社会事業国際会議パリで開催.
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く勅〉.

10.19第4次伊藤博文内閣成立. 10.12飲食物及布片中砒及錫の試験方 

法につき定める.

12.22第15回通常帝国議会召集（12. 25 12. 5吉岡弥生,東京女医学校を創立.

開院式,翌年3. 24閉会）. 12.13「臨時ペスト予防事務局官制」公 

布（ペスト流行のため大阪に設置・ 

明36. 7. 25廃止）.

12.17「飲食物用器具取締規則」制定.

12.- 内務省,第1回癩患者実態調査 

実施（患者数3万359人.明32. 3衆 

議院に癩病患者及乞食取締ニ関スル 

質問が提出されたことによる）.

この年,全国的規模で性病対策を 

開始.

明治34年

2. 3黒竜会結成. 2.24 奥村五百子ら愛国婦人会創立

2. 5八幡製鉄所操業開始. （兵士家族の救護活動を開始）.

3.28「北海道会法」公布（北海道を初 3. 6警視庁,「理髪営業取締規則」を

めて府県に準ずる地方公共団体とし 

て認める）.

3.30増税諸法（酒精及酒精含有飲料 

税法,酒造税法改正法,麦酒税法, 

砂糖消費税法,関税定率改正法）公 

布（10.1施行）.

公布.

4.13「漁業法」公布（明35. 7.1施行）. 4.1第1-2 • 3 • 4 • 5各高等学校の

> 「瀆職法」公布. 医学部を独立し,千葉,仙台,岡山,

4.29裕仁親王（今上天皇）御誕生.

5.18安部磯雄•片山潜•幸徳秋水ら, 

社会民主党を結成（20日禁止）.

5.27山陽線全通.

金沢,長崎の各医学専閃学校とす.

4.12「種牛結核予防法」制定.

4.13「畜牛結核病予防法」公布（明36. 
7.1屜行.輸人牛についてはこの年 

7.1施行）.

6. 2桂太郎内閣成立. 6. 3 「精神病者タル在監人放免ニ関ス

6.2!星亨暗殺される. ル取払手続」心得を訓令（精神病者 

の監置よりの放免についてそれを引
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

世軍など）との対立騷ぎ起こる）.

9.11盲人五代五兵衛,私立大阪盲啞 

院を開設（明4〇. 4大阪市立盲啞学 

校となる）.

9.一警視庁,娼妓は廃業後3日以内 

に届け出るよう,もし楼主が連署を 

拒めば本人の捺印だけでよいとした.

10. 2は昌妓取締規則」制定（私娼を取 

り締まり,「公娼制度」を公然化. 

公娼の登録および検診を規定）〈内 

令〉・

—— この年,留岡幸助,家庭学校に慈 

善事業師範部を附設（海外の社会事 

業組織などを紹介）.

〇滋賀県神崎郡婦人慈善会,児童保 

護事業として,乳幼児健康相談を実 

施.

明治34年

1.29未成年者禁酒法案議員提出され 

るも不成立.

2.12「学事年報取調条項」を定める 

〈文訓〉.

3.- 「北海道旧土人児童教育規程」を 

定め,4.1よりアイヌ児童に対して 

本格的な教育を開始.

4.15平岩幸吉の主唱により栃木婦人 

協会設立,養老施設•栃木養老院と 

なる（同婦人協会は養老事業のほか 

貧困者救済,地域教育をも展開）.

4.- 浅草寺の住職大草慧実,東京市 

養育院の安達憲忠らにより第一-無料 

止宿所開設される.

6.一大阪に慈善団体懇話会発足（翌年 

慈善同盟会,明42年大阪慈善協会, 

大10年中央社会事業協会と順次改

9. 7義和団事件最終議定書（辛丑和 

約）.

（英）「工場法」改正（12歳以下の児童, 

産後4週間以内の婦人の雇用禁止を 

規定）.

〇ラウントリーの「貧困一都市生活 

の一研究」（ヨーク市の調査）刊行 

（貧困を1次的• 2次的に分類）.

（米）ニューヨーク市に,最初の無料公 

衆浴場設置.

〇 「食品・医薬品法」制定.

（仏）カルメット,シャプタル,結核無 

料診療所創設.

> 「結核患者扶助法」制定.

（独）12. 2勅令によって医薬分業を規 

定.

（伊）1〇. 2?結核保険を制定.

（スウェーデン） アルフレッド=ノヾーナ
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明治34 • 35年(1901• 02)

社会保障一般 衛生 •医療

12. 7第16回通常帝国議会召集（12.10
開院式,翌年3. 9閉会）.

明治35年

1.30日英同盟協約署名.

2.10「官国幣社職制」公布（同日施行. 

これに伴い「官国幣社及神部署神職 

任用令」,「神職懲戒令」,「神官司庁 

職員任用令」等を定める）〈勅〉.

2.12河野廣中ら,初めて衆議院に普 

通選挙法案を提出（否決）.

2.14「府県郡吏員服務紀律」を定める 

〈内令〉.

3.12「衆議院議員選挙人名簿に関する 

法律」公布.

3.25「商業会議所法」公布（7.1施行. 

「商業会議所条令」廃止）.

4.1!日本興業銀行開業.

7.26 「巡査看守退隠料及遺族扶助料 

法」公布,「巡査看守療治料・給助 

料及弔祭給与令」公布（8.1施行・巡 

査看守,陸海軍監獄看守,海軍警査, 

貴・衆両院守衛およびこれらの者の 

遺族についての恩給制度が法制化）.

3.18「虫害地租特別処分法丄「雪害地 

租特別処分法」公布.

3.28「港務部設置ノ件」公布（4.1施 

行.検疫所を地方庁の所轄とする. 

海港検疫所官制廃止）〈勅〉.

4. 5「軍人恩給法・改正（寡婦の扶助 

料受給権を認める）.

き取る最終責任を市町村長に負わせ 

ることを定める）.

6. 4「産婆試験委員設置規程」を定め 

る〈内訓〉.

7.10 「下水道法施行規則」公布〈内 

令〉・

10.16 飲食物取締法に基づき「人工甘 

味質取締規則」を制定（明35.10.1 
施行）.

12. 3「日本赤十字社条例」公布〈勅〉.

12. 9日本赤十字社,社団法人日本赤 

十字社となる.

12.10 田中正造,足尾鉱毒事件に関し 

天皇に直訴（以後足尾問題について 

の運動盛ん）.

12.25 「「ペスト」菌取扱取締規則」公 

布.

この年,東京府巣鴨病院長に就任 

した呉秀三（東大教授）,精神病者 

の拘禁具の強制使用を禁止し,器具 

を焼去1!した.

1.25歯科医学会創立.

3. 6斉藤寿雄,癩患者取締に関する 

建議案を議会に提出.衆議院で可決, 

貴族院審議未了.

3.1?「鉱毒調査委員会官制」公布（明 

36.12. 5廃止）〈勅〉.

3.21東京帝国大学医科大学に歯科講 

座新設.

4. 2第1回日本連合医学会開催（東 

京）.

4.一 吉岡弥生ら,日本女医会創立・

6. 7「血清薬院血清売下規則」を定め 

る（6. 20施行・明35.11.15「実布埠 

利亜血清売下規則」廃止）.

冃 泉

7.19「砲兵工廠職工扶助令」公布（9.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

称）. ード=ノ ーベルの遺産170万ポンド 

により,ノー-ル賞創設.

（オランダ）1.2業務上災害保険を制 

定（1919. 7. 2?海員に,1921.5. 2X 
業に,1922.5.20農業に適用を拡大）.

& 6「感化法施行規則一公布〈内令〉.

明治35年

2.15第16回帝国議会衆議院に,安藤 

亀太郎ほか2議員より,貧民救助労 

働者及借地人保護ニ関スル建議案提 

出され,2. 25可決.

2. — 愛国婦人会,1.23八甲田山で遭

難した青森第5連隊の凍死者のため 

に弔慰金を贈った（同会の軍人家族 

救護の初の事業）.

3. 5安藤亀太宜|5, 2. 25に可決された 

建議案別紙の救貧法案に医療保護規 

定を加えて「救貧法案」として提出 

したが,不成立.

5. - 盲人鉞按協会,東京に設立.

6. - 板垣退助の発案により,東京に

女囚携帯乳児保育会設立される（の 

ち大日本婦人同愛会に合併）•

（英）体力低下対策各省委員会発足 

（1899年のボーア戦争時の体力低下 

が社会問題化したため）•

> 「助産婦法」制定.

（米）メリーランド州,最初の「労働災 

害補償法」を制定（1904年憲法違反 

の判決）.

〇 ニューヨーク州,学校看護婦設置.

> ニュージャージー州,「児童労働 

法」制定.

> the Rocketeller Institute for Me
dical Research 設立・

>連邦の船員病院庁が業務を拡大し 

て公衆衛生•船員病院庁に改組.1912 
年には公衆衛生庁と改称（アメリカ 

厚生省の起源）.

（スウェーデン）「里子法」（児童保護 

法）制定.
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明治35・36年（1902・03）

社会保障一般 衛生 •医療

8.10第7回衆議院議員総選挙（政友 

会190,憲政本党95,帝国党17）.

11.1 税務署官制一公布（11.5施行）

〈勅〉・

12.1「国勢調査ニ関スル法律」公布 

（第1回は明38年,第2回はこれよ 

り5年後.以降10年ごとに施行予定. 

ただしこの実施予定を延期し,大 

9.10.!第1回実施）.

12. 6第17回通常帝国議会召集（12.9 
開院式,12.28解散）.

12.12 「年齢計算ニ関スル法律」公布 

（年齢は出産の日から起算）.

・この年,東北地方凶彳乍.

明治36年

1施行.終身年金と一時賜金の支給 

を行う）.

11.6農商務省商工局,工場法案要領 

を全国商業会議所に諮問.

11.17矢野文雄ら,社会問題講究会を 

結成.

9.12関西連合医会,大阪の臨時総会 

で医師法案決定.

io. 一 呉秀三の発議により大学医学部 

の教授が中心となって東京に精神病 

者慈善救治会を設立（会長に大隈重 

信夫人）.

この年,日本神経学会（日本精神 

神経学会の前身）創立・

背 景

1.20 警視庁に臨時防疫職員を置く 

（ペスト予防事務）〈勅〉.

3.1第8回衆議院議員総選挙（政友 

会175,憲政本党85,帝国党17）.
3.27「專門学校令一公布（明19年の帝 

国大学令とともに,大学•専門学校 

による二本建の医学教育確立.医学 

校通則廃止）〈勅〉.

4.13小学校令改正（国定教科書制度 

成立）公布〈勅〉.

5. 8第18回特別帝国議会召集（5.12
開院式,6. 4閉会）.

3.3!農商務省商工局,『職工事情』公 

刊（労働福祉についての総合的な問 

題提起の書）.

3.10帝国連合医会発足（会長北里柴 

三郎）.

3.20 「監獄官制」公布（監獄に監獄医 

および薬剤師を置く）.

> 「医術開業試験委員官制」および 

「薬剤師試験委員官制」改正（医業 

開業試験,薬剤師試験を内務省から 

文部省に移管,昭4年再移管）〈勅〉.

〇 「地方衛生会規則」廃止〈勅〉.

3.25 京都帝国大学に第2医科大学設 

立（京都帝国大学福岡医科大学と称 

す）.

3. - 帝国連合医会設立・

4.28「畜犬取締規則」を公布.

4.29足尾銅山に鉱毒除害命令.

4. — 医師開業試験実施の所管を内務

省から文部省に移管.

5. - 内務省,トラホームの予防に関

し地方長官に指示.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.-  佐々木伍三郎,東北育児院を青 

森に設立し,東北凶作地の孤児•貧 

児を収容.

12.1岩田民次郎,大阪養老院を設立.

明治36年

2. 3「災害地地租延納ノ件」公布（同 

日施行.6.16失効）〈勅〉.

3.26伊沢修二,啞者の発音指導•吃 

音児童矯正教育のため楽石社を起こ 

す.

（英）「少年保護令」（児童雇用法）承認.

（米）連邦に通商労働省を設置.

＞イリノイ州,「児童労働法」制定.

Aイリノイ州,盲人扶助制度制定.

A全国婦人労働組合連盟設立.

（独）「年少者労働保護法」制定（児童 

労働の制限拡大を規定）.

（べルギー）11.24任意保険としての業 

務上災害補償保険制度を制定（革命 

的な立法として注目）.

（国際）第11回国際衛生会議,パリで開 

催.既存の衛生諸条約を統合•改正 

してペスト,コレラ,黄熱病の予防 

に関する一般条約が結ばれた（国際 

衛生条約）.

5.1!全国慈善大会,大阪で開催（〜 

5.13）.日本慈善同盟会設立（明41. 
10中央慈善協会,大10. 3中央社会 

事業協会となる）.
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明治36・37年（1903・04）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

6.1東京の日比谷公園開園式.

6.23御前会議開催.満韓問題に関し 

露国との交渉開始および協定案を決 

定.

6.24東京帝国大学教授戸水寛人ら7 
博士,対露強硬論を新聞に発表（7 
博士事件）.

7.13「雇人口入営業取締規則」を公布.

8. 9頭山満ら,対露同志会を結成 

（ロシアの満州撤兵要求を決議）.

10. 6日露交渉を開始.

11.1鉄道の全線国有化決定.

11.15幸徳秋水,堺利彦ら,平民社を 

設立し,平民新聞を創刊（明38.10. 
9解散）.

12. 5各省官制通則の改正により,総 

務長官を次官に改め,総務局を廃止 

しその事務を大臣官房の所管とする.

〇第19回通常帝国議会召集（12.10 
開院式,12.11解散）.

12.21外務大臣小村寿太郎,露国公使 

に会見し,最後の考慮を要求.

6.24「痘苗及血清其他細菌学的予防治 

療品製造取締規則」制定（7.1施行） 

〈内令〉.

6.29 「伝染病予防法ニ依ル手当金二関 

スル件」公布.

7.25 臨時ペスト予防事務局官制廃止 

（8.1施行）〈勅〉.

8.31 済生学舎廃校.

9.28 「飲食物防腐剤取締規則」制定 

〈内令〉.

11.7神奈川県に臨時防疫職員を置く.

11.27大日本歯科医会結成（明4〇. 4, 
日本連合歯科医会（大7年日本連合 

歯科医師会）と改称）.

明治37年

1.25「鉄道軍事供用令一•公布（1.26施 

行）〈勅〉.

2. 4御前会議,対露交渉打切り,開 

戦を決定.

2.10日露戦争始まる（宣戦布告）.

2.23日韓議定書署名.

3.1第9回衆議院議員総選挙（政友 

会133,憲政本党90,帝国党19）.
3.18第20回臨時帝国議会召集（3.20 

開院式,3. 28解散）.

3.30「臨事事件費支弁ニ関スル法律」 

公布.

4.1「煙草専売法」公布（7.1施行）.

[> 「非常特別税法」公布（平和回復 

の翌年まで,地租など11科目の税率 

増加,毛織物•石油消費税創設）.

>「地租徴収ニ関スル法律」公布 

（明37年分より適用）.

2. 4内務省,「肺結核予防ニ関スル法 

律」を公布.

3.23上水協議会（水道協会の前身） 

設立.

4.- 日本衛主学会設立.

6.20満州軍総司令部設置.

8.10黄海海戦（露艦隊,黄海で連合 

艦隊と海戦.旅順に敗走）.

7.一 聖路加病院,看護婦学校開設.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

6.- 日本基督教青年会同盟（YMC 
A）結成される.

7.— 大日本同胞融和会設立.

10.一 宮城県,「凶作窮民救助義捐金配 

布規程」を定める.

12.-神奈川県,県令で「幼児監護規 

貝リ」を公布（7歳未満の子を金銭で 

預る者に届出義務を課した）.

明治37年

4. 4「下士兵卒家族救助令」公布（5.
1施行）.

5.-婦人矯風会,娼妓廃業者のため 

の施設慈愛館を東京大久保に設立・

（英）「愛国基金管理改正条例」を公布 

（軍人遺家族のため愛国基金財団を 

設立）.

＞児童相談所開設.

〇 「児童虐待防止法」の一部修正 

（児童を虐待家庭から引き離す権限 

を協会員にも付与）.

（米）全国児童労働委員会設置.

＞全国結核研究予防協会設立.

（仏）3. 一「職業紹介所法」制定（私営 

の労働紹介所を閉鎖.人口1万人以 

上市町村に公的労働紹介所設置を義 

務付け）.

6- 2?「棄子の救済法」制定.

6. 28「扶助を受ける児童の教育に関す 

る法律」制定.

ー「老齢者扶助法」制定.

（独）社会事業学校創設.

（スウェーデン）公立幼稚園設立.
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明治37・38年（1904・05）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

8.22日韓協約（第1次）署名.

9. 4遼陽大会戦（遼陽を占領）.

11.28第21回通常帝国議会召集（11.30
開院式,翌年2. 27閉会）.

12. 5旅順203高地を占領.

11.-  帝国連合医会,医師法案を発表 

（医師法案をめぐり明治医会と競合）.

12.21 病院船に関する条約署名.

明治38年

1.1「相続税法」公布（4.1施行）.

> 「塩専売法」公布（6.1施行）.

A 「非常特別税法」改正法公布（地 

租以下の諸税増徴,通行税,織物消 

費税,米および籾輸入税など新設）.

〇旅順のロシア軍降伏.

2.16「郵便貯金法」公布.

3.10奉天占領.

4.13「戒厳宣告ノ件」公布〈勅〉.

4.19「北海道庁官制」改正公布.

5.27日本海海戦（〜5. 28.連合艦隊, 

ロシアのバルチック艦隊を破る）.

1.!「酒母,醪及麴取締法」公布•施 

行.

3. 8 「鉱業法」公布（7.1施行.鉱業 

条例廃止.業務上傷病死の扶助規定 

を設ける）.

2.26 帝国議会に脚気病調査に関する 

建議案上提可決.

3. 8医師免許規則改正（新たに文部 

大臣の指定した私立医学専門学校卒 

業生に無試験で医師開業免許状を授 

与）.

3.13伝染病予防法改正法公布（7.1施 

行.ペスト予防に対処するため,そ 

族駆除の責任を市町村の義務とし, 

汚染建物の処分,交通遮断等を規 

定）.

3.29「伝染病研究所官制」公布（4.1 
施行）〈勅〉.

4.1痘苗製造所および血清薬院を伝 

染病研究所に移管.

4. 3 土肥慶蔵•栗本庸勝ら,日本花 

柳病予防会設立（大10年,日本性病 

予防協会と改称）.

5. 6「売薬税法」公布（翌日施行,大 

15廃止）.

6. 9米国大統領,日露両国に講和を 

勧告.

6.14警視庁に防疫評議員を置く.

8.12第2回日英同盟協約署名.

7.1「私立医学専門学校指定規則」制 

定.

8.13桂田富士郎,山梨県で猫の体内 

から風土病の日本住血吸虫を発見 

この年,藤波鑑も日本住血吸虫の原 

因•本態•発生・予防法などを解明.

9. 5日露講和条約署名（ポーツマス
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

—— この年,大阪汎愛扶植会,日露 

戦争の出征兵士の家族のため,臨時 

保育所を付設.

明治38年

3.1「北海道罹災救助基金法」公布 

（4.1施行）.

3.13「在外指定学校職員退隠料及遺族 

扶助料法」公布（4.1施行）.

5.1村山為次,宮崎監獄職員ととも 

に免囚保護事業を開始（のち日州保 

護会と命名）.

5.-留岡幸助,感化事業の思想普及 

のため人道社を創設,雑誌『人道』 

を発刊.

6.1 鐘紡共済組合設立（まとまった 

労働保険の先駆）.

6.一ハ幡官営製鉄所従業員の職工共 

済会設立（任意加入制度）.

（オーストラリア）12.15労使関係に対 

する世界最初の連邦調停仲裁裁判所 

創立.

（国際）第3回国際労働法協会総会で, 

家内労働の賃金保護を協議.

〇 パリの国際会議,「醜業を行わし 

むるための婦女売買取締りに関する 

国際協定」制定.

（英）12. 4救貧法調査のための王命委 

員会設立・

-「失業労働法」制定（失業労働者 

を公費で救済）.

（米）6. 29炭坑の労働時間を1日8時 

間とする.

— 結核調査予防全国連盟（のち全国 

結核連盟）設立.

> マサチューセッツ州立総合病院が 

米国で初めての医療ソーシャルワー 

クを始める.

（仏）7.14「労働者,農民の老齢者,虚 

弱者および廃疾者に対する扶助法」 

公布（救護の義務化）.

シャプタル,看護学校創設.

（独）シャウディン,ホフマン,梅毒の 

病原体としてスピロヘータ・パリー 

ダを発見.

> ベルリンに,独最初の乳児相談室, 

乳児用クリニック開設.

（スウェーデン）「労働者保護法」成立.

（デンマーク）「児童法」制定（後見人 

委員会を置く）.

（オーストリア）俸給生活者を対象とす 

る最初の年金制度制定.

（国際）最初の国際幼児福祉大会,開く・
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明治38・39年（1905・06）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

条約）.

〇日比谷で開催の講和反対国民大会 

暴動化（日比谷焼打事件）.

9.6東京府に戒厳令（11.29解除）.

> 「新聞紙雑誌ノ取締ニ関スル件」 

公布・施行〈勅〉.

10. 9平民社,内部対立で解散.

10.16「露国ト講和ニ関スル件」発布 

〈詔勅〉.

11.17第2次日韓協約署名.

11.23「韓国二統監府及理事庁ヲ置クノ 

件」公布（当分の間従来通り）〈勅〉.

12.22旧満州に関する日清条約署名. 

12.25第22回通常帝国議会召集（12. 28 
開院式,翌年3. 27閉会）.

この年,東北地方大凶作.

11.30大阪府,兵庫県に臨時防疫職員 

を置く.

11.-  体操遊戯調査会,スウェーデン 

体操採用方針決定.

>渋澤栄一,大隈重信ら癩予防相談 

会を開催（癩予防法上程のため大き 

な力となる）.

12.29山口県に臨時防疫職員を置く.

—— この年,神戸市にペスト患者1人, 

大阪市にペスト菌保有ねずみ1頭発 

見に始まり,明42年まで流行した 

（患者2163A,死者981人.ペスト菌 

保有ねずみ2万1353頭）.

明治39年

1.7西園寺公望内閣成立.

1.14西川光二郎ら,日本平民党結成.

1.28堺利彦ら,日本社会党を結成.

1.—山根正次,癩予防法案を初めて 

議会に提出（衆議院可决,貴族院審 

議未了）.

2.11普選同盟会,普通選挙全国同志 

大会を開催.

2.24堺利彦•片山潜•西川光二郎ら, 

日本社会党第1回大会開催（日本平 

民党,日本社会党合同）.

3. 2非常特別税法改正公布（戦時臨 

時税を経常税に切替え）.

3.19英国,満州の門戸開放を日本政 

府に要求（3.26米国も同様の要求）.

3.3!「鉄道国有法」公布.

3.31「日本薬局方調査会官制」改正公

布（4.1施行）〈勅〉.

4. 7「廃兵院法」公布（9.1施行.傷 

痍軍人に対する収容と保護を規定）.

4.1!「屠場法」公布（屠場乱立の防止 

のため,屠場設置の知事許可制）.

5. 2 「医師法」,「歯科医師法」公布 

（10.1施行.開業許可制から身分許 

可制への移行.歯科医師の分離独 

立）.

6.22「屠場法施行規則」制定.

6.26府県に屠畜検査員を置く.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

10.17日本キリスト教女子青年部会 

（YWCA）生まれる.会長に津田梅 

子就任.

—— この年,農商務省,労働者保険法 

案を起草（わが国最初の健康保険法 

の先駆けをなす）.

明治39年

1.1長谷川憲善,身延山参詣中の行 

路病人の救護や浮浪者の身上相談の 

ため身延山功徳会を創立（昭3& 8, 
養護老人ホームとなる）.

1.21仙台市および宮城県下各郡医会, 

県内大凶作のために貧困者施療を決 

議（この月,宮城県は窮民調査を実 

施）.

3.—東北地方大飢饉.窮民の救済事 

業を実施（国庫補助金の支出,地租 

の特別免除,教育費貸付,土木工事 

など）.

5 •—大阪府立高等医学校の学友会が 

施療救恤部を設け,貧困者の施療と 

貧困患者救護の事業を始めた.

6.1有馬四郎助,小田原に幼少年司 

法保護施設・幼年保護会を設立（明

（英）12. 21「労働争議法」制定.

ー 「労働者災害補償法」改正（対象 

を工場災害に拡大）.

> 「アルカリ法」制定（化学工場の 

有害ガスの排除を目的）.

〇 「学校給食に関する教育法」公布 

（貧困学童給食）.

（米）「雇用者義務法」制定.

> アメリカ労働立法協会設立（社会 

保険運動を展開）.

〇 「食品・医薬品法」制定・

（仏）7.13労働省設置.

ー 「被雇用者に対する週休制の法律」 

制定・

（独）ワッセルマン,梅毒の血清反応を 

考案.

（スウェーデン）「労働関係調整法」制 

定（地方自治体の職業紹介所事業に 

初めて国家補助）.

（ノルウェー）失業保険制度（補助任意 

保険）開始（1939年強制制度とな
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明治39・40年（1906・07）

背 景 社会保障一般 衛生。医療

6.2?屠場の構造設備標準,職員,取 

締費用負担,検査手数料の規定を制 

定.

8.1日米海底電線竣工.

> 「関東都督府官制」公布（9.1施 

行）.

7. 6戦地軍隊における傷者及び病者 

の状態改善に関する条約署各

8. 6「廃兵院条令」〈勅〉,「廃兵院収 

容規則」〈令〉定める.

&16 東京小石川砲兵工廠ストライキ 

（不良品に対する弁償金制度を不満 

として）.

8.18呉海軍工廠で暴動起こる（戦時 

手当の廃止に反対）.

8.一軍人援護資金創設.

7. 2「第3改正日本薬局方」公布（明 

4〇.1.1施行•消毒薬,衛生材料も 

収載）.

11.26南満州鉄道株式会社設立（6. 7設 

立の勅令公布.翌年4.1開業）.

12.25第23回通常帝国議会召集（12. 28 
開院式,翌年3.27閉会）.

9. 3「医師法施行規則」,「歯科医師法 

施行規則」を制定,公布.

> 「医師法施行規則」制定,公布.

9.12 医師法の外国免許に関し勅令を 

公布.

9.2?医師法の外国免許に関する勅令 

により,英国と医師免許に関し相互 

主義を採用.

10. 9綱脇龍妙,山梨県身延に身延深 

敬病院を設立.癩患者を収容.

10.30「公立私立歯科医学校指定規則」 

制定（文部大臣指定の歯科医学校の 

基準を定め,これにより,明43. 2 
私立東京歯科医学専門学校,同年6 
月私立日本歯科医学専門学校が指定 

された）〈文令〉.

11.17「医師会規則」制定（医師団体を 

規制する最初の法令）〈内令〉・

>歯科医師会に医師会規則を適用す 

る件公布〈内令〉・

12. 3「陸軍伝染病予防規則」制定.

12.2? 「毒薬劇薬ノ品目制定」（明25制 

定廃止）（明4〇.1.1施行）.

この年,精神障害者調査実施（総 

数2万4166人,監置患者4658人,仮 

監置116人）.

明治40年

1.15平民新聞発刊・

1.21東京株式相場暴落（日露戦争後 

の恐慌の端緒）.

2.1「公式令」公布（公文式を廃止. 

法令の発布形式を整備）.

2. 4足尾銅山同盟罷業,坑夫暴動化. 

軍隊出動.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

40年横浜市根岸に移転して根岸家庭 

学園と称し 大4年横浜家庭学園と 

なる）.

6.—東京市,労働者のための託児所 

を開設.

〇日露戦争による戦没者の孤児のた 

め,東京浅草に帝国愛育院を設立•

る）.

（国際）ヨーロッパで,労働保護法制定 

を目的とする国際連合,マッチ工業 

における黄燐の使用禁止について 

「ベルリン条約」を締結.

10.13第1回全国聾啞教育大会東京で 

開催.

12•一 救世軍,歳末救済のため慈善募 

金を開始.府下貧民約1000人に慰問 

籠を贈る（明41年,慈善鍋（募金） 

を開始（社会鍋の初め））.

明治40年

（英）ウェッブ夫婦,救貧法行政につき, 

1834年改正救貧法の基本原則の変更 

を提唱（1907年原則:一般的処遇, 

治療的処遇,強制）.

> 「出産告示法」公布（出産後36時
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明治40年(1907)

社会保障一般 衛生。医療

2.22日本社会党,結社を禁止される. 2・ー 廃兵院設立（東京渋谷）. 

〇帝国光明院設立（宮城）.

3.15「樺太庁官制」公布（4.1施行） 3.15「樺太庁医院官制」公布（4.1施 3.19「法律第11号」（後の癩予防法）

〈勅〉.

3.21 小学校令改正公布（明41.4実施. 

義務教育年限4年を6年に延長） 

〈勅〉.

行）〈勅〉. 公布（明41.4.1施行）.

4.1帝国鉄道庁設置. 4.10「官立医学専門学校規程」制定

4.24改正刑法公布（明41.10.1施行. （4年制の医科と3年制の薬科に分

旧刑法廃止.未成年者に対する猥褻 かれ,外国語がドイツ語となる）.

•誘拐•幼者の遺棄に関する規定あ >薬品営業並薬品取扱規則改正（不

り）.

5.1「帝国鉄道庁職員救済組合規則」 

制定（官業共済組合の始まり）.

5.10「官役職工人夫扶助令」公布（官 

役人夫死傷手当規則廃止）〈勅〉.

5.24「病院船ニ関スル条約」公布（明 

39. 3. 28批准）.

正薬品の販売•貯蔵・陳列の禁止, 

指定薬品販売の薬剤師・薬種商以外 

の禁止など）.

6.10日仏協約署名. 6.2別子銅山ストライキ,暴動化. 6.25 海港検疫法改正公布（10.1施行.

6.25片山潜•田添鉄二ら,日本社会 軍隊出動. 病毒に汚染した船舶には消毒の他に

平民党結成（6. 27結社禁止）. 鼠族の駆除を行うこと等）.

7.24第3次日韓協約署名. 7.10 「癩患者ノ救護ニ要スル費用ノ支

7.30第1回日露協約署名.

8.1京城で韓国軍隊の解散式行われ, 

一部軍隊が抵抗し日本軍と交戦（義 

兵事件）.

弁追徴及負担ニ関スル件」公布 

〈勅〉.

7.20「癩予防法ニ関スル件施行規則」 

を定める.

7.22「道府県癩患者療養所設置区域二 

関スル件」公布（全国を5区域に区 

分し,明42年に公立療養所を各区域 

に1カ所設置）.

9.11「日露通商航海条約」公布（7.28 9.13東京歯科医学専門学校,専閃学

調印）.

> 「日露漁業協約」公布（7. 28調印）.

9.12「軍令ニ関スル件」施行・

9.19 「万国郵便条約」公布（5.26批 

准）.

11.1「宮内省官制」公布.

校令により認可.

12.23片山潜,平民協会を組織（12.25 12.1!「何レノ薬局方ニモ記載セサル薬

結社禁止）. 品又ハ製剤取締ニ関スル件」制定

12.25第24回通常帝国議会召集（12. 28
開院式,翌年3. 26閉会）.

〈内令〉.

この年,日露戦争後の経済恐慌起 ——この年,前年公布の医師法に基づ

こる.株式暴落,労働争議激増（特 

に鉱山）,米国で日本人の排斥運動 

起こる（10. 14）.

き各地に医師会設立される.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.16救世軍ブース大将来日（4. 20, 
天皇に謁見）.

4.1?文部省,「師範学校ノ規定改正二 

付注意事項」を通知（各府県師範学 

校附属小学校に心身発育不全児童の 

ための特殊学級の設置を奨励）〈文 

訓〉.

5.28大阪婦人矯風会,大阪婦人ホー

5. - 第1回全国盲啞教育大会,東京

で開催（盲啞教育規程の公布を文部 

省に建議）.

6.19「樺太鉱業令」公布（7.1施行） 

〈勅〉.

6. -「移民保護法施行規則」を定める

（7.1施行）〈外令〉・

5.1帝国鉄道庁現業員救済組合設立.

5. 6「農商務省官制」一部改正（商工 

局に保険事務官2名および事務官補 

4名を置く）〈勅〉.

間以内に所属管区の保健医官への届 

出の義務）.

> 「教育法」（学童保健法）改正（強 

制的な学校身体検査制度を規定）.

〇 「犯罪者保護観察法」制定（非行 

少年刑務所新設）.

（米）ラッセルセイジ財団創設（生活改 

善,社会改良,社会救済事業に基金 

供与）.

> ニューヨーク市ロチェスター地区 

に,隣保事業としての公立学校新設.

> ウィスコンシン州に,「盲人扶助 

制度」制定.

〇 Bureau of Municipal Research 設 

立（福祉等の社会事業の調査を行い, 

その効果を高め改善することを目的 

とする民間組織）.

（仏）社会事業専門学校創設.

（独）シュトラスブルグ市で,いわゆる 

シュトラスブルグ•システム採用 

（貧困者救済のため奉仕者と有給職 

員を併用）.

（スウェーデン）「借家法」制定・

（フィンランド）「売春に対する規制」 

制定（場所の提供者,誘惑者を刑法 

で処罰）.

（デンマーク）失業保険制度（補助的任 

意保険）,「救済基金,失業保険基金 

法」創設.

（国際）ローマ協定により,公衆衛生国 

際事務局のパリ設置決定.

1〇・1「行旅病人及行旅死亡人取扱法」 

を樺太に施行（公布日施行）〈勅〉.

—— この年,内務省,部落の現況を調 

査（部落数5470,戸数13万7000余）.

> 井上彦左衛門,免囚保護事業を国 

庫より支出して経営すべきことを建 

議.政府は「免囚保護事業奨励費規 

程」を定め,民間の保護事業を勧奨.
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明治40・41年（1907・08）

明治41年

2.18移民に関する日米紳士協定成立 

（日本移民制限）.

3.16「酒造税法」,「酒精及酒精含有飲 

料税法」,「麦酒税法」,「石油消費税 

法」各中改正法公布（増税をはか 

る）.

3.28「監獄法」公布（監獄則廃止.在 

監者の衛生•医療を充実）.

4.10日露樺太境界画定書署名.

4.13「水利組合法」公布（水利組合条 

例廃止）.

5. 5米国と仲裁裁判条約を締結.

5.15第10回衆議院議員総選挙（政友 

会187,憲政本党70,大同俱楽部29, 
猶興会29.政友会初の絶対多数）.

6.22赤旗事件起こる（荒畑寒村ら, 

〈無政府共産〉の赤旗を掲げ,逮捕 

される）.

7.14第2次桂太郎内閣成立.

9.29「警察犯処罰令」公布（10.1施行 

売春行為の禁止,医業類似行為者へ 

の罰則,死体の無許可解剖の処罰, 

精神病者の監護等規定）〈内令〉.

10.13「戊申詔書」発布（国民全体に対 

し生活の規範を示す）.

11.30太平洋方面に関する日米交換公 

文（高平•ルート協定）成立・

12. 2「勲章褫奪令」公布〈勅〉.

12.22第25回通常帝国議会召集（12. 25
開院式,翌年3. 24閉会）.

1.10「宮内伝染病予防令」制定〈皇室 

令〉.

1.- 大阪慈善看護婦会設立（貧困家 

庭への看護婦の無料派遣を開始）.

2.27帝国議会に脚気及び伝染病予防 

法に関する質問提出される.

2.28宮内省に宮中衛生会設置〈宮令〉.

4. 2財団法人癌研究会設立・

6.1陸軍省,臨時脚気病調査会設置 

〈勅〉.

6.12 ロー-ルト=コッホ来日.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

> 岩見沢婦人会,虚弱児童を対象に 

児童相談所を設ける.

明治41年

4. 7感化法中改正法公布（道府県の 

感化院設立義務化,国庫補助を規定）.

5.2!内務省地方局長,「済貧恤救ハ, 

隣保相扶ノ情誼ニ依リ互ニ協救セシ 

メ国竇救助ノ濫救矯正方ノ件」を通

&ー 内務省地方局長,「恤救規則二ヨ 

ル救助米代八,府県庁所在地公定相 

場ヲ以テ支給スルモ支障ナキ件」を 

通牒

9.10井上友一らの主唱により,内務 

省地方局主催の感化救済事業講習会 

開催（感化事業に携わる職員の資質 

の向上を図る目的）.

1〇.7中央慈善協会設立（大10. 3中央 

社会事業協会と改称.会長渋澤栄 

一）.

10. 一 監獄協会主催,第1回免囚保護 

事業講習会,東京で開催・

&1大蔵省,専売局現業員共済組合 

設立.

（英）8.1「老齢年金法」公布（1909. 
1.1実施.70歳以上の老人に給付, 

財源は租税）.

12. 21「児童法」制定（犯罪少年の処置 

のための保護観察制度導入）.

一「炭鉱規制法」に8時間労働制規 

定・

（米）5.30軍人を除く連邦公務員に対 

する労働者災害補償制度制定.

5.-  第2日曜日に,母の日始まる 

（1914年,連邦議会で取り上げられ 

正式に制定）.

ー「連邦雇主責任法」制定（鉄道労 

働者に対する業務上傷害に適用）.

〇 最高裁判所,オレゴン州の「工場 

等で1日10時間以上労働することを 

禁止する法律」を合憲と判決（婦人 

労働の保護立法成立に示唆）.

> クリフォード=ビアーズがコネテ 

イカット精神衛生協会を設立.

>ニューヨーク市衛生局に,児童衛 

生課設置（乳児救済キャンペーン開 

始）.

（仏）5. 30アルサス,モゼル両県で, 

地方制度により,市町村は生存の最 

低限の枠内で居宅扶助を行う義務が 

ありと規定.

—「未成年者の売春•放浪禁止の法」 

制定.

（独）「兵士援護法」,「士官恩給法」制 

定.

〇 ベルリン女子社会事業学校設立.

> 婦人労働保護の産前産後8週間休 

養制実施.

（フィンランド）家族賃金制度,小学校 

教育を対象に開始（有子の勤労者に 

割増金加給）.

> 「老齢年金制度」制定（無拠出, 

所得制限付）.

（ニュージーランド）業務上傷害保険制 

度を制定.
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

明治42年

1.9米国で排日運動再燃.

2.11「登極令」,「摂政令丄「立儲令丄 

「皇室成年式令」公布〈皇室令〉.

4. 5 「特許法」,「意匠法」,「商標法」,

3.1!「モルヒネ及びその注射器密輸入 

取締方」を制定.

4.1「癩予防ニ関スル法律」施行（全

「実用新案法」の全面改正法公布. 国5カ所に府県連合立療養所開所）.

4.11日糖疑獄事件の検挙始まる（輸 4.14 「種痘法」制定（明43.1.1施行・

入原料砂糖戻税法案をめぐる贈収賄 新生児の種痘義務化,種痘済否の戸

事件）. 籍への記入等定める）.

5. 6「新聞紙法」公布（新聞紙条例廃 

止.発売頒布禁止の行政処分復活）.

7. 6閣議,韓国併合の方針を決定. 7.1?医師法,歯科医師法改正（カル

7.12「韓国司法及監獄事務委託ニ関ス テの名称を診療簿に改め,広告を取

ル覚書」署名. り締まる）.

8.14近江•美濃大地震.

〇 「病院医院其ノ他診療所治療所ノ 

広告ニ関スル件」制定.

8.14私立日本歯科医学専門学校,専

9. 4間島に関し「日清間協約」等署

門学校令により認可.

9.21 社団法人日本薬剤師会設立・

名・ 9.一 文部省,学生の飲酒取締り.

10.26伊藤博文,訪露の途中ハルビン 

駅において射殺される.

12.22第26回通常帝国議会召集（12. 24 12.- 内務省,補助金を出して6大都 12.28内務省,精神病調査票方式を定

開院式,翌年3. 23閉会）. 市の職業紹介所の新設を奨励. め,明43.1以降,精神病院退院者に

> 政府,工場法案を第26回帝国議会 つき調査の実施を決定.

——この年,生糸の輸出量世界一とな

に提出.夜業禁止条項に反対多く修 

正のため撤回.

この年,脚気予防調査会設立（大

る.綿布の輸出額,輸入額を超える. 14年解散）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

明治42年

2.11私設社会事業に対する内務大臣

（英）5. 20「職業紹介所法」,「最低賃金 

裁定に関する労働委員会法」公布

の奨励金（救済事業奨励費）の交付 （全国職業紹介所および支所設置）.

始まる. -「住宅および都市計画法」制定.

4.1「沖縄県罹災救助基金法」施行 4.1印刷局現業員共済組合設立.

〇 ロンドンで訪問看護制度開始.

>王立救貧委員会,2種の報告提出

（多数派,救貧法の改正存置.少数

〈勅〉. 派,労働法•社会保険等社会政策強

4・7東京盲啞学校とは別に,文部省 化を主唱）.

立東京盲学校開校（東京盲啞学校は,

翌年4.1東京聾啞学校とする）. （米）1.-セオドア=ルーズベルト大

4.23「明治37, 8年戦役ノ為損害ヲ被 統領の招請で,第1回ホワイトハウ
リタル者ノ救恤ニ関スル法律」公布・ ス児童会議開催（連邦政府が初めて

7. 3脇田良吉,京都に白川学園を開 7.1通信官署現業員共済組合設立.

福祉に関与した会議で,「扶養にお 

ける児童の保護」がテーマ）.

一 「全国精神衛生委員会」創設（ク

設（精神薄弱児の救済）. リフォードニビアーズ主催.精神病

7.20岡山孤児院,大阪に愛染保育所 者の保護水準の向上を目的.後に全

を設立. 国精神衛生協会）.

&一大阪市大火.市は中央,救護,

> ピッツバーグ調査実施.

〇社会事業施設協議会（社会福祉協

経理,衛生の4部を急設し軍も応 議会）が初めてミルウォーキー州,

援して救護活動に当たる. ピッツバーグ市に組織.

9.-大阪,曾根崎遊廓の全焼を期に > 妊婦労働者に,初めて有給休暇保

大阪婦人矯風会,青年期成会,遊廓 証.

移転期成会などが移転運動を開始.

大阪府,一歩を進めて,その廃止を （仏）4.15「教育令」公布（自治体の主

告示. 導で,特殊学級,特殊学校を設置）.

12.- 救世軍の慈善鍋（後の社会鍋），

7.15「煙草税法」制定（煙草工業従事 

者の失業に対し,最長2年,最高4 
分の3の賃金支給）.

初めて街頭に置かれる. 一 「妊産婦休暇法」制定.

> 「労働災害に関する法律」の適用 

を商人へ拡大.

（独）8•— 「養児保護に関する法律」を 

公布（里子保護の拡大）.

一女子の10時間労働制規定.

>ドイツ乳児保護協会創設.

（ノルウェー）医療保険（現金給付方式, 

低所得者のみの強制適用）制定.

（オーストリア）俸給労働者の年金保険 

制度制定.

（オーストラリア）7.1 全額国庫補助 

の老齢年金制度発足.

（国際）第1回万国阿片会議,上海で開 

催.
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明治43年(1910)

明治43年

1.7産業組合中央会設立.

3.1中央俱楽部結成（大同俱楽部と 

戊申俱楽部の一部合同,所属50代議 

士）.

3.13立憲国民党結成（憲政本党,又 

新会,無名会など合同）.

3.28「高等官官等俸給令」公布〈勅〉. 

〇 「判任官俸給令」公布〈勅〉.

4.13「外国人ノ 土地所有権ニ関スル法 

律」制定.

5.25「大逆事件」一斉検挙始まる（6. 
1幸徳秋水逮捕）.

6.22内閣に拓殖局設置〈勅〉.

7. 4第2回日露協約署名.

3.16 「郵便官署ヲシテ年金,恩給ノ支 

給等事務ヲ取扱ハシムルノ件」公布 

〈勅〉.

3.28「警部補退隠料放遺族扶助料法」 

公布.

3.12らい患者設立許可域に沖縄県を 

追加（4.1施行）〈内令〉・

3.16「清酒製造又八貯蔵ニ関シ「サリ 

チール酸」使用ノ場合二飲食物防腐 

剤規則ヲ適用セサル件」公布〈内 

令〉.

3.23伝染病予防法,種痘法を樺太に 

施行〈勅〉.

3.26 薬品営業並薬品取扱規則改正 

（官立公立薬学専門学校,文部大臣 

の指定した私立薬学専閃学校卒業の 

者を無試験免許に加える）.

4.21「衛生試験所現業従事判任官及雇 

員ノ勤勉手当ニ関スル件」公布 

〈勅〉.

5. 5「売薬部外品ノ免許手数料等二関 

スル件」公布（道府県の手数料を改 

正する）〈勅〉.

>産婆規則改正公布（内務大臣の指 

定した学校•講習所卒業生は無試験 

で産婆登録が受けられる）〈勅〉.

5.20日本赤十字社条例改正〈勅〉.

> 「道庁府県警察医及警察医員二関 

スル件」公布（明44. 4.1施行）〈勅〉.

7.1薬品営業並薬品取扱規則による 

「私立薬学専閃学校指定規則」を制 

定〈文令〉.

7.14「風俗上取締ヲ要スル稼業ヲ為ス 

者及行政執行法第3条ノ患者ノ治療 

設備ニ関スル件」公布（明44. 4.1施 

行.道府県費をもって娼妓病院を設 

置すべきことを規定）〈勅〉.

8. 8東海,関東,東北地方一帯大水 

害

&22韓国併合に関する日韓条約署名.

&29「韓国併合ノ件」の詔書（韓国を 

朝鮮と改称）.

10.1朝鮮総督府設置〈勅〉.

11.3帝国在郷軍人会発会式を挙行.

11.15帝国農会設立許可.

11.29白瀬中尉,南極探検に出発（開 

南丸）.

12.20第27回通常帝国議会召集（12. 23 
開院式,翌年3. 22閉会）.

10.18農商務省,工場法案の修正案を 

発表（関係団体から意見聴取）.

9.17「癩療養所職員ノ名称待遇及任免 

ニ関スル件」公布〈勅〉・

9.22「癩療養所職員ノ官等等級配当二 

関スル件」公布〈勅〉.

1〇・8 「救恤公債規程」,「救恤金下付に 

関する手続」公布〈蔵令〉.
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社 会 保 険 海 外社 会 福 祉

明治43年

2.-内務省,感化救済事業奨励助成 

金を117団体に計4万円交付.

（米）全国受刑者救助協会創立.

> ミズリー州カンザス市に公共福祉 

事業協会設立.

> ロータリー •クラブ設立.児童及 

び身障者の福祉に貢献.

（仏）4. 5労働者•農民のための養老 

年金保険制度制定（年収3000フラン 

以下の所得者を強制適用.保険料定 

額,労使折半）.

（独）細菌学者エールリッヒ,秦佐八郎 

とともにサルバルサンを製斉IJ.

（スウェーデン）免囚保護事業団体結成.

（オーストラリア）10.14廃疾年金制度 

発足.

（ニュージーランド）「鉱山法」改正 

（金山鉱夫扶助基金設立）•

（国際）8.一 万国社会事業（慈恵救済） 

大会,コペンハーゲンで開催（日本 

から中川望出席）.

12.-内務省主催,第1回感化院長協 

議会東京で開催.
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

明治43・44年（1910・11）

この年,内務省衛生局長,地方長 

官会議において,府県立病院に精神 

病者収容施設の設置を勧奨.

＞精神病者の公費収容,委託監置始 

まる.

＞ サルバルサン輸入される.

＞長崎県,雲仙を県立公園に指定 

（県立公園の初め）.

明治44年

1.18大審院,大逆事件に判決（24人 

死刑.のち12人を無期懲役に減刑.

1.24死刑執行）.

2.21日米修正通商航海条約署名（関 

税自主権の確立）.

2.- 日本白十字会,結核予防の民間 

団体として創設.

3.11 普通選挙法,初めて衆議院を通 

過（貴族院否決）.

3.30「電気事業法」公布.

4. 3日英通商航海条約署各

4. 7市制及び町村制改正法公布（市 

町村を公法人とする等）.

〇 「広告物取締法」公布.

3.29「工場法」公布（わが国最初の労 

働立法.大5. 9.1施行.工場の安全 

衛生,業務災害の扶助を規定,年少 

者女子の労働時間制限）.

3.22帝国議会にて官公立精神病院設 

置に関する建議を可決.

3.29水道条例改正（町村に資力がな 

い場合,市町村以外の企業に布設を 

許可.必要な場合,市町村が強制買 

収できるなど）.

3.31「九州帝国大学官制」公布（京都 

帝国大学福岡医科大学を九州帝国大 

学医科大学とする）〈勅〉.

4.1!「牛疫血清製造所官制」公布 

〈勅〉.

5.10薬品営業並取扱規則を樺太に施 

行〈勅〉.

5.19薬学校通則を廃止（明15年制定） 

〈文令〉.

5.30恩賜財団済生会設立（救療の中 

心機関.施療券を発行し,病院に委 

託診療.山形済生病院,神奈川県立 

病院など順次施療病院等を設立）.

6.1平塚雷鳥ら,青踏社を結成.

6.24日独通商航海条約署名.

7.13第3回日英同盟協約署名（期限 

延長,米国を対象から除く）.

&19日仏通商関係ニ関スル暫定協約 

署名.

&21警視庁,特別高等課を設置・

8.30第2次西園寺公望内閣成立.

10.25片山潜ら,社会党組織（2日後結

7.2! パラチフスを指定伝染病に指定 

（8.1施行）〈内令〉・

8.14「按摩術営業取締規則」,「鉞術, 

灸術営業取締規則」制定（明45.1.1 
施行・按摩,はり,きゅうに関する 

中央法制確立）〈内令〉.

9. 5 鈴木梅四郎・加藤時次郎,東京 

京橋木挽町の加藤病院内で実費診療 

所開設.

10. 3 「何レノ薬局方ニモ記載セサル薬
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

明治44年

2.1!施薬救療に関する勅語発せられ 

る.天皇,桂総理大臣を召し,貧民 

済生の道を広める資として御内帑金 

150万円を下賜（5. 30恩賜財団済生 

会設置の源）.

3.23「府県災害土木費国庫補助ニ関ス 

ル法律」公布・

10.10清国に辛亥革命起こる.

（英）12.16「国民保険法」公布（家庭医 

制度創設,医師の報酬人頭式,医療 

給付,疾病給付,失業給付）.

（米）4. ー ミズリー州で,貧困児童救 

済のための「母子年金」,オハイオ 

州では母子保護を規定した最初の州 

法「母子援助法」を制定.イリノイ 

州では「両親基金法」制定.

— ウィスコンシン州,「労働災害補 

償法」制定.

Aアメリカ家族福祉（家庭サービス） 

協会結成.

〇全国セツルメント連合会結成.

（独）12.20家内労働者の「最低賃金法」 

制定.

-「ライヒ保険法」制定（社会保険 

に関する総合的統一法典）.

7. 8公娼廃止運動団体廓清会発会式 

（江原素六,島田三郎,安部磯雄ら. 

会長に島田三郎）.

10.26 6月に創立した大阪毎日新聞社
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

明治44・45年二大正1年（1911-12）

社禁止）.

12.23第28回通常帝国議会召集（12. 27
開院式,翌年3. 25閉会）.

明治45年=大正1年

3.1山陰本線開通

5.15第11回衆議院議員総選挙（政友 

会211,国民党95,中央俱楽部31）.

7. 6第5回オリンピック（ストック 

ホルム）に日本初参加.

7. 8第3回日露協約署名.

7.30明治天皇崩御.皇太子嘉仁親王 

践祚.大正と改元.

8.2!第29回臨時帝国議会召集（8.23 
開院式,8. 25閉会）.

9. 4「休日に関する件」公布.

9.13明治天皇の大葬の儀を東京青山 

で挙行・

12. 2陸相上原勇作,朝鮮における2 
個師団増設案を閣議で否決され,単

品又ハ製剤取締ニ関スル件」公布 

〈内令〉・

11.15東京市,浅草•芝職業紹介所設 

置（公設職業紹介所の始まり）.

12.31 東京市電ストライキ（旧東京鉄 

道会社の解雇手当分配金を不満とし 

て,片山潜指灣.〜明45.1.1）.

6.1財団法人大阪職業紹介所,事業 

開始.

8.1 鈴木文治ら,友愛会創立（日本 

労働総同盟の前身）.

12.14「按摩術鉞術又八灸術学校若ハ同 

講習所ノ指定標準ノ件」制定.

1.23ヘーグ阿片条約署名（大9.1.11 
公布）.

2.23 帝国議会,日光を帝国公園とす 

る請願採択.

3.14私立東京女子医学専門学校,専 

門学校令により認可.

3.19警視庁,各府県に警察医を置く 

（東京警視庁では赛察委員と称した）.

4.30「防疫職員官制」公布（内務省に 

防疫官,防疫官補を置き,必要に応 

じ府県に機動的に定員を配置）.

5.10 「毒物劇物営業取締規則」制定 

（毒物および劇物を医薬品から切り 

離して,独自の法令により取り締ま 

ることとした最初の基本法令）.

5.28飲食物取締法に基づき,「メチー 

ルアルコホル（木精）取締規則」制 

定〈内令〉・

6.18内務省,「私立産婆学校,産婆講 

習所指定規則」制定（修業年限2年 

以上とし,5回以上の臨産実験を課 

すなど規定）〈内令〉・

7.11 私立日本医学専門学校,専閃学 

校令により認可.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

の慈善病院,貧民施療を開始.

11.- 内務省主催,育児事業経営者協 

議会,東京で開催.

明治45年=大正1年

1.- 大阪大火で難波新地はほとんど 

全焼これを機会として同遊廓の廃 

止運動が起こる（2月同遊廓の廃止 

が決定）.

3.15福岡誠,衆議院の委員会に養老 

法案を提出（不成立）.

4.!海軍造船造兵事業現業員共済組 

合設立.

11・7全国細民部落協議会開催（〜11. 
8・和歌山県代表岡本弥,内務大臣 

平田東助に要望書提出）.

11.-宮崎県南那珂郡細田村,村営質 

庫創設（半農半漁の村民の窮状救済, 

公益質屋の始まり）.

〇救護会大阪支部,大阪保育院を開設.

1.1中華民国南京臨時政府樹立.孫 

文臨時大総統に就任（3.10袁世凱 

に交替）.

2.12清国の宣統帝退位（清朝滅亡）.

（英）国際赤十字委員会,フローレンス 

=ナイチンゲール章を制定（1年お 

きに戦時,平時の看護につくした看 

護婦に授与）.

A ロンドンで国際煤煙防止展覧会開 

く.

（米）マサチューセッツ州,最低賃金制 

度制定.

> 慈善組織協会（COS）全米連盟 

が全米家族福祉協会連盟となる.

〇連邦政府児童局設置.

> 公衆衛生および船員病院庁の責務 

が水汚染の研究にも拡大されるとと 

もに公衆衛生庁と改称.

（仏）12. 31 労働法典に,年少者および 

女子の労働に対する特別保護規定を 

挿入.

-「児童裁判所設置法」制定.

（伊）「出産保険制度」制定.

（スウェーデン）「労働者保護法」改正.

（オーストラリア）10.10出産手当制度 

創設.

（国際）第7回国際労働立法協会総会, 

最低賃金の立法に関する決議を行う.
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背 景 社会保障一般 衛生・医療

大正1・2年（1912・13）

独で辞表を提出（12. 5西園寺内閣 

総辞職）.

12.19憲政擁護大会開催（増師団反対 

護憲運動始まる.第1次護憲運動）.

12.2!第3次桂太郎内閣成立.

12.24第30回通常帝国議会召集（12. 27
開院式,翌年3. 26閉会）.

大正2年

2.10護憲運動の群衆騒乱,東京市内 

で交番•政府系新聞社焼打事件起こ 

る（以後各地に騒動波及.桂首相, 

内閣総辞職を決意）.

2.20山本権兵衛内閣成立.

2.24政友俱楽部結成（尾崎行雄ほか 

政友会脱党議員ら）.

4. 8非常特別税法廃止（非常特別税 

を所得税に合併し減額.日露戦争後 

の税制整理）.

6.13山本内閣行政整理発表.

> 陸・海軍省官制改正公布（大臣・ 

次官の任命資格から,現役の制限を 

除く）〈勅〉.

8.1文官任用令改正公布（自由任用 

の範囲を拡大）〈勅〉.

2.1!日本結核予防協会創設・

3.1?「軍人傷痍記章条例」公布〈勅〉.

6.13警視庁官制改正,第3部を衛生 

部と改称〈勅〉.

4. 9 「臨時医術開業試験規程」制定 

〈文令〉.

5.14内務省,「屠畜検査心得」制定 

（獣肉の食用適否の判定基準）〈内 

訓I〉.

6.13横浜衛生試験所を東京衛生試験 

所に合併〈勅〉・

> 防疫職員官制改正公布・施行・ 

（伝染病情報の収集と報告のため海 

外に駐在防疫官を設置）〈勅〉.

9.19「医師試験規則」制定（大3.10.1 
施行.医術開業試験規則廃止）〈文 

令〉.

> 「歯科医師試験規則」制定,公布 

（大10.10.1施行）〈文令〉.

〇 「薬剤師試験規則」制定（明22年 

薬剤師試験規則廃止）〈文令〉・

1〇.5満蒙5鉄道の敷設権を獲得.

10. 6日本政府,中華民国を承認（支 

那共和国と呼ぶことに決定）.

12.23立憲同志会結党（総裁加藤高明）.

12.24中正会結成（尾崎行雄らの政友 

俱楽部,花井卓蔵らの亦楽会合同）.

[> 第31回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

—— この年,東北・北海道大凶作

12.- ベスト菌検査法指針を定める.

—— この年,宮入慶之助•鈴木稔によ 

って,広島県深安郡片山の地で日本 

住血吸虫病の中間宿主が発見された. 

この発見でその感染のメカニズムが 

明らかにされ,その貝が宮入貝と命 

名された.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

大正2年

4.-東京市,幼年保護所（児童一時 

保護所）を設立.

6. 丸山千代を主任として,桜楓会

の幼児保育所,東京小石川久堅町に 

開設.

—— この年 福井県下に民間の司法保 

護委員が設置される.

（英）3. 7「労働組合法」制定.

-「精神薄弱者法」制定.

> 貧困法令により,3歳〜16歳の児 

童を6週間以上,貧困者収容所に留 

めることを禁止.

（米）ニューヨーク州,「公衆衛生法」 

を制定（衛生局の機能を強化）.

>クリーブランド慈善博愛事業連盟, 

社会事業に対する寄付の片寄り無駄 

をなくすための財政組織を設立. 

徐々に他都市に広まる.

〇連邦政府,産前産後の女子の休暇 

に関する施行細則を規定（妊産婦を 

危険な仕事から解放）.

（仏）6.1?「妊婦扶助法」を公布（妊婦 

は予告期間なしでも労働をやめるこ 

とができる）.

7.14多子家族の3歳以上の子供に日5 
フラン給与・

（独）医師組合と疾病保険基金間に,保 

険診療での基金の権限につき協定成 

立（ベルリン協定）.

（スウェーデン）「飲酒中毒者取締法」 

制定.

>老人ホーム制度実施.

> 老齢者と廃疾者のための社会保険 

制度「拠出制年金保険法」制定（1946 
年平準年金に,1959年に補助的比例 

年金を加える）.

（オランダ）6. 5年金保険制度実施 

（雇用労働者の廃疾,老齢,障害, 

遺族給付年金など）.

（ベルギー）ブリュッセルで,第1回国 

際児童保護会議開催.「児童の権利 

宣言」を採択.
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社会保障一般 衛生。医療

大正3年（1914）

背 景

大正3年

1.12桜島大噴火（大隅半島と陸続き 

になる）.

1.23 シーメンス事件起こる（ドイツ 

のシーメンス会社より海軍高官に贈 

賄）.

2. 5憲政擁護大会開催.

4.16第2次大隈重信内閣成立.

5. 4第32回臨時議会召集（5. 5開院式,

5. 7閉会）.

3.26「輸出入植物取締法」公布（11.1 
施行）.

3.31「売薬法」公布（10.1施行・売 

薬規則廃止.売薬の無効無害主義か 

ら有効無害主義へ転換）.

> 「肺結核療養所ノ設置及国庫補助 

ニ関スル法律」公布（大4.4.1施行）.

3. - 日本連合医師会創立総会開催

（東京）.

4. 4 医師法改正（この年限りの医術 

開業試験を2年延長）.

5.28 「鉄道院職員ノ療養ニ関スル件」 

公布（6.1施行.公傷病に対する扱 

いを職員救済組合の事業から除外し 

政府直接の負担とする.業務上災害 

に関する事業主賠償責任の確立） 

〈勅〉.

6.20第33回臨時帝国議会召集（6.22 
開院式,6. 28閉会）.

8.23ドイツに対し宣戦布告（第1次 

世界大戦に参加）.

9. 3第34回臨時帝国議会召集（9. 4開 

院式,9. 9閉会）.

10.14日本海軍,赤道以北のドイツ領

南洋群島を占領.

11.7日本軍,青島占領.

12. 5第35回通常帝国議会召集（12. 7 
開院式.12.25衆議院,2個師団増 

設費否決,解散）.

8.2? 「戦時中医薬品ヲ輸出セントスル 

者ノ内務大臣ノ許可ヲ受クベキ件」 

制定く内令〉.

8.- ドイツ国,医薬品の国外流失を 

禁止.このため,輸入医薬品高騰.

9.25 「輸出又八移出スル売薬ノ取締ニ 

関スル件」公布〈勅〉.

10.14伝染病研究所,内務省より文部 

省に移管（北里柴三郎所長に無断で 

閣議決定,所長以下総辞職.新たに 

12.11北里研究所設立）〈勅〉.

10.- 東京,大阪両衛生試験所に,臨 

時製薬部を設置（欧州戦乱による医 

薬品の輸入途絶に対処し,製薬法の 

研究,指導に当たる）.

12. 4臨時薬業調査委員会設置（医薬 

品の需給調節,製薬業の奨励発達な 

どの研究が目的）.

12.24 「酒清ノ製造又八貯蔵ニ関シ「サ 

リチール酸」ヲ使用スル場合及之ヲ 

使用シタル清酒ヲ販売陳列又八貯 

蔵丄

12.- 日本トラホーム予防協会設立.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

大正3年

2.20「行政庁ヲシテ委嘱ニョリ恩賜財 

団済生会ノ事務ヲ施行セシムルノ 

件」を公布〈勅〉.

A 「災害地地租免除法」公布（4.1施 

行）.

7.28第1次世界大戦起こる（オース 

トリア,セルビアに宣戦布告）.

（英）精神薄弱者ケア全国協会結成・

（米）「クレイトン反トラスト法」制定.

（仏）2. 25鉱夫のための強制保険制度 

（疾病および廃疾,遺族年金保険） 

創設.

一「失業者扶助法」制定.

>訪問看護婦協会設立.

（独）全国職業紹介センターを設置（全 

国の統一的な職業紹介組織の前身）.

> 戦時福祉対策として,出征家族, 

戦傷病者,戦没者遺族,戦時捕虜, 

亡命者,戦争による失業者に対する 

特別扶助を規定.

5.13全国仏教徒社会事業大会,東京 

で開催.

6. 7帝国公道会創立（発起人大江卓）.

&24留岡幸助,北海道紋別郡社名淵 

に私立北海道家庭学校を創設（感化 

事業,東京家庭学校の分身）.
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冃 尿 社会保障一般 衛生 •医療

大正 3 • 4 年(1914 •15)

この年,佐伯矩,私立栄養研究所 

を設立.

＞発疹チフス,ペスト流行.

大正4年

1.18 政府,中国に21カ条の要求を提 

出.

1.25「米価調節令」公布（蔵相の米価 

低落防止のための米の買入,売渡を 

規定）〈勅〉.

3.25第12回衆議院議員総選挙（同志 

会153,政友会108,中正会33,国民 

党27,大隈伯後援会12,無所属48）.

1.3「医師,歯科医師,薬剤師取締規 

則」を発す.

4. 8文部省,「公立小学校教員疾病療 

治料給与に関する準則」を制定（児 

童の衛生上とくに考慮を要する疾病 

（とくに肺結核）のため休職または 

退職を命ぜられた教員に,一定の治 

療費を支給）〈文令〉・

5.17第36回特別帝国議会召集（5.20
開院式,6. 9閉会）.

5.25 21カ条の日華条約署名.

6.21「無線電信法」公布.

8.18第1回全国中等学校野球大会開 

催•

6.2!「染料医薬品製造奨励法」公布 

（輸入途絶対策として,染料医薬品 

製造会社,10年間利益配当保証を供 

与）.

6.28「肺結核療養所国庫補助等ニ関ス 

ル件」公布.

6.30内務省,「看護婦規則」を制定 

（看護婦に関する全国統一的法規） 

〈内令〉.

7.14 東北帝国大学に医科大学設置 

〈勅〉.

7.19「清酒防腐剤又八其ノ原料ノ買入 

等ニ関スル随意契約ノ件」公布 

〈勅〉.

7.20内務省,東京•大阪•神戸3市 

に市立療養所の設置を命令（大6. 3. 
31まで）〈内告〉.

8.28内務省,「私立看護婦学校養成所 

指定標準」を制定.

9.14「伝染病研究所痘苗血清類販売規 

貝IJ」制定（旧売捌規則廃止）.

10.19 英仏露のロンドン宣言（単独不 

講和）に加入（11.30,日仏英伊露 

5カ国単独不講和宣言署名）.

11.10天皇即位の大礼.

11.29第37回通常帝国議会召集（12.1 
開院式,翌年2. 28閉会）.

12. 4東京株式市場大暴騰（いわゆる 

“大戦景気”の始まり.この頃より鉄
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

大正4年

3.-大阪に東盲人保護会設立（盲人 

に対して鉞按術師の受験資格を得し 

むる教育,盲人家庭の保護などを行 

う）•

（英）最初の「家賃統制法」制定.

（米）アラスカ州,「養老保険法」制定.

[> バルチモア市で,アメリカ児童福 

祉連盟結成.

（仏）7.10家内労働者の最低賃金法実 

施.

（ノルウェー）「妊産婦補助金制」制定 

（貧困世帯の母親を対象）.

（デンマーク）従来加入を認められなか 

った高額所得階級を任意制疾病保険 

に包括する基金を設立.

6.21「無尽業法」公布.
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大正4・5年（1915・16）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

成金•船成金が続出）.

この年,内務省,寄生虫病予防に 

対し,改良便所等予防に関する研究 

開始（昭7年終了）.

> 大戦のため外国医薬品輸人杜絶し, 

その結果不良医薬品跋扈す.

大正5年

1.12大隈総理大臣狙撃事件. 1.22工場監督官を設置（工場法施行 

に備え,8道府県の警察部に設置） 

〈勅〉.

3.10癩療撞所長に懲戒検束権を付与.

3.31「薬品又八其原料品ノ買入又八売 

渡ニ関スル随意契約ノ件」公布 

〈勅〉.

4.25「経済調査会官制」公布. 4.1 伝染病研究所を東京帝国大学に 

附置す（衛生行政に関する部分のみ, 

内務大臣の監督を受ける）〈勅〉.

4.13警視庁,「売薬部外品営業取締規 

貝IJ」を公布（強壮剤や毛生え薬など 

を規制）.

6.15文部省官制改正（学校衛生官を 

置く）〈勅〉.

6.28「保健衛生調査会官制」公布（会 

長内務次官）〈勅〉.

7. 3第4回日露協約署各 7.27 横浜にコレラ侵入,大流行（こ 

の年患者1万371人,死者7482人）.

8.26職工組合期成同志会結成（西尾 8. 3農商務省,「鉱夫労役扶助規則」

末廣ら）. を公布（年少者•女子の労働時間制 

限,らい•結核•精神病患者等およ 

び産後女子の就業禁止）〈省令〉.

9.1「工場法」施行（職工15人以上の 9. 9歯科医師法改正（医師の歯科医

工場で,12歳未満者の就業禁止.15 業等は内務大臣の許可がなければ禁

歳未満者と女子の12時間以上の労働 止.「医師ノ歯科専門標榜其ノ他許

禁止.職工の業務上傷病の工場主負 可ニ関スル件」〈内令〉制定）•

10. 9寺内正毅内閣成立.

10.10憲政会結成（立憲同志会,中正 

会,公友俱楽部合同.総裁加藤高 

明）.

担）. 9.22 「医師試験委員官制」,「歯科医師 

試験委員官制」公布〈勅〉・

11.10大日本医師会創立総会（東京. 

会長北里柴三郎）.

11.1!文部省に学校衛生会を設置（文 

部大臣の諮問調査機関）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

この年,キリスト教伝道社会事業 

大会開く.

大正5年

2. 8岩崎佐一,大阪で桃花塾を開設 

（精神薄弱児の救済）•

5. 8警視庁,私娼取締規則を改正強 

化・

5.18大正天皇,地方長官会議に際し 

笠井信一岡山県知事に対し,同県下 

の貧民状況について御下問.

3.28鉄道院職員救済組合,「職員救済 

組合医療規定」制定（私傷病に対す 

る疾病給付開始）.

7.10「簡易生命保険法」公布.

（米）フィラデルフィア市,警察官と消 

防官の退職給付制度創設.

〇最初の専門医認定委員会,眼科医 

認定委員会設立.

〇 カリフォルニア州ブレスノ ー郡, 

郡救助•職業委員会設置（7人の委 

員と若干の有給吏員で,郡一帯の公 

共福祉事業を吸収,運営）.

A 「州を越えて流通する商品に関す 

る児童の労働を禁止する連邦法」成 

立（2年後に違憲判決）.

> キワニスクラブ設立（社会的経済 

的に恵まれない子どもの福祉に貢 

献）.

（仏）「結核無料診療所設置法」制定 

（一定の結核死亡率を上回る県に対 

し,結核対策センターの設置を義務 

化）.

（独）公的職業紹介制度を創設.1918年, 

さらに拡大.

〇 年金受給開始の年齢を70歳から65 
歳に改正.

（スウェーデン）住宅生活協同組合（H- 
SB）創設.

（オランダ）失業保険（任意制度）,社 

会扶助制度を制定.

1095



大正5・6年（1916・17）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

12.25第38回通常帝国議会召集（12. 27 
開院式,翌年1.25解散）.

—— この年,貿易収支大幅な黒字とな 

る.

大正6年

1.20西原借款開始（中国の段祺瑞政 

権に資金を貸与し,日本権益確保を 

図る）.

3.10日本工業俱楽部設立.

4. 5「請願令」公布〈勅〉.

4.20第13回衆議院議員総選挙（政友 

会165,憲政会121,国民党35,無所 

属 60）.

5. 2「貯蓄奨励ノ件」訓示

5.1!日米協会創立・

6. 6「臨時外交調査委員会官制」公布 

,施行•

6.2!第39回特別帝国議会召集（6.23 
開院式,7.14閉会）.

7.25「製鉄業奨励法」公布.

7.3!「拓殖局官制」公布•施行（内閣 

に設置）〈勅〉.

9.1農商務省,「暴利ヲ目的トスル売 

買ノ取締ニ関スル件」を定める（米 

・鉄•石炭•紙・薬品等生活必需品 

の売惜み,買占めを戒告）〈農令〉.

9.12金輸出禁止（事実上の金本位制 

の停止）.

10.12米国の輸出入制限により株式市 

場大暴落（10.15,10. 24にも暴落）.

11.2中国に関する日米共同宣言（石 

井・ランシング協定.11.7公表・ 

中国の独立,閃戸開放,機会均等の 

尊重）.

12.25第40回通常帝国議会召集（12. 27 
開院式,翌年3. 26閉会）.

この年,会社の新設•増資盛ん. 

貿易収支未曽有の黒字となる.

3.14室蘭日本製鉄所3000人,貸上げ 

ストライキ（友愛会が初計画）.

6.18三菱長崎造船所賃上げストライ 

キ.

8.25地方局に救護課新設.

——この年,賃上げ要求等のストライ 

キ増加（398件）.

3.24 精神病者監護法を樺太に施行 

〈勅〉.

4. - 衛生局に薬用植物栽培試験なら

びに指導に従事する職員を配置.埼 

玉県粕壁町に薬用植物試験所設置 

（医薬品の国内自給策）.

〇 京都,横浜,名古屋に結核療養所 

の設置を命令.

5. -大阪に最初の公立結核療養所,

市立刀根山療養所設立（以後,大9.
5,東京市立結核療養所はじめ各都 

市に設立）.

6.30保健衛生調査会,精神病者の全 

国調査を実施（調査結果,患者6万 

4941人,人口 1000人対1.18人）.

7.26産婆規則改正公布（外国の学校 

修了者等に無試験免許の範囲拡大）.

8.14阿片法施行規則改正.「製薬用阿 

片売下ニ関スル件」を公布.

8.27 「伝染病研究所検査規定」制定 

〈文令〉.

—— この年,医師免許に関しメキシコ 

と相互主義を採用.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

大正6年

5.12岡山県で,「済世顧問設置規程」 

公布.

7.20「軍事救護法」公布（大7.1.1 
施行.下士卒家族救助令廃止.8.25, 
このため臨時職員増置）.

8.20 「国立感化院令」公布・施行 

〈勅〉.

10.30「軍事救護法施行令」公布（法の 

施行日施行）〈勅〉.

7.17「簡易生命保険積立金運用規則」 

公布・施行〈勅〉・

9.11「臨時保険局官制」公布・施行 

（大9. 8. 28廃止）〈勅〉.

3.12露国,2月革命.

4. 6米国,第1次世界大戦に参戦.

11・7ソビエト政府成立（露国10月革 

命）.

（英）労働省設置.

> 「穀物生活法」により,農業労働 

者の最低賃金制定.

（米）炭坑に8時間労働制を布く.

> 連邦で,初めて職業教育のための 

州に対する補助規定（「スミス•ヒ 

ューズ法」）制定.

>連邦政府,「軍人および海船員保 

険法」制定（軍人家族のための扶助, 

医療費割引,社会復帰,業務上の傷 

害,死亡給付などを規定）.

> 全国慈善感化事業会議を全国社会 

事業会議と改称.

> 「読み書き能力法」により移民を 

制限し,労働条件改善を図る.

> ライオンズクラブ設立.盲人福祉 

に活躍.

>全国ソーシャルワーカー連絡会発 

足.

（仏）8. 5妊産婦の労働条件につき保 

護法を公布（母親の事業所内におけ 

る1時間以内の授乳,100人以上の 

女子を使う事業所での授乳室設置. 

衛生監督などを規定）.

-婦人労働福祉司養成所設置（軍人 

工場で働く婦人のため）.

〇 憲法付属法に,危険,不衛生,近 

隣妨害の建造物等に関する件を規定・

（独）翌年にかけて8時間労働制を規定, 

実施.

> ドイツ・ユダヤ中央福祉協会創立.

（伊）7.26摂政令により慈善団体の結 

核療養施設の建設のため国家が利子 

を負担することを規定.

>農業災害補償保険,強制保険化.

（ソ連）1.29命令により,1日の労働
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大正6・7年（1917・18）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

大正7年

1.18「高等試験令」（3.1施行.文官高 

等試験を行政・外交・司法の3科と 

する）,「普通試験令」を公布〈勅〉.

3.23「戦時利得税法」公布・

3.2？「市町村義務教育費国庫負担法」 

公布（小学校教員の俸給の一部を国 

庫負担）.

4.1？「軍需工業動員法」公布（軍需工 

業に対する政府の保護•奨励•監 

督）.

> 「共通法」公布（内地,朝鮮,台 

湾および関東州の法の一体的運用を 

図る）.

6.25「救済事業調査会官制一公布（大

10.1,社会事業調査会と改称）〈勅〉.

6. - 東京府産婆看護婦会,巡回産婆

事業を開始.

7. - 内務省,農村衛生調査に着手.

8. 2シベリア出兵宣言.

8. 3米価暴騰し,富山県下に米騒動 

起こる（以後全国に波及.10.26以 

後終息）.

8.16「穀類収用令」公布（米穀類の強 

制買収を規定.発動されず）〈勅〉.

9.19「褒章条例」改正（紺綬褒章増 

設）公布.

9.26「国勢調査施行令」公布く勅〉.

9.29原敬内閣成立（陸•海•外3相 

以外の全閣僚を政友会員で占める最 

初の本格的政党内閣）.

10.25「医薬品輸入取締ニ関スル件」公 

布（キニーネ関係など輸入許可制と 

なる.大8.10.18廃止）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

大正7年

2. 7国立感化院の名称を武蔵野学院 

と定める〈内告〉.

3.16吉野作造ら,東京本所区太平町 

に救療施設賛育会を設立.

3.29「罹災者救助基金法」改正（4.1 
施行.基金最小額50万円等を定め 

る）.

5.-東京府慈善協会,救済委員制度 

を設置（6.13第1回救済委員協議 

会開く）.

6.1大阪府に救済課設置（府県にお 

ける社会事業主管課の初め）.

10. 7大阪府知事林市蔵により方面委 

員制度公布（小河滋次郎の指導によ 

り,ドイツのエルベフェルト制に範 

をとり,市井に方面委員を置き,庶 

民の生活調査•救済に当たる）•

時間を8時間に短縮.

7. 25革命により,社会保険改正法公 

布（以下8. 8「婦人•年少者深夜業 

制限規程」,8.19「職業紹介所法」 

公布）.

11.14企業の全医療施設を病院金庫に 

無償で移管.

11.18 「ソビエト廃疾保険法」公布・

12.11全額国庫負担による「失業保険 

法」制定.

12. 22無料の「医療保険法」公布.

11.9ドイツ革命（皇帝退位,共和国 

宣言）.

11.11 ドイツ,連合国と休戦協定調E卩 

（第1次世界大戦終わる）.

（英）2. 一「離職者救与制度」実施（復 

興期における失業に対処する一時的 

措置）.

-「最低賃金裁定に関する労働委員 

会法」改正（最低賃金制の適用範囲 

を拡大）.

> 「復員失業者特別救済制度」制定.

> 「教育法」（フィッシャー法）公布 

（満14歳までの就学義務制と無償制, 

上級学校の奨学金制度,昼間補習学 

校制度などを規定）.

> 「母性および乳児保護法」制定 

（戦時中の工場で働く婦人の増加に 

対処）.

（米）「職業復帰法」公布（戦傷者の職 

業再訓練と職業あつ旋の費用を連邦 

政府から支出することを規定）•

> アメリカ医療ソーシャルワーカー 

協会（AAMSW）設立.

〇アメリカ共同募金協議会（CCC） 
創立（戦争募金運動の高まり）.

〇 ニューヨーク州の特別立法により 

教員保険年金協会設立（定額の年金 

給付を行う）.

> カトリック司祭フラナガン神父, 

オマハ近郊に少年の町建設（収容少 

年に運営をまかせる）.

（独）11.13「失業者扶助令」制定（大戦 

後の施策の1つ）.

11.23復員庁の動員解除令により「8 
時間労働制」を一部実施.

一 「プロシア女子社会事業従事者検
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12. 6「大学令」公布（4.1施行.大学 

制度の全面的改革.分科大学制を廃 

し学部制採用.新たに公私立大学, 

単科大学を認める）〈勅〉.

〇 「高等学校令」公布（大8. 4.1施 

行）〈勅〉.

12.23吉野作造ら,思想団体黎明会結 

成.

12.25第41回通常帝国議会召集（12. 27 
開院式,翌年3・26閉会）.

12.-赤松克磨ら,思想団体新人会結 

成.

この年,貿易収支,大幅な黒字と 

なる.

A 大戦休戦により諸物価・株価暴落 

（反動不況）.

11.21「傭人扶助令」公布（大8.1.1実 

施.官役職工人夫扶助令廃止,業務 

上災害の補償を規定）〈勅〉.

12.10内務大臣,救済事業調査会に失 

業保護に関する施設を諮問.

12.11「皇宮警手恩給令」,「皇宮鳖手恩 

給令施行規則」公布（恩給は退隠料, 

退職手当金,扶助料,療治料,休養 

手当金,弔祭料の6種）.

この年,保健衛生調査会,疾病保 

険制度の調査,国立栄養研究所の設 

置を建議.

>逓信省簡易保険局嘱託医制度（被 

保険者に対する軽費診療）採用,こ 

れに対し各府県页師会は業権侵害と 

して紛糾.

>回春病院に癩研究所設立.

> スペイン風邪大流行（翌年にかけ 

全国の死者11万1810人）.

大正8年

2. 9河野廣中ら,東京に普通選挙期 

成大会開催（普選運動各地に拡大）.

4. 5「都市計画法」公布.

> 「開墾助成法」公布（6.1施行）.

4.10「史蹟名勝天然記念物保存法」公 

布.

4.11「道路法」公布.

4. 内務省,救済事業調査会の答申 

を受け,官民共同協議会の設置•地 

方の職業紹介所創設・無料宿泊所の 

設置•帰農奨励対策を道府県に通牒.

5. 7講和会議で,旧ドイツ領の赤道 

以北南洋群島の統治を日本に委任と 

決定.

5.23衆議院議員選挙法改正公布（3

3. 3救済事業調査会,失業保護に関 

する施設要綱について答申.

3.2? 「結核予防法」公布（11.1施行・ 

肺結核予防に関する件,肺結核療養 

所設置及び国庫負担の件などを統合.

-般的な結核予防法制を整備）.

> 「トラホーム予防法」公布（9.1 
施行.医師らの患者への予防法の指 

示義務,接客業態者の検診規定）.

> 「精神病院法」公布（&10施行. 

精神病院建設に6分の1〜2分の1 
の国庫補助,市町村長の患者の収容 

•保護措置を規定）.

4.10阿片法改正（あへんの輸出入の 

禁止,医薬用あへんの売渡に係る行 

政官庁の証明制度など）.

4.11医師法改正（道府県郡市区医師 

会の強制設立等に関する規定を置 

く）.

4. 慶応義塾,医学科創設.

5. 5赤十字社連盟創立（日•英•米

・仏・伊の赤十字社が発起人）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

12.28「国立感化院規則」制定〈内令〉.

定制度」実施.

（スウェーデン）「労働保護法」制定.

> 救貧法改正（精神病者・身体障害 

者の分類収容,居宅保護の拡大）.

（ソ連）10.3!「勤労社会保障規則」を全 

額国庫負担の社会保障制度に転換す 

る法律公布（すべての勤労者包含）.

（ニュージーランド）伝染病手当制度制 

定（インフルエンザ流行に対処）.

-この年,東京市賛育会が乳児院を 

設立.

大正8年

2. 9倉敷紡績社長大原孫三郎,大阪 

に大原社会問題研究所創設（労働科 

学研究所も設立）.

3.22埼玉県,浦和に国立武蔵野学院 

開校（教護施設として,男子の特に 

不良性行のものを収容.なお,社会 

事業職員養成所も併設）.

3.25北海道旧土人保護法改正公布 

（医療扶助の対象を「疾病」から, 

「傷病,疾病」に拡張し医療扶助の 

方法に「救療」を追加）.

4.- 「公益住宅法」公布（第1次大戦 

後の住宅不足を緩和するため,公益 

住宅を建設）.

4.1陸軍作業庁現業員共済組合設立.

5.13内務省,国立感化院に感化救済 

事業職員養成所の設置を告示（感化 

事業に携わる職員の資質の向上を図 

る目的.大9. 4. 27,社会事業職員

1.18パリ講和会議開催（〜6.2&全 

権委員,西園寺公望ら）.

3.1 朝鮮独立運動（万歳事件）起こ 

る.

3. 2 共産主義インターナショナル 

（コミンテルン）創立大会.

5. 4北京で山東問題に抗議する反日 

運動（いわゆる5. 4運動）発生・

（英）炭坑夫の7時間労働制を規定.

> 保健省設置（救貧事業も併合）.

〇イングランドで,「看護婦登録法」 

実施

（米）「禁酒法」公布.翌1920年施行.

>第2回ホワイトハウス児童会議開 

催（「特別要保護児童の保護」,「労 

働する児童の保護」,「母子保護」な 

どの最低基準の設定を決議）.

>社会事業専閃教育組織設立.

（仏）2. 2! 最初の「団体協約法」が制 

定される.

4. 23法律により1週48時間1日8時

間労働制を全商業施設（農業•家内
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

円以上の納税者に選挙権,小選挙区 

制）.

5.28「国勢調査施行規則」制定.

6.28対独講和条約署名（ベルサイユ 6.25「阿片法施行規則」公布.

講和条約）.国際連盟,国際労働機 

関（ILO）国際司法裁判所等に加盟.

7. 9「臨時財政経済調査会官制」公布 

・施行（臨時国民経済調査会官制は 

廃止）.

8.1 大川周明•北一輝ら,国家主義 8.30友愛会,大日本労働総同盟友愛 8.29 「学校伝染病予防規程」制定

団体猶存社を結成. 会と改称. （「学校伝染病予防及消毒方法」廃

10.10第1回国際労働会議代表出発

止）.

9.25「医師会令」公布（設立手続,会 

貝IJ,経費監督,郡市医師会の会員の 

懲戒権,議決が会員を拘束すること 

などを規定）〈勅〉.

>医師法施行規則,歯科医師法施行 

規則改正（医師•歯科医師の応召義 

務を明示）.

10.23「結核予防法施行令」公布,「結

（政府代表に鎌田栄吉,使用者代表 核予防法施行規則」制定（11.1施
に武藤山治,労働者代表に桝本卯平 行）〈勅〉.

11.27「1年志願兵条例」公布（12.1施
を命令）.

11.22大阪医科大学,大学令により設

行）〈勅〉. 立認可（大学令による最初の公立大

〇 「1年現役兵条例」公布（12.1施 学）.

行）〈勅〉.

12.16「軍需調査令」公布・施行〈勅〉. 12. 5内務省,労働委員会法案を作成, 12.- 光田健輔,'癩結節乳剤を以って

12.24第42回通常帝国議会召集（12. 26 非公式に公表（労使協調と争議発止 する皮膚反応の価値’を発表.後年,

開院式,翌年2・26解散）. 防止が目的）. 林文雄により追試大成され光田氏反

12.22渋澤栄一ら,財団法人協調会設 応と命名され,世界的に知られる.

この年,春から翌年3月まで戦後

立（労使協調,階級調和が目的）. 

12.24内務省,衛生局に調査課新設.

> 内務省,地方局の救護課を社会課 

と改称.

この年,「市街地建築物法一制定. この年,大阪市立児童相談所開設

ブーム.土地投機ブーム起こる.銀 （わが国最初の公立研究相談機関）•

行の増資盛ん. >流行性感冒流行.

> 各地に普選運動,労働争議,小作 

争議起こる.

> 内務省,民力涵養運動を始める.

大正9年

1.10ベルサイユ講和条約公布・平和回 

復の詔書下る.

>東大助教授森戸辰男筆禍事件 

（・クロポトキンの社会思想の研究'で 

休職）.

1.3!全国普選期成連合会結成.

2.11東京で,普選大示威行進. 2. 5八幡製鉄大争議始まる（9時間 2.2!「学校医ノ資格及職務ニ関スル規

3交代制実施要求貫徹）. 程・制定（4.1施行）〈文令〉.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

養成所と改称）. 労働を除く）に適用.

6.1!内務省,住宅改展助成につき地 6.25「営林局署共済組合令」公布.

10. 25職業病を業務上災害保険の対象 

に加える.

方長官に通牒. （独）4.- 失業扶助金について,地域

6.— 大阪市,市営住宅を設ける（公 別・年齢別・性別などで扶助額決定.

営住宅の初め）. ー ドイツ労働者事業団創設.

7.- 大阪市,初の公立託児所を設立. 7.!林野現業共済組合設立. > 失業対策事業として,公共土木事

>大阪市,児童相談所設立（わが国 7.- 樺太庁鉄道および逓信共済組合 業実施

初の組織的児童相談事業）. 設立. > 「戦傷病者,戦没遺族の扶助に関

11.- 東京府,社会課を設置.社会事

する政令」を公布（軍人および遺族 

の援護の整備と改善,管理機構の整 

備,特別の不服申立のため援護裁判 

制度の創設）.

（伊）4. 21年金保険制度（原法）制定 

（15歳から65歳までの勤労者の廃疾 

•老齢保険を強制化.保険拠出は労 

使折半）.

10.19失業保険制度を命令により設定.

（スウェーデン）「労働時間制限法」（8 
時間制）公布.

（国際）6.28ベルサイユ講和条約によ

業研究所,保護事業職員養成所など り国際労働機関（ILO）設置を決定.

を新設. 10. 29 ILO第1回総会,ワシントンで

12.23救済事業調査会,「児童保護二関

開催（〜1.27）.条約第1号として
「工業的企業における労働時間を1

スル施策要綱」を答申（児童保護委 日8時間かつ1週48時間に制限する

員の設置,就学保護に関する法規の 条約」,第2号条約「失業に関する

制定,養児保護に関する法規の制 条約」（11.28）を採択.第3号条約

定）. 「産前産後における婦人使用に関す

—— この年,高柳夫妻により東京にろ

る条約」を11.29採択・第5号条約 

「工業に使用しうる児童の最低年齢 

を定める条約丄 第6号条約「工業 

において使用せられる年少者の夜業

うあ児施設創設. に関する条約」などを採択.

> 大阪府で理容師の試験が開始され 一 国際赤十字連盟,イギリス•日本

る（初の業務独占の免許制度）. などの発起により結成.

大正9年

2.19憲政会,疾病保険法案を衆議院に

1.10国際連盟発足（11.15第1回総会. 

常任理事国となる）.

（英）「失業保険法」改正（農業および 

専門労働を除き,全工業労働者に適 

用を拡大）.

> 「婦人•少年および児童雇用法」

提出（審議未了•翌年の第44回通常 制定.
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大正9年（1920）

2.23内閣に,臨時産業調査会設置（3. 
31廃止）〈勅〉.

2.- 農商務省,職業組合法案（後に労 

働組合法案と改称）を臨時産業調査 

会に提出.

3.12ニコラエフスクの日本軍,休戦 

中のパルチザンを攻撃して敗れ,5. 
24収容中の日本軍民122人殺される 

（尼港事件）.

3.15株式市場,株価暴落で混乱（戦後 

恐慌始まる）.

3.28平塚雷鳥・市川房枝ら,新婦人協 

会創立.

4.28「教科書調査会官制」公布•施行 

〈勅〉•

4.25東京市電ストライキ（日給制,8 
時間労働制など要求）.

4.1「歯科医師会規則」公布（歯科医 

師会,「医師会規則」から独立）.

〇 3人の日赤看護婦,フローレンス 

=ナイチンゲール記章受章.

4. 9文部省,学校衛生事務に関して通 

達.

4.21按摩術営業取締規則改正（柔道 

整復術の公認,マッサージ術に関す 

る規定の附加）.

5.10第14回衆議院議員総選挙（政友 

会大勝.政友会278,憲政会110,国民 

党29,無所属47）.
5.15国勢院設置（内閣統計局•軍需 

局を廃止）.

> 鉄道省設置（鉄道院を省に昇格）.

6.29第43回特別帝国議会召集（7.1 
開院式,7. 28閉会）.

5. 2東京上野公園でわが国最初のメ 

ーデー（治安警察法17条撤廃,失業 

防止,8時間労働制,最低賃金法設定 

を要求.5.16労働組合同盟会結成）.

5.- 内務省,労働組合法案を臨時産業 

調査会に提出.

6.1 協調会,中央職業紹介所を設置 

（職業紹介事業の全国的連絡統一の 

事務を行うため）.

6.16東京府,中央職業紹介所を開設 

（この年,全国に44職業紹介所新設）.

7.23財団法人日本トラホーム予防協 

会設立認可（8.14発足）.

7.27「学生生徒児童身体検査規程」制 

定（発育の概評決定標準を定める）.

8.24内務省官制改正.社会局を設置 

（第1課,第2課を置く.賑恤救済, 

軍人救護,失業救済防止,児童保護な 

ど管掌）〈勅〉.

> 農商務省工務局に労働課を設置 

（健康保険に関する調査研究に着手）•

9.14保健衛生調査会,根本的らい予 

防方策要項を決議.

9.17 「栄養研究所官制」公布・施行 

（内務省の附属機関）〈勅〉.

10.27「中央統計委員会官制」公布・施 

行〈勅〉.

10.1 第1回国勢調査を実施（内地人 

ロ 5596万3000人,外地人口 2102万 

5000人.産業別就業者割合:第1次 

産業53.8%,第2次産業2〇. 5%,第 

3次産業23. 7%）.
10. 2 「簡易保険局官制」公布•施行 

〈勅〉.

11.1「富山薬学専門学校規程」を定め
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

帝国議会にも提出）. > 「盲人年金法」制定.

3.- 内務省,地方改善費5万円を初め 3.24「警部補,巡査,消防手共済組合

（米）5. 22連邦公務員に対する「公務 

員退職および廃疾年金基金法」制定. 

ー 「連邦職業リハビリテーション法」 

制定.

て計上（大9年度予算）. ニ関スル件」公布〈勅〉（昭10. & > アメリカ児童福祉連盟設立.

2「警察共済組合令」に改題）. A専門ソーシャル•ワーク訓練学校

4.—東京府,児童保護員制度を発足 4.1「現業員ノ共済組合ニ対スル政府

協会設立（同教育の最低基準を設定 

した.後にソーシャルワーク教育評 

議会に発展）.

>連邦退役軍人局,退役軍人病院設 

立.

させる. 給与金ニ関スル件」公布・施行 （仏）予防•衛生•救済省設立.

〈勅〉. 〇妊娠中絶を禁止.

G. 3「道府県感化院職員令」公布 

〈勅〉.

（独）赤十字社設立.

〇 「戦傷者および遺家族への扶助条 

令」制定（使用者に身体障害者の雇 

用義務づけ）.

（スウェーデン）ウプサラにホームヘル 

パー養成学校設置.

（オランダ）大都市自治体で,保健計画 

に関連して「ホームヘルプ制度」を 

設置.

（べルギー）失業保険（補助的任意保険

7.13「警察共済組合規則」制定（10.1

制度）制定（1945年に強制保険に移 

行）.

> 無拠出年金を全貧困老齢労働者に 

支給開始.

&—東京府に児童保護委員会設置

施行）.

（オーストリア）「失業保険制度」制定

> 「連邦職員の疾病保険に関する法 

律」公布.

（児童研究所を滝乃川学園内に置く ）•

（ソ連）11.18生活困難のため病院で行 

う妊娠中絶公認.

-労働法により,妊産婦の時間外・ 

夜間労働禁止.

（国際）6.15 ILO第2回総会,ジェノバ 

で開催（〜7.10.条約8号「船舶の 

滅失または沈没の場合における失業 

の補償に関する条約」,（6.15）7号 

「海上に使用しうる児童の最低年齢 

を定める条約」,9号「海員に対する 

職業紹介所設置に関する条約」を採 

択）.

-国際児童福祉連合,ジュネーブ宣 

言の児童憲章により組織（本部ジュ 

ネーブ）.

1105



背 景 社会保障一般 衛生。医療

大正9 -10年（1920・21）

12. 9大杉栄•堺利彦ら,日本社会主義 

同盟を創立（大10. 5. 28解散命令）.

12.25第44回通常帝国議会召集（12. 27 
開院式,翌年3. 26閉会）.

この年,司法省に保護課を新設.

る.

11.5内務省主催の児童展覧会開催を 

機会として,日本歯科医師会が中心 

となり,初の'ムシ歯デー'を催す.

12. 6 内務省,「モルヒネ,コカイン及 

其ノ塩類ノ取締ニ関スル件」を制定 

（ヘーグ阿片条約の効力発生に伴う 

もの）.

12.15 改正日本薬局方公布（大10. 4.1 
施行.日本人の体格に応じた極量の 

改定）.

—— この年,流行性感冒,コレラ流行す・ 

> 日本精神病院協会設立.

大正10年

1.13 「社会事業調査会官制」公布•施 

行（救済事業調査会を改組.大13.
4.18廃止,帝国経済会議社会部に 

吸収）〈勅〉.

1.6内務省衛生局,'流行性感冒の予 

防要綱'を庁府県に訓令

4. 4「米穀法」公布•施行（米穀の需 

給調節）.

4. 8「国有財産法」公布.

A 「借地法」,「借家法」公布.

4. 9「航空法」公布.

>市制改正公布（市公民規定等改 

正）.

4.11町村制改正公布（町村公民規定 

等改正）.

4.12度量衡法改正（尺貫法をメート 

ル法に改正.大13. 7.1施行）.•

〇「大正12年4月1日ヨリ郡制廃止. 

ニ関スル件」を公布（郡長,郡役所 

を国の行政官庁とする）.

4.14「貯蓄銀行法」公布（貯蓄銀行条 

例は廃止）.

4.24堺真柄•伊藤野枝•山川菊栄ら, 

赤瀾会結成.

5.13シベリア撤兵方針決定.

7.1「専売局官制」公布•施行〈勅〉.

3.10第44回帝国議会に野党憲政会よ 

り労働組合法案提出される（不成 

立）.

4. 2足尾銅山大ストライキ（団結権 

承認など8項目要求）.

4. 8「借地法」,「借家法」公布（5.15 
東京市など5市に施行）.

4. 9「職業紹介法」公布（大11.7.1施 

行.公立職業紹介所での紹介無料 

制）.

4.12「住宅組合法」公布.

4. 8 水道条例改正（小規模の水道布 

設を内務大臣から地方長官の認可制 

とした）.

4. 9「航空法」公布（国外より来航す 

る航空機（軍用機を含む）に対し検 

疫実施）.

4.1!「黄燐燐寸製造禁止法」公布.

4.26 「屠畜取締職員制」公布・施行 

〈勅〉.

5. 7日本海員組合結成.

6.23文部省,学校衛生課設置・

6.29内務省,職業紹介所の連絡統一 

機関として協調会を指定

A 「職業紹介法施行規則」を定める 

（大11・7.1施行.職業紹介所設置）.

7.1内務省衛生局に予防課新設.

〇協調会中央職業紹介所を中央職業 

紹介局と改称•

6. 3司法省官制改正（監獄衛生官制 

度採用）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

大正10年

2.-社会事業調査会,部落改善施設 

要綱を答申.

3.31中央慈善協会を中央社会事業協 

会と改称

4.12「住宅組合法」公布（7.10施行. 
少額所得者の協同経済主義に基づく 

互助的住宅組合の設立.政府,低利 

資金を融通）.

4.- 地方改善施設補助により地方改 

善事務職員を2府10県に配置.

5.- 柏倉松蔵,東京に柏学園を設立 

（わが国肢体不自由児事業の萌芽）.

—— この年,逓信省,海員保険制度要綱 

を立案.

3.-憲政会,第44回通常帝国議会に 

疾病保険法案提出.審議未了.

4.1「海軍共済組合規則」改正（救済 

金の種類を10種とす.退職年金.廃 

疾年金,遺族扶助金,死亡救済金, 

傷病救済金,特症救済金,療養救済 

金,脱退救済金,勤続救済金,葬祭 

金）く海令〉.

5. 5広東新政府成立（孫文,非常大 

総統に就任）.

7.1中国共産党結成.

（英）「結核法」（公衆衛生結核法）制定.

> 「児童法」制定.

> 警察官に対する退職年金制度を創 
=n*

>失業保険法改正（失業保険事業が, 

健康保険事業より完全に分離）.

> 「財政法」制定（老齢年金に対す 

る保険料および積立金の収益は非課 

税）.

（米）6. 2?アメリカ社会事業家連盟 

（全米ソーシャルワーカー協会（N 
ASW）の前身）設立・

11.23 「母性乳幼児保健法」（シェパー 

ド・タウナー法）制定（母子および 

乳幼児の福祉や保健増進のため連邦 

から州に対し補助金が支給）•

一連邦政府,「復員局」設置の法律 

を可決（翌年,神経精神性疾患,結 

核に悩む復員者を病院で加療）.

>マサチューセッツ州で「精神鑑定 

法」実施.

（仏）移民援護事業に社会福祉を創設.

（独）「児童福祉法」制定.

（スウェーデン）スウェーデン赤十字な 

どにより,ホームヘルパーによる家 

事援助事業開始.

（デンマーク）「廃疾年金法」制定（年 

金受給者の機能訓練の費用は,廃疾
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背 景 社会保障一般 衛生・医療

大正10・11年（1921・22）

9.28安田善次郎（安田財閥の創設者） 

暗殺される.

10.11「府県税戸数割規則」公布（大11 
年分より施行）〈勅〉.

11・4原総理大臣,東京駅で暗殺され 

る.

11.12ワシントン軍縮会議開催（日本 

全権加藤友三郎）.

11.13高橋是清内閣成立.

11.25皇太子裕仁親王摂政となる.

12.13ワシントン軍縮会議で日・英・ 

米•仏4カ国条約調印（太平洋方面 

における島嶼領地の相互尊重.日英 

同盟廃棄）.

12.24第45回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

この年,会社の解散減資激増.

＞銀行合同盛ん.

＞労働争議,借家争議盛ん.

7. 6「住宅組合法施行規則」を定める.

7.一 神戸三菱,川崎両造船所スト参

加3万,軍隊出動（団体交渉権,増 

給等要求）.

9.30婦人および児童の売買禁止に関 

する国際条約署名.

10・3日本労働総同盟成立（友愛会を 

改称）.

10.12協調会,労働委員会法案を建議.

11.12「庁府県衛生職員制」制定（衛生 

技師,衛生技手専任者を各府県に配 

置.従来の警察医,屠畜検査技師技 

手を振替え）〈勅〉.

——この年,内務省に花柳病予防に関 

する特別委員会設置.

大正11年

2. 6日•米・英•仏•伊5国海軍軍 

縮条約調印（主力艦の対米英比率6 
割）.

〇 中国に関する9カ国条約署名.

2.1! ヤップ島及び赤道以北の太平洋 

委任統治諸島に関する日米条約調印.

3.10平和博覧会を東京上野に開催.

3.25衆議院,陸軍軍備縮小建議案を 

可決.

3.3!「南洋庁官制」公布（4.1施行）.

4. 9日本農民組合結成.

4.12「借地借家調停法」公布.

4.20治安警察法改正公布（婦人の政 

談集会参加を許可）.

3. 3全国水平社創立（本部・京都. 

中央執行委員長南梅吉）.

4.11「船員職業紹介法」公布（12.1 
施行）.

4.12 「借地借家調停法」公布（10.1 
施行）.

3.10 サンガー夫人二度目の来日（内 

務省,産児制限の公開講演禁止を条 

件に上陸許可,産児制限運動始ま 

る）•

3.3!「官立医科大学官制」公布（新潟, 

岡山医科大学を設置）.

＞ 「常水判定標準」を定める（4.1施 

行）〈内令〉.

4.10 「家畜伝染病予防法」公布•施行 

（狂犬病,牛疫,牛結核などの26疾 

病を対象.獣疫予防法廃止）.

4.1!伝染病予防法改正公布（10.1施
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

8.- 憲政会,失業保険概要を発表.

年金裁判所が負担）.

（オランダ）5. 2 「新産業災害保険法」 

を制定

（ソ連）3. 8ソ連共産党,「新経済政策 

（ネップ）」採択.

5.13人民委員会議,「休息の家」創設 

（健康増進と体力養成を目的）.

11.15 「雇用労働者社会保険法」制定

11•一農商務省,健康保険法要綱を脱 （廃疾,失業,死亡の保障.保険料

稿. は企業機関の負担）.

（国際）1〇. 25 ILO第3回総会ジュネー 

ブで開催（〜11.19）.条約12号「農 

業における労働者補償に関する条

12.10「労働保険調査会官制」公布（農 約」（11.12採択），10号「農業に使

商務大臣の諮問機関.12.12農商務 用し得る児童の年齢に関する条約丄

大臣,「健康保険法案」を諮問） 15号「石炭夫又は火夫として使用し

〈勅〉. うる年少者の最低年齢を定める条

12.- 逓信省簡易保険局,船員保険要 約丄16号「海上に使用される児童

綱を作成. および年少者の強制体格検査に関す 

る条約」を採択.

＞国際連盟に臨時保健委員会設置 

（理事会の諮問機関.後に常設とな 

り,公衆衛生国際事務局の委員会, 

および連盟事務局の保健部とともに 

国際連盟の保健機構を構成した）.

大正11年

1.16労働保険調査会,健康保険法案 10.3!イタリア,ムッソリーニ内閣成

要綱を附帯事項を決議して答申（保 立.

険事故,被保険者の範囲を漸次拡張 12.30ソヴィエト社会主義共和国連邦

すること）. 成立.

（英）地方公務員その他の公務員の退職 

年金法制定.

＞ トインビー・ホールで,国際セツ 

ルメント連合会議開催.

3.30「未成年者飲酒禁止法」公布（4. 3.一第45回通常帝国議会に,憲政会 （米）アメリカ社会事業家協会,職業紹

1施行）. ・国民党共同で失業保険法案および 

疾病保険法案提出.審議未了.

介所設置.

（仏）訪問看護婦の国家資格制定.

＞公共土木事業請負契約中に,請負 

業者の雇用者に対する家族手当支払 

義務を規定.

4.1?「少年法」公布（18歳未満の者を 4.22「健康保険法」公布（大15. 7.1 （独）6.23鉱山従業員の共済組合法を

対象）. 一部施行.昭2.1.1全面施行・大 制定.

＞「矯正院法」公布（23歳未満の者 13. 4施行が関東大震災で延期）. 7. 9「青少年福祉法」制定（里規制度

を対象）. 包含,精神薄弱者の保護）.
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大正11・12年（1922・23）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

6.12加藤友三郎内閣成立.

6.23シベリア撤兵を閣議決定（10. 25 
北樺太を除き撤兵完了）.

7. 3海軍軍備制限計画を発表（7. 4陸 

軍も発表）.

7.15日本共産党結成（非合法）.

8.1日本経済連盟会創立（総合的な 

資本家団体）.

9.1立憲国民党解党.

行.法定伝染病にパラチフス,流行 

性脳脊髄膜炎追加•患者の就業禁止, 

昆虫駆除規定など）.

＞海港検疫法改正公布（10.10施行, 

病原体保有者も患者として扱うこと. 

昆虫の駆除を行うことなど）.

5. 4「学校衛生調査会官制」公布・施 

行〈勅〉.

9. 8「簡易保険健康相談所規則」制定

9.30日本労働組合総連合結成大会 （2年後各地に相談所を設立・被保

（大阪）. 険者の健康相談に当たる）.

10.20普通選挙調査会を設置.

9.30「伝染病予防法施行規則」を定め 

る（10.10施行）.

10. 4 東京魚河岸,コレラで5日間休

11.1「統計局官制」公布•施行（国勢 11.1「社会局官制」公布•施行（内務

業.

院を廃止）〈勅〉. 省の外局として新設.労働行政,社

11.8犬養毅•尾崎行雄ら,革新俱楽 会行政を併合.健康保険の事務を農

部結成. 商務省より移管し,2部制とする.

12.25第46回通常帝国議会召集（12. 27

「社会局分課規定」により第1部労 

働行政関係,第2部社会行政関係と 

する）.

＞「人口動態調査令」公布（大12.1. 
1施行）〈勅〉.

〇 「船員職業紹介法施行規則」を定 

める（12.1施行）〈逓令〉・

11.23第1回国際労働総会採択の「失 

業に関する条糸勺」批准.

12.14社会局で鉱業労働法案を起草.

開院式,翌年3. 26閉会）.

—— この年,軍縮により造船業界不況 — この年,文部省,学校看護婦を2
（昭7年頃まで）.前年にひきつづき 名配置.

会社の解散,減資盛ん.生糸輸出高 ＞岡山,長野に産業組合法による医

最高を記録.労働争議激発. 療利用組合誕生.

大正12年

3.1衆議院,普通選挙法案を否決.

1.15「国際労働機関帝国事務所官制」 

公布•施行（事務所をジュネーブに 

置く）〈勅〉.

3.13協調会中央職業紹介局廃止.

2.-東京に蛍光会設立（大14. 8に日 

本レントゲン協会に改称）.

3.19医師法改正法公布（日本医師会
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.18感化法改正法公布（感化院では 

14歳未満の少年を扱う）.

4.- 社会事業専任理事官を1道3府 

6県に置く.

5. 5主要都市で'児童保護宣伝デー' 

開催.

8.-中央社会事業協会に地方改善部 

を設置.

12.18「仮出獄少年取締規則」を定める 

（大12.1.1施行）〈司令〉.

> 「矯正院処遇規定」を定める（大12.
1.1施行）〈司令〉.

大正12年

3.3!「廃兵院処務規程」公布（4.1施

1.16大日本医師会,医療に関する組 

織について団体自由選択主義による 

べきことを内務省社会局長に陳情.

7. 22「職業紹介法」公布（職業紹介制 

度に法律的基礎をつくる）.

（デンマーク）児童法を改定し,「後見 

人委員法」とする.

〇老齢者扶助を無拠出年金制度に改 

める（資力調査のみで支給,生計指 

数によるスライド制導入）.

（オランダ）5. 20被用者について「農 

業災害および園芸災害保険法」を制 

定.

（ソ連）1〇. 30「労働法典」制定（社会保 

障の成文化,年金のスライド制導 

入）.

（国際）児童救済基金団体,「世界児童 

憲章」作成.

（英）チェンバレンの「住宅法」制定 

精神福祉中央協会設立.

〇労働党,理論生計費の一種,マー 

ケット•バスケット方式を作成.

（米）モンタナ州ほか3州で任意加入の
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大正12年(1923)

冃 乐 社会保障一般 衛生 •医療

3.10 中国,21か条条約廃棄を通告 

（3.14日本拒絶）.

3.18「市町村義務教育費国庫負担法」 

公布（4.1施行）.

4.14石井•ランシング協定廃棄.

4.18「陪審法」公布（昭3.10.1施行）.

4.23実業同志会結成（会長武藤山治）.

4. - この年度で南米移住奨励のため

国庫補助金を支出する.

5. 8レN乍制度調査会官制」公布・

3.30工場法改正（大15. 7.1施行.15 
歳未満適用を16歳未満に引上げ,妊 

産婦保護の強化,業務上災害扶助の 

雇用者責任を加重）.

〇 「工業労働者最低年齢法丄「船員 

ノ最低年齢及健康証明書ニ関スル法 

律」公布（大15. 7.1施行.14歳未 

満者の就業禁止）.

3.31「職業紹介事務局官制」公布（4. 
1施行.内務省に中央職業紹介事務 

局を,東京•大阪に地方職業紹介事 

務局を置く.職業紹介事務,協調会 

から内務省所管に）〈勅〉.

> 「廃兵院官制」公布（4.1施行・関 

係事務を陸軍省より社会局に移管）.

3.一 憲政会,第46回帝国議会に失業 

保険法案を提出.

4.14「恩給法」公布（10.1施行.各 

種恩給関係法令の統合整備,処遇の 

均衡）.

5.22 「労働統計実地調査令」公布 

〈勅〉・

6. 5日本共産党第1次検挙（幹部大 

量検挙）.

8.24加藤友三郎首相死亡.

9.1 関東大震災（死者9万1344人, 

全壊焼失46万4909戸.震災に際し, 

軍隊•警察による社会運動家の殺害, 

一般民衆による朝鮮人の殺傷起こ 

る）.

9. 2「非常徴発令」および戒厳令中必 

要の規定適用の件公布（東京市ほか 

5郡に戒厳令適用.11.15廃止）.

> 第2次山本権兵衛内閣成立.

9. 7「暴利取締令」,「支払猶予令」公 

布（9.1から30日間モラトリアム実 

施）.

9.12帝都復興に関する詔書発布（遷 

都論による市民の動揺を防ぐため）.

9.16「甘粕事件」起こる（甘粕大尉, 

大杉栄らを殺害）.

9.19「帝都復興審議会官制」公布•施 

行.

9.22「臨時物資供給令」公布•施行.

9.27内閣に帝都復興院設置.

6.1内務省社会局に臨時に健康保険 

部設置（健康保険法施行の準備を進 

める）.

7.17労働組合にILO労働代表選出権 

を認める.

8.22「恩給審査会官制」公布.

&28「船員職業紹介委員会官制」公布 

・施行（内務省に設置）〈勅〉.

9. 2「臨時震災救護事務局官制」公布 

•施行（翌年3. 31廃止.簡易食堂・ 

宿泊所,共同浴場など設置.東京市, 

乳児に牛乳配給.済生会,巡回看護 

婦派遣）•

9.28「宮内省恩給令」公布.

の任意設置を規定）.

3.3!「官立医科大学官制」改正（4.1 
施行.千葉,長崎,金沢医科大学を 

追加）.

4. 3日本結核病学会設立.

5. 9医師会令改正（日本医師会の設 

置に関する規定）.

5.- 国立栄養研究所,'日本人の栄養 

要求量'発表.

6.30「精神病院法施行令」,「精神病院 

法施行規則」公布（経費の補助率を 

規定,設置する病院の設備や入院手 

続などを定めた）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

行）•

4.- 内務省社会局,逓信省案に基づ 

く船員保険法案要綱を脱稿.

6.— 北海道庁,「土人保導委員設置規 

程」制定.

8.28「盲学校及賜啞学校令」公布（大

13. 4.1施行）.

8.1内務省直轄土木事業従業員共済 

組合設立.

9.1日本連合歯科医師会,団体自由 

選択主義によるべきことを内務大臣 

に陳情.

老齢年金制度発足.

（独）6.23「ドイツ鉱山従業員共済組合 

法」（ライヒ坑夫法）制定（鉱山労 

働者のための疾病,廃疾,老齢保 

険）.

6.- 「職員保険法」公布（一般職員の 

ための老齢,廃疾保険）.

-「結核予防法」制定.

>労働者の団体協定の促進,必要な 

場合の強制仲裁など調整制度の政令 

により調停官庁を設置.

> 「少年裁判所法」制定.

（伊）「母性金庫法」（1910年）を統一的 

に規定（15歳以上50歳未満の全被用 

婦人労働者（農業を含む）を対象に， 

分娩費給付.

（スウェーデン）借家人協会結成.

（フィンランド）公務員の賃金に特殊な 

付加給付を加算（児童手当制度の先 

駆）.

（デンマーク）3. 28児童の監督保護に 

ついて法律制定.

1113



大正12・13年（1923・24）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

〇 「日銀震災手形割引損失補償令」 

公布（補償限度1億円）.

11.10国民精神作興に関する詔書を発 

布.

12.10第47回臨時帝国議会召集（翌日 

開院式,12.23閉会）.

12.24「震災善後公債法」公布（震災復 

興事業のため4億6850万円限度に発 

行）.

12.25第48回通常帝国議会召集（12. 27 
開院式,翌年1.31,前日の護憲3派 

幹部乗車の列車転覆事件で緊急質問 

の休憩中に衆議院解散）.

12.27虎の門事件起こる（難波大助, 

摂政宮に発砲）.

11.1 法定日本医師会設立（大日本医 

師会解散）.

この年,済生会,訪問看護婦事業 

始める（保健婦の始まり）.

＞東京市三河島汚水処分場完成（わ 

が国最初の本格的下水処理施設）•

＞東京市立江古田療養所の分宅とし 

て大塚に健康相談所設置.

大正13年

1.7清浦奎吾内閣成立.

1.10政友会•憲政会•革新俱楽部の 

3派有志,清浦内閣打倒の第2次護 

憲運動を開始.

1.16政友会分裂（1.29政友本党結 

成）.

2.25「復興局官制」公布・施行. 2.10日本労働総同盟,現実主義への 

方向転換を宣言.

2.21「職業紹介委員官制」公布・施行 

（中央職業紹介委員会設置.政府の 

諮問機関,職業紹介事務改善に関す 

る施設要綱を発表）〈勅〉.

2.25内務省に復興局設置（長官官房 

のほか,整地,土木,建築,経理の 

4部設置.内閣の帝都復興院廃止）.

3. 7公衆衛生国際事務局設置に関す 

るローマ協定公布.

3.3!「陸軍伝染病予防規則」制定.

3.-文部省主催学校看護婦講習会開 

催.

5.10第15回衆議院議員総選挙（護憲 

3派の勝利.憲政会151,政友会105, 
革新俱楽部30,政友本党109,無所 

属 69）.
6.1! 加藤高明内閣成立（護憲3派連 

立）.

4.12第6回国際労働会議労働代表を 

初めて労働組合より選出（鈴木文 

治）.

5.23内務省,財団法人同潤会を設立 

（関東大震災後の住宅不足の救済）.

6.10「地方学校衛生職員制」公布•施 

行（各府県に1名の学校衛生技師を
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.3全国公娼廃止期成同盟結成され 

る.

大正13年

1.29文部省,皇太子成婚記念の御下 

賜金を道府県に分配,併せて児童就 

学奨励資金の設置を通牒.

2.11恩賜財団慶福会設立.

3.-中央社会事業協会,財団法人と 

なる.

> 京都府愛宕郡に,洛北里子保護会 

設立される.

5.23内務省,財団法人同潤会設立 

（関東大震災後の膨大な住宅不足に 

対処）.

5.26米国の「排日移民法」成立・

（英）失業保険拡大給付制度実施.

> ウィートリーの「住宅法」制定

（独）2.13保護施設で働く従業員の 

「労働時間令」を公布.

2.16政令で,失業扶助金の制度を強 

化（労使の拠出金で,職業紹介事業 

費の3分の2,扶助金の10分の9を 

賄う.不完全就業者への支給を廃 

止）.

5. 28新「職員保険法」制定.

12. 4公的福祉事業の前提条件,方法, 

範囲に関する規則制定（視九 聴力 

言語,身体障害者の就労への援助, 

職業教育への援助規定）.

-「国民保護義務令」制定（生活保 

護の要件,種類および程度に関する 

原則を示す）.

（スウェーデン）「児童保護法」制定

（べルギー）年金制度をつくる（労働者, 

事業主および国の3者拠出制.強制 

の老齢年金保険）.

（ソ連）初めて血液銀行創設.

1115



大正13・14年(1924・25)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

6.25第49回特別帝国議会召集（6.28 置く）.

開院式,7.18閉会）.

7.1 濱□蔵相,行財政整理•緊縮方 7.22「借地借家臨時処理法」公布（8.
針を表明. 15東京•神奈川に施行.土地建物

> 「メートル法」実施. の権利関係の調整）.

7.22「小作調停法」公布.

&12政務次官,参与官設置. 8. 7海上に使用し得る児童の最低年 

齢を定むる条約および海上に使用せ 

らるる児童及び年少者の強制体格検 

査に関する条約批准公布.

9. 9学校伝染病予防規則全面改正.

10.25文部省に体育研究所設置.

12.13婦人参政権獲得期成同盟会結成 12.20衛生局改組,調査課を保健課に 12.20税関官制改正公布（府県の港務

（理事久布白落実,市川房枝）. 合併し衛生局は保健,予防,防疫お 部の所管であった海港検疫が,大蔵

12.24第50回通常帝国議会召集（12. 26 よび医務の4課となる. 所の税関の所管となる.検疫業務に

開院式,翌年3.30閉会）. 〇 社会局健康保険部廃止,第2部に 

健康保険課設置.

12.29内務省,「労働者募集取締令」を 

公布・

ついては内務大臣の指揮監督）〈勅〉.

—— この年,明治神宮体育大会開催.

大正14年

1.20日ソ基本条約署名（2.27公布・ 1.16社会局,労働争議調停法案およ

国交回復）. び治安警察法中改正法律案を発表.

2.1!第1阿片会議条約署名.

2.19第2阿片会議条約署名.

3.22社団法人東京放送局仮放送開始 3.30 「刑務所伝染病予防心得」訓令

（7.12本放送開始.わが国初のラジ （所内の伝染病の予防,発生時の所

才放送）. 長の措置などを規定）.

3.30「大蔵省預金部特別会計法」,預 

金部預金法各公布（4.1大蔵省に預 

金部設置）.

4.1「農林省官制」,「商工省官制」公 4.13職業紹介事務局官制改正（名古 4.14歯科医師法改正（道府県歯科医

布（4.1施行・農商務省廃止）. 屋地方職業紹介事務局増設.東京, 師会の強制設立.日本歯科医師会,

4.13「陸軍現役将校学校配属令」公布 大阪,名古屋の3事務局となる）. 郡市区歯科医師会の任意設立を規

（中学・師範・高専に軍事教練を実 定).

施）〈勅〉. > 「薬剤師法」公布（大15. 3. 20施
4.15大日本連合青年団設立（理事長 行.薬剤師の資格,権利義務,所属

一木喜徳郎）. 団体等を規定した薬剤師に関する特

4.22「治安維持法」公布（治安維持の 別法）.

為にする罰則に関する件廃止）

5.! 陸軍4個師団廃止を公示. 5.23「失業統計調査令」公布（10.1 5. 7刑務所の「収容者健康診査規程」

5. 5「衆議院議員選挙法」改正公布 内閣統計局,失業者10万5595人と発 制定・

（25歳以上の男子に選挙権を与える. 表）〈勅〉.

男子普通選挙実現）. 5.25日本労働総同盟分裂,日本労働

5.14革新俱楽部および中正俱楽部, 組合評議会成立.

立憲政友会に合同.

5.30新政俱楽部結成（革新・中正両 

党残留者および無所属議員）.

7. 8内務・文部両省,少年職業紹介 7.-行刑衛生会設立（犯罪者矯正の

に関して訓令. 医学的な努力を行うこととする）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

（ニュージーランド）盲人手当制度制定.

7.22鉱業法改正（業務上災害に対す 

る遺族扶助を規定）.

（国際）ジュネーブで開かれた国際連盟 

会議,「児童の権利宣言」採択.

8.27「軍人傷痍記章令」公布・施行・

大正14年

1.15財団法人浴風会設立（関東大震 

災のため,自治不能となった老衰, 

廃疾者の収容保護を目的）.

7.1中華民国国民政府成立.

（英）「幼児親権法」公布（幼児の福祉 

優先,父母平等の原則）.

> 被用者に対する拠出制の寡婦•孤 

児•老齢年金制度の発足（老齢年金 

は男子65歳,女子60歳から支給）.

（米）サンガー夫人,国際産児制限連盟 

を結成.

（仏）1.24午後10時過ぎを深夜と定め, 

16歳以下の労働を制限.

2. 2「公設職業紹介法」公布（県の財 

政に支出の義務）.

（独）7.14災害保険改正（現物給付, 

適用災害の範囲（作業場への交通路 

の事故など）を拡大）.

（伊）7. 23疾病保険の管理機関,地方 

公務員の「国民扶助協会」設立.

（ノルウェー）「私生児保護法」制定 

（私生児にも相続と父姓継承の権利 

付与）.

（国際）5.19 ILO第7回総会ジュネー 

ブで開催（〜6.10）.第17号「労働 

者災害補償に関する条約丄第18号
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