
大正14・15年=昭和1年（1925・26）

社会保障一般 衛生 •医療

8. 2第2次加藤高明内閣成立（憲政 &12 6大都市に冬期の失業救済事業

会単独内閣）.

9.18帝国議会議事堂全焼.

を行うことを内務•大蔵両大臣で決 

定（昭10年まで継続.労働賃金の2 
分の1以内補助）.

8.18内務省,労働組合法案を発表 

（いわゆる社会局原案.労働組合の 

権利を保障）.

10.一 大日本地主協会設立. 10.1 第2回国勢調査実施（内地人口 10.26 第6回極東熱帯医学大会開催

5918 万9000人）. （東京.日本における初の国際学術 

会議）.

12.!農民労働党結成（書記長浅沼稲 12.19内務省,「営利職業紹介事業取締

次郎.即日禁止）. 規則」を公布（昭2.1.1施行）.

12.25第51回通常帝国議会召集（12. 26 12.21【〇の「婦人及び児童の売買禁

開院式,翌年3. 25閉会）. 止に関する国際条約」,「醜業を行わ 

しめるための婦人売買禁止に関する 

条約」批准.

12.- 6大都市で第1冋日雇労働者失 

業救済事業を実施

—— この年,政府,財政緊縮方針を貫 この年,内務省社会局内に産業福 -一 この年,脚気病予防調査会廃止.

く. 利協会設立（工場主の連合組織）. 陸軍糧秣廠関係の有志による糧友会 

設立.

大正15年=昭和1年

1.28加藤首相死亡.

1.30若槻禮次郎内閣成立.

1.19共同印刷争議（操業短縮に反対）.

2. 9政府,労働組合法案を衆議院に 

提出,2.16上程（審議未了）.

3. 5労働農民党結成（大阪.委員長 3.30「郵便年金法」公布. 3.18歯科医師法の外国免許に関し勅

杉山元治郎）. > 「郵便年金特別会計法」公布. 令公布（歯科医師免許につき相互主

3.27税制整理諸法各公布（営業税法, 義を採用.メキシコ,英国が対象）.

売薬税法,醬油税法,通行税法など 〇 「歯科医師会令」公布・施行（歯

廃止）. 科医師会が法人として設立）〈勅〉.

> 「薬剤師会令」公布〈勅〉.

〇 薬剤師の外国免許に関する勅令公 

布.

4. 9治安警察法改正法公布（罷業の 4. 9「労働争議調停法」公布（7.1施
誘惑,扇動を処罰する第17条,30条 行.公共企業等の労働争議に強制調

削除）. 停を認める治安警察法第17条,30条
4.10「暴力行為等処罰に関する法律」 廃止に伴う措置）.

公布. 4.26浜松日本楽器ストライキ（待遇

4.1! 平野力三ら,全日本農民組合同 

賜を結成.

4.22「幼稚園令」公布（小学校令に含 

まれていた幼稚園関係の規定を分 

離）〈勅〉.

改善を要求）•

5.25社会局,救貧法案を発表. 5.2!「家畜防疫職員制」公布〈勅〉.

6.24府県制・市制・町村制•北海道 

会法改正（普通選挙制採用,自治権 

拡張）.

6.-わが国は国際衛生条約に署名.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

9.26中央社会事業協会,中央融和事 

業協会創立（地方改善部を改組）.

12.12「地方社会事業職員制」公布•施 

行（地方社会事業主事を設置）.

大正15年=昭和1年

3.3!「大正9年二於ケル尼港事変及 

「オコーック」事変ノ為損害ヲ被り 

タル者ノ救恤ニ関スル法律」公布• 

施行.

4.25週刊婦女新聞社内に,母子扶助 

法制定促進会設置

5.19貴•衆両院議員融和問題研究会 

創立

6.22内務省に社会事業調査会を置く 

（7.15濱口内相,「社会事業体系二関 

スル件」,「児童扶助制度ニ関スル

「労働者職業病補償に関する条約」 

などを採択.

ー パリで,第2回国際花柳病予防会 

議開催.

3.29健康保険法改正公布（7.1施行. 
保険料徴収・保険給付,翌年I-1 
施行）.

> 「健康保険特別会計法」公布（翌 

年1.1施行）.

4.21社会局に保険部設置（健康保険 

課昇格,5.12大阪に社会保険部出張 

所,10.1全国50か所に健康保険署を 

設置）〈勅〉.

6.30「健康保険法施行令」公布〈勅〉.

（英）新「公衆衛生法」に煤煙防止を規 

定.

> 「親子縁組法」制定（里子と委託 

された里親の養子縁組を制度化）.

（米）アメリカ精神医学ソーシャル・ワ 

ーカー協会（AAPSW）設立.

>米国最初のボランティア•ビュロ 

 がボストンに創立.

>医療費問題検討委員会設立.

（仏）12.31 労働の規則のなかに「年少 

者および女子の労働に対する特別規 

定」制定（18歳未満の年少者•女子 

に対し,危険な労働の禁止,婦人が 

働く場所でのイスの数の設備の基準 

などを示す）.

（独）11.20失業者に対し「緊急扶助法」 

公布（失業扶助金の満了者に対し, 

緊急扶助金を支給）.

（伊）5. 6疾病に関する被用者保護に 

ついての条例公布（がん（悪性腫 

瘍）予防事業を開始）.

（ソ連）「託児所令」公布・
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大正15年=昭和1・2年（1926・27）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

7.1郡役所廃止.地方官官制中改正 

により道府県に学務部設置.須要な 

府県に土木部,産業部,衛生部も置 

きうることとなる.

8. 6日本放送協会設立.

7.1「鉱夫労災法」公布.

7. 3「工業に使用し得る児童の最低年 

齢を定むる条約」批准.

7. 9保健衛生調査会,小児保健所指 

針と花柳病予防法案を内相に答申.

9. 3浜松市議会議貝選挙（日本最初 

の普通選挙法により執行）.

9.一全国家計調査実施.

10.17日本農民党結成（幹事長平野力 

三）.

11.18 IL〇に関する事務を外務省条約 

局より社会局へ移管,ジュネーブの 

事務所も社会局に移管〈勅〉.

11.10日本歯科医師会設立（日本連合 

歯科医師会は解散）〈内告〉.

11.16日本薬剤師会設立〈内告〉.

12・4日本共産党再建.

12. 5労働農民党脱退の総同盟など右 

派で社会民衆党結成（委員長安部磯 

雄）.

12.9総同盟反幹部派と日本農民組合 

脱退派を中心に日本労農党結成（委 

員長三輪寿壮）.

12.12労働農民党再出発（委員長大山 

郁夫）.

12.24第52回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

12.25大正天皇崩御,皇太子裕仁親王 

践祚,昭和と改元.

この年,秋以降不況深化.

12.26 政府,日本歯科医師会と診療契 

約を締結.

——この年,日本精神衛生協会設立.

昭和2年

1.17 「代用消毒薬品検定規定」制定 

〈内令〉.

1.20内務省,「食肉輸移入取締規則」
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

件」諮問）.

6.-財団法人児童愛護会設立.

7.1「健康保険法施行規則」公布〈内 

令〉・

8. ?「健康保険署官制」公布（10.1施 

行.全国50カ所で準備事務開始） 

〈勅〉.

8.24内務省社会局,「健康保険組合規 

約例」を制定.

（ニュージーランド）「家族手当法」を 

制定（所得調査のある無拠出制度）.

（国際）英•独•伊各国労相のロンドン 

会議で,週48時間労働制承認.

＞国際社会事業会議組織.

＞パリで,第2回国際セツルメント 

事業会議開く.

9.14廃娼運動に反対の全国貸座敷連 

合代表廓清会,矯風会に押しかけ威 

嚇.

9.29内相,感化法改正について社会 

事業調査会に諮問（昭2. 6調査会, 

改正感化法案要綱を答申）.

＞社会事業調査会,児童扶助法案要 

綱を決議.

12. 2中央社会事業協会,第1回全国 

児童保護事業会議を東京市で開催 

（「児童扶助法制定ニ関スル件」を審 

議）•

10.21「政府ノ管掌スル健康保険ノ保険 

料率制定ノ件」告示（石炭山労務者 

1000分の80,その他1000分の40）〈内 

告〉.

11.4政府,日本医師会と健康保険診 

療契約締結（団体自由選択主義によ 

る契約）.

11.20健康保険診査会の名称•位置• 

管轄区域を定める〈内告〉.

11. - 日本労働組合評議会,加盟組合

に健康保険反対闘争指令（政府資本 

家の保険料全額負担等要求）.

12. 6政府,日本歯科医師会と診療契 

約締結.

12.17政府,日本薬剤師会と薬剤支給 

契約締結.

12.28健康保険代行の10官業共済組合 

指定（内閣印刷局,専売局等）.

12.29健康保険組合319の設立認可.

この年,秋頃から全国約80の公立 

病院に対して健康保険の診療契約締 

結の交渉開始.

昭和2年

1.1健康保険法全面施行（健康保険 

法による給付開始）.

1. 2月にかけて健康保険料の資本

6.20ジュネーブ海軍軍縮会議開催

（〜& 4.全権,齋藤實.8. 3決裂）.
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昭和2年（1927）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

を制定（5.1施行.輸移入食肉に輸 

出国または移出地の証明書添付,指 

定海港での検査義務化）〈内令〉.

3.1 全日本農民組合結成（日本農民 3.30「不良住宅地区改良法」公布（7. 3.31 産婆規則改正（産婆試験および

党の除名派が結成）. 15施行.都市人口の急増による不良 産婆名簿に関する費用を府県の負担

3. 3明治節（11.3）制定の詔書. 住宅密集地区における居住状態の改 とする）.

3. 6日本農民組合総同盟結成. 良向上を図る）.

3.14片岡蔵相,衆議院で渡辺銀行の > 「海外移住組合法」公布（5.1施
破綻を言明（金融恐慌の発端.以後 行.自作農として海外に移住する企

銀行の休業続出）.

3.26台湾銀行,鈴木商店に新規貸出 

停止（4. 5鈴木商店破綻）.

3.30「銀行法」公布.

業移民の助成）.

4.1「兵役法」公布（徴兵令廃止）. 4. 6内務省,「工場附属寄宿舎規則」 4. 5「花柳病予防法」公布（9.1一部

4.1?枢密院,台湾銀行救済緊急勅令 を公布. 施行,昭13. 4. 20全面施行.娼妓以

案否決（若槻内閣総辞職.各地で銀 4. 9福岡地方職業紹介事務局設置 外の接客業者（酌婦,芸妓等）の売

行取付起こる）• （東京,大阪,名古屋に次ぐ）〈勅〉. 淫対策の初め）.

4.20田中義一内閣成立. 4. 6「工場附属寄宿舎規則」制定（7.
4.22「私法上ノ金銭債務ノ支払延期及 1施行）〈内令〉.

手形等ノ権利保存行為ノ期間延長二 4. 9「獣医師法」施行.

関スル件」（21日間のモラトリアム）. 

全国の銀行一斉休業（4.25営業再 

開）.

> 「獣医師会令」公布〈勅〉.

5. 3第53回臨時議会召集（5. 4開院 5.1東京市,知識階級職業紹介所を 5.12日本産婆会設立

式,5. 8閉会）.

5.27「資源局官制」公布（内閣に設置. 

国家総動員のため人的・物的資源の 

統制等を統轄）〈勅〉.

5.28第1次山東出兵（8. 30撤退声明）.

設置（5. 7開所）.

6.1 立憲民政党結成（憲政会,政友 6. 5北海道旧土人保護法関係事務を

本党合同）. 地方局から社会局に移管.

6. 3革新党結成（尾崎行雄ら）. 6.18社会事業調査会,失業保護施設

6.27外務省•陸軍省•関東軍の首脳 に関する体系を決議（職業紹介,失

ら,対華政策決定のため東方会議を 業救済事業,職業補導および授産,

開催. 職業選択および指導,失業救済の5 
項目を失業対策 保護の範囲とす 

る）.

7.20日独通商航海条約署名. 7. 7人口食糧問題調査会設置（食糧 

増産を検討）〈勅〉.

7.14神戸に移民収容所設置決まる 

（開設は昭3. 3. 7,のち長崎•横浜 

にも設ける）〈勅〉.

7.-第1回消費組合デー.

8. 5内務省,「航空検疫規則」を公布 

（9.1施行.日本国外•朝鮮または 

台湾より来航する航空機に対する検 

疫規則で,対象疾病は,ペスト•コ 

レラおよび痘そう）〈内令〉・
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

3.30「震災被害者ニ対スル租税ノ免除 

猶予等ニ関スル法律」公布•

3.3!「公益質屋法」公布（8.10施行）.

5. 2「京都府臨時職員設置ニ関スル 

件」公布（震災地の復興のため） 

〈勅〉.

5. 5第1回全国乳幼児愛護デー開催 

（母の会や講習会など各地で開催.

昭6年以降,乳幼児愛護週間とな 

る）.

6.18社会事業調査会,一般救護に関 

する体系を答申（妊産婦保護,乳幼 

児保護,病弱児保護など8項目の実 

施事項を決議.救護法の骨子とな 

る）.

＞社会事業調査会,改正感化法案要 

綱を内務大臣に答申.

家全額負担,保険給付の増額,給付 

の範囲の拡大,保険組合の労働組合 

管理などを要求する争議続発.

2.16「健康保険組合二対シ交付スル国 

庫負担金概算払ニ関スル件」制定 

（毎年2回4月末日と9月末日に社 

会局長官に申請）〈内令〉.

4.30健康保険の保健施設方針を指示 

（疾病および災害に関する注意書の 

配布.結核および花柳病に関する予 

防施設,健康診断,体育奨励,伝染 

病および地方病の予防,衛生思想の 

普及宣伝など）.

5.- 政府,公立病院と健康保険の診 

療契約逐次締結.

6.- 保険給付の適正化をめざし,視 

察員制度設置.

7.13内務大臣,労働保険調査会に, 

健康保険制度に関し改善を要求すべ 

き事項は如何と諮問

8. 9 「政府ノ管掌スル健康保険ノ歯科 

診療ヲ担当スヘキ保険医ニ関スル 

件」告示（従来の団体契約を各歯科 

医との直接契約に改む）〈内令〉・

8.19 「健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大 

学附属医院等ニ関スル件」公布（附 

属病院における保険医療の細目を規

（英）「精神薄弱者法」制定•

＞失業保険の過渡的給付制度実施.

（米）オクラホマ州のエルク市地域病院 

で,アメリカ最初の医療協同組合設 

立.

＞ 工ーブニハム,エブスティーンら 

によりアメリカ老齢社会保障協会設 

立（後のアメリカ社会保障協会の前 

身）.

＞「昼間里親」制度実施（働く母の 

子供を他人の家が預る.保育所の代 

替制度）.

〇医療費委員会,正式発足.

（独）4.14「労働時間緊急法」制定（乱 

れた8時間労働制を厳守させる）.

7. 9疾病保険の一部改正（妊産婦へ 

の給付改善）.

7.- 「職業紹介および失業保険に関す 

る法律」制定（失業保険と緊急扶助 

による困窮者救済.全国に職業紹介 

•失業保険会社設置）.

12.12疾病保険の加入対象に海員を追 

加.

（フィンランド）「幼稚園法」制定（社会 

福祉としての幼稚園）.

〇 「保健法」制定（公的な医療サー 

ビスの提供）.

（オランダ）12. 24「労働協約法」を制定.

（べ儿ギー）9. 9「職業病に対する労災 

保険法」公布.

（カナダ）老齢扶助制度実施（70歳以上 

の一般国民を対象とする年金）.

（ソ連）社会保険として最初の老齢年金 

制度実施（対象は紡績労働者）.

（ニュージーランド）4.1家族給付制 

度，実施.

（国際）5. 25 ILO第10回総会ジュネー 

ブで開催（〜6.16）.条約24号「工 

業及び商業における労働者ならびに 

家庭使用人の為の疾病保険に関する 

条約」,25号「農業労働者の為の疾 

病保険に関する条約」を採択.

10. 4欧州9カ国の疾病基金,共済組 

合など17団体,ブリュッセルで「国 

際社会保険会議」を開きOIMASを 
組織（ISSA （国際社会保障協会の
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昭和2・3年（1927・28）

背 景 社会保障一般 衛生 • 医療

9.16野田醬油ストライキ（〜昭3. 4. 9.10東京府,「病院産院取締規則」,

19,賃上げ・団体協約締結を要求）. 「診療所取締規則」制定（病院・産 

院•診療所の開設,管理,構造•設 

備に関する監督規定）.

9.20伝染病研究所官制中改正（所員 

を加える）〈勅〉.

10.2! 第1回全国方面委員会議開く 

（〜10. 22.方面委員に関する法規制 

定について建議）•

11•一内務省社会局,労働者災害扶助 

法案要綱を地方長官および関係事業 

者に諮問.

10.1!「国立癩療養所官制」公布〈勅〉.

12.24第54回通常帝国議会召集（12. 26 12.16社会事業調査会,「融和促進に関 12.-国立公園協会設立.

開院式,翌年1.21解散）.

12.30柬京上野,浅草間に最初の地下 

鉄開通

する施設要綱」を答中.

——この年,中国における日貨排斥運 

動激化のため,綿製品輸出総額•前 

年比13%減少.

＞この年から数年間,金融恐慌の影 

響と新銀行法のため,銀行合同盛ん.

この年,流行性感冒狷獗を極む.

昭和3年

1.23日ソ漁業条約署各

2.20第16回衆議院議員総選挙（最初の 

普通選挙.政友217,民政216,無産 

諸派8,実業同志会4,革新3,中 

立その他18）.

1.! 狂犬病予防事務を農林省から内 

務省へ移管する旨閣議決定（昭4. 4 
より実施.狂犬病撲滅が家畜防疫か 

ら公衆衛生の課題となる）.

1.- 流行性感冒さらに猛威.

＞ 警視庁,結核相談所ならびに巡回 

トラホーム診療班を設ける.

3.15日本共産党員全国的検挙（3・15 3.24「痘瘡予防ノ為,檻褸,古綿,古

事件）. 著類,古・敷物類ヲ支那ヨリ輸人スル 

コトヲ得サル件」公布く内令〉.

4.10労働農民党,日本労働組合評議 4.29国民融和の実現に関する内務大 4.- 東京〜大阪に天然痘流行（この

会,全日本無産青年同盟に対し解散 臣訓令. 年,全国の罹災者723人,死者100人
命令出る. 昭19年までの最高）.

〇日本商工会議所設立. ＞内務大臣,日本中央結核予防会に,

4.20第55回特別帝国議会召集（4.23 農村結核予防に対する対策如何を諮

開院式,5. 6閉会）. 

〇 第2次山東出兵.

問
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

定）〈勅〉. 前身,1936年年金保険関係を追加）.

10.2!第1回全国方面委員会議（〜10. 10.27労働保険調査会,健康保険制度

22•中央社会事業協会主催）. の改善事項につき答申（業務外の軽

12.16社会事業調査会,児童保護事業 

に関する体系を決議（妊産婦・乳幼 

児•病身身児•貧困児の保護,少年職 

業指導並労働保護,児童虐待防止, 

不良児童•異常児保護）•

微疾病の給付除外,不行跡による事 

故の傷病手当金不支給,保険者の附 

加給付.答申に基づく改正案議会に 

上提されず）.

昭和3年

2.10 「健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大 

学附属医院其ノ他之二準スヘキ病

（英）微生物学者フレミング,ペニシリ 

ンを発見（抗生物質療法の途を拓 

く）.

（米）ニューオルリンズのダラ市で,初 

めて共同募金の寄付済みの印として 

赤い羽根を使用.

（仏）4. 5「社会保険に関する法律」公

院」告示〈内•文告〉• 布（疾病,出産,廃疾などの短期部

3.-財団法人啓成社設立（肢体不自

門と,長期給付を一つの制度に総合 

化.資金,事務組織の一元化,負担

由者の職業補導のため財団法人同潤 の労使折半・医療保険は,医療費の

会より分離独立）. 80%償還方式.年金は,拠出30年で
＞社会事業調査会,社会事業機関な 賃金総平均の40%支給）.

らびに経費に関する諮問に対する答 5. 3018歳未満の年少者,特定産業の

申で,共同募金の構想を勧奨. 16歳未満の徒弟•女子の夜間労働の

4.1社会事業研究生制度設置（社会 4. 7健康保険法施行規則中改正（処 禁止.

事業主事を養成する機関として社会 方せんや証明書を求められたとき, 7.19「職業紹介法」（労働法典第4編）

事業研究生制度が設置される）. 保険医は正当な理由がない限り拒め 制定.

4.-社会事業家共済組合,中央社会 ないことを規定）. -低家賃住宅の建設開始.

事業協会の経営で発足.

（独）12.-失業保険法一部改正（失業 

保険財政の緩和のため,季節的失業
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昭和3・4年(1928 • 29)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

5. 3済南事件（日本軍,済南で国民 5. 4文部省 学校衛生課を体育課に

革命軍と衝突）. 改める（体育運動行政を文部省にー 

元化）.

6. 4張作霖爆死事件（満州某重大事 6. 9「雇員扶助令」公布〈勅〉. 6.12人工甘味質取締規則中改正（治

件). 療目的に用いる飲食物への使用を許

6.29治安維持法改定（死刑,無期刑 可）〈内令〉.

を追加）. 6.15「飲食物防腐剤,漂白剤取締規 

貝リ」制定（明36年の飲食物防腐剤取 

締規則に漂白剤を追加 旧取締規則 

廃止）〈内令〉.

> 「飲食物中亜硫酸試験法並天然果 

実汁及天然果実蜜類中安息香酸試験 

法」制定〈内令〉.

7. 3内務省,警保局に高等課を新設, 

保安課を拡充（未設置の県に特別高 

等警察課を置く）.

8.2?戦争放棄に関する条約（パリ不 

戦条約）署名.

9. 7「経済審議会官制」公布（昭5. 9.1内務省,鉱夫労役扶助規則改正 9.24日本癩学会創設,第1回東京開

4.10廃止）〈勅〉. を公布（昭8. 9.1施行.婦人・年 

少者の坑内,深夜作業禁止）〈内令〉.

催.

10.1「支那ニ於ケル阿片及麻酔剤取締 10. -東京高等歯科医学校設立（唯一

令」公布〈外令〉. の官立歯科医学専門学校）.

>日本赤十字社,社会看護婦の養成 

を開始.

11.10即位の大礼〈詔〉. 11.8労働者災害補償ニ付テノ内外人 11.1 御大礼記念事業として,国民保

> 「減刑令」,「復権令」公布. 労働者ノ均等待遇ニ関スル条約（I 健体操（ラジオ体操）始まる.

LO19号）公布（10. 8批准登録）.

> 労働者職業病補償ニ関スル条約 

（ILO5号）公布（10. 8批准登録）.

> 「船中ニ於ケル移民監督ノ単純化 

ニ関スル条約」（ILO）批准.

11.17第4改正日本薬局方中改正.

12.20日本大衆党結成（日本労農党な 12.26労働組合,連合して労働組合法 12.29「東京高等歯科医学校規程」制定

ど中間派合同）. 案要綱を決定. （昭4. 4.1施行）〈文令〉・

12.24第56回通常帝国議会召集（12. 26
開院式,翌年3. 25閉会）.

この年,経済界で金解禁論盛ん. この年,人口食糧問題調査会設置. この年,メキシコとの医師免許, 

歯科医師免許に関する相互主義破棄.

昭和4年

1.17労農大衆党結成.

3.28工場法改正公布（婦人および年 3.16帝国看護婦協会設立.

少者の深夜業禁止）. 3.19「学校医幼稚園医及青年訓練所医 

令」公布〈勅〉.

3.28癩予防法改正（国立のらい療養 

所を規程に加え,救護費の規定の中 

に患者本人以外に同伴者,同居者を 

加える）.

4.13憲兵条例を「憲兵令」に改正 4.1医師試験,歯科医師試験,薬剤

〈勅〉. 師試験の試験事務,文部省から内務

1126



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

6.30「海軍病院ニ於テ健康保険ノ療養 

ノ給付又ハ之二相当スル共済組合ノ 

給付ノ為診療ヲ為スコトヲ得ルノ 

件」公布（7.1施行）〈勅〉.

者の給付を6週間に制限）.

（伊）5. 20「強制結核保険法」制定（結 

核予防財団の設立,予防運動の活発 

化）.

（スウェーデン）遺族基金を創設.

> 「労働者裁判所法」公布.

（デンマーク）チェスト•クリニック 

（結核相談所）を各地方団体に設置.

（オランダ）7. 2職業病に対する,最 

初の保険制度制定・

（スイス）6.13「結核保険法」制定（結 

核者の健康保険の付加給付）•

（国際）5.30 ILO第11回総会,ジュネ 

ーブで開催（〜6.16）.条約26号 

「最低賃金決定制度の創設に関する 

条約」採択.

> 第1回国際社会事業会議,パリで 

開催.

11.17 「健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大 

学附属医院」告示〈内•文告〉.

12.— 中央社会事業協会,第1回全国 

救護ならびに救療事業会議開催（救 

護法制定促進運動を行うことを決 

議）.

—— この年,方面委員制度,全国に普 

及.

〇全道府県に社会課が設置される.

12. 4社会局,健康保険診療方針（歯 

科除く）を制定（通牒.健保診療は 

必要の範囲内でこれを行い,経済的 

にして最も適切なことを要求さる）.

昭和4年

4. 2「救護法」公布（昭7.1.1施行. 

老齢者•幼児•妊産婦・不具廃疾者

3.28健康保険特別会計法中改正法公 

布（政管健保の国庫補助を毎年度予 

算の定めるところとする）.

>健康保険法中改正法公布（6.1施 

行.支給期間の拡大.1年180日を, 

1疾病180日に）.

3.-社会局保険部,被保険者受診心 

得,作成配布.

4.18社会局技師は臨時命を承け健康 

保険署の事務を助けることを規定

10.24ニューヨーク株式市場大暴落 

（世界的大恐慌始まる）•

（英）ウッド委員会報告（精薄児の在宅 

ケア強調）.

> 地方自治法改正（救貧法関係行政 

を都市および地方の委員会に移管）.

（米）テキサス州ダラスで学校教員の入 

院費用を対象とする「相互救済組 

合」を組織（ブルー •クロスの起
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昭和4年（1929）

背 景 社会保障一般 衛生・医療

4.16共産党員全国的大検挙（党組織 省へ再移管〈勅・内令〉.

潰滅的打撃.4.16事件）. 4.10大阪帝国大学に,大阪皮膚病研

4.18 「地方警察職員制」を定める 究所を設置.らいの研究が開始され

〈勅〉. る.

4.24「農業調査令」公布〈勅〉. 4.18防疫職員に獣医を加える〈勅〉.

〇 官立医科大学に熊本医科大学を加 

える〈勅〉.

5.1？国民政府の正式承認方に関する 

件閣議決定.

5.22 「米穀調査会官制」を定める 

〈勅〉.

6.10拓務省設置〈勅〉. 6.10移植民保護奨励に関する事項, 6.10 樺太における産婆規則適用にっ

6.19府県制•市町村制中改正（7.1施 内務省から新設された拓務省へ移管. いては内閣総理大臣から拓務大臣に

行）〈勅〉. > 移民収容所を拓務省に移管. 改む〈勅〉.

6.26工場法施行令中改正（葬祭料を 6.20「工場危害予防及衛生規則」制定

賃金の30日分.帰郷時の旅費規程に （9.1施行）〈内令〉・

7.1 文部省に社会教育局を段く.ま

業務上の負傷,健康保険の療養給付 

を受ける職工を加える）〈勅〉.

7.19内閣に社会政策審議会設置（12.
た,学生生徒の思想の調査および指 29廃止）〈勅〉.

導のために学生部を置く〈勅〉. 7.27戦地軍隊における傷者および病

7. 2濱口雄幸内閣成立（幣原外交・ 者の状態改善に関する条約署名.

井上財政始まる）.

7. 9濱口内閣,10大政綱発表（対華 

外交刷新,軍縮促進,財政整理,金 

解禁断行など）.

8. 9濱口首相,刻下経済界の状況に 

鑑み失業救済のため施設すべき事項 

如何を社会政策審議会に諮問

8.12内務省,全国失業状況調査を初 

実施（11月,26万8590人と発表）.

9.12社会政策審議会,失業救済案を 9. 3 「「コカ」樹ノ栽培取締ニ関スル

答申・ 件」公布〈内令〉・

10.15官吏1割減俸案閣議決定（10. 22

9.17政府,失業救済につき,事業調 

節委員会設置.

10.23学校医制度を官立学校,私立大

反対運動起こり撤回）. 学,高等学校および専門学校まで拡

10.一 米国株式市場暴落の影響を受け, 大.また幼稚園,青年訓練所医にも

生糸価格期落. 準用する〈文令〉.

11.!労農党結成.

10.29文部省,学校看護婦に関する件 

を制定（学校看護婦の資格基準およ 

びその職務内容の全国的統一）.

11.18空気の衛生展覧会,東京市衛生

11.21内閣に産業合理化審議会設置 試験所で開催（煤煙による空気汚染

（産業合理化政策,本格的に始まる）. に関心高まる）.

>昭5.1.11をもって金解禁を行う 

旨を閣議決定.

11.26「物価調査規則」制定（12.1施 

行）〈商令〉.

12.10社会民衆党分裂（翌年1.15脱退 12. 7社会政策審議会,「労働組合法制

派,全国民衆党結成）. 定ニ関スル件」を答申.

12.23第57回通常帝国議会召集（12. 26 12.11社会局,労働組合法案を公表.

開院式,翌年3. 25閉会）. 12.16鉱業警察規則改正（昭5.1.1施
12.29 「家屋賃貸価格調査令」公布 行）〈商令〉.

く勅〉. 〇石炭坑爆発取締規則改正（昭5.1.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

・疾病者に対する公的扶助制度・国 

の負担2分の1,道府県と市町村の 

負担各4分の1.棄児養育米給与方, 

三子出産の貧困者への養育料給与方, 

恤救規則廃止）.

5.-社会事業調査会,社会事業機関 

ならびに経費,医療保護施設,社会 

教化事業などに関する社会事業体系 

を決議.

10.—中央盲人福祉協会設立（中央社 

会事業協会から独立）.

〈勅〉.

6.1健康保険法施行規則中改正〈内 

令〉・

7.31健康保険署官制廃止（8.1施行. 

事務は内務省社会局より地方庁に移 

管.東京は警視庁,北海道は道庁. 

府県警察部に健康保険課設置）〈勅〉.

9.26労働保険調査会,船員保険法案 

要綱について内相に答申.

12. 6社会政策審議会,船員保険法案 

について答申.

源）.

（独）2. 26連邦および州援護局設立 

（地方自治体の職員,労働者のため 

に付加保険を実施.死亡に際しては 

遺族に援護年金,保険年金,埋葬手 

当などを支給）.

（伊）5.13職業病補償保険,強制保険 

となる.

6. 23法律により,各州の都市に州立 

結核撲滅組合創設.

（スウェーデン）「精神病に関する法律」 

制定

> 「国家保険法」制定（労働者の職 

業病を補償）.

（オランダ）病理学者エイクマン,ビタ 

ミン欠乏症の研究でビタミンBを発 

見

> 疾病・出産保険制度（現金給付） 

実施（1941年には医療（現物）給付 

となる）.

（ソ連）1週5日制（4日労働1日休 

養）を採用.

〇 「労働者,農民の医療」の改善計 

画発表（病院病床の増床,療養所• 

休息の家の倍増）.

〇 年金保険制度を,鉱山•金属•鉄 

道・水上運輸に適用拡大.
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昭和4・5年（1929。30）

背 景 社会保障一般 衛生 • 医療

この年,産業合理化政策,本格的

1施行）〈商令〉.

—— この年,社団法人大日本理容協会

に始まる.銀行合同さらに進む.大 設立（明39年設立の大日本美髪会を

学卒業者の就職難深刻化. 母体とする）.

昭和5年

1.1!金輸出解禁を実施. 1.14 内務省に国立公園調査会設置

1.20ドイツ国トノ協定及債券国間ノ （10- 31,国立公園法要綱決定）.

取極. 1.- 東京府大崎に,大崎無産者診療

2.20第17回衆議院議員総選挙（民政 2.1社会局,全国の製糸業者に女工

所開設.

党273,政友会174,国民同志会6, の賃金不払について警告.

無産諸派5,革新党3,中立その他 

5）.
2.26共産党全国的検挙（〜7月）.

4.2!第58回特別帝国議会召集（4. 23 4.10 人口食糧問題調査会官制廃止

開院式,5.13閉会）. 〈勅〉.

4.22 ロンドン海軍軍縮条約署名（補 4.26「失業防止委員会官制」公布（事

助艦対米英6割9分7厘5毛.10. 業調節委員会廃止）〈勅〉.

2批准）.

4.25衆議院で統帥権干犯問題起こる 

（政友会犬養毅ら,ロンドン条約締 

結に関し統帥権干犯と政府を攻撃）.

5.20内務省,地方財政の節約を訓令 5.29職業紹介事務局官制中改正（6. 2 5.19内務省,「麻薬取締規則」を制定

〈内訓〉. 施行.青森地方職業紹介事務局設 （第2阿片会議条約の効力発効に伴

置）〈勅〉. うもの）〈内令〉.

6.1全国労働組合同盟結成.

＞汚物掃除法一部改正（し尿の収集 

・処分は市町村の義務）.

6.10「薬品営業並薬品取扱規則ニ依ル

6. 2「臨時産業合理局官制」公布（商 指定薬品」中改正〈内令〉.

工省外局,産業合理化政策の実施機 

関）〈勅〉.

6. 7為替手形及約束手形二関シ統一 

法ヲ制定スル条約署名.

7.20日本大衆党,全国民衆党,無産 7. 3鳖視庁,「理容術営業取締規則」

政党戦線,統一全国協議会の3派合 を公布（営業の許可,営業所の衛生

同し,全国大衆党を結成. 措置,理容師の資格など規定）.

9.一陸軍中佐橋本欣五郎ら,桜会を 9.26東洋モスリン亀戸工場大争議

8.19警視庁,東京における産児制限, 

妊婦調節などの医業類似行為を禁ず 

る指令を出す.

結成. （首切りに反対）.

10.29 中国の正式呼称を支那から中華 10.1 第3回国勢調査実施（内地人口 10.22有害性着色料取締規則中改正

民国に変更と閣議決定. 6445万人,外地人口2594万6000人. （化粧品に鉛白を使用することを禁

産業別就業者割合第1次産業49. 7%, 止）〈内令〉.

第2次産業20.3%,第3次産業29. 8 10.-内務省に薬業振興協議会を置く

%）・失業者調査も実施（失業者数 （製薬の国内生産奨励）.

11.14 濱口総理大臣,東京駅で狙撃さ

32万人）《閣訓》.

11.8石炭夫又ハ火夫トシテ使用シ得 11.20岡山県長島に最初の国立癩療養
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和5年

2.!全国方面委員,社会事業関係者 

により救護法実施期成同盟会結成.

2.— 最初の方面委員の連絡統制機関 

として,名古屋市方面委員連盟結成.

3.10内務省,各地方長官あて「不農 

少年感化訓令」を発する.

10.26第8回全国社会事業大会,母子 

扶助法の制定要望を決議.

io•一奥むめお,本所菊川町に婦人セ 

ツルメント設立

—— この年,鈴木梅四郎,八王子市に 

実費診療所設立.医療報酬規定など 

でハ王子市,南多摩郡医師会と衝突. 

いわゆるハ王子事件起こる.

2.2?「健康保険積立金運用規則」制定 

〈勅〉・

1.21ロンドン海軍軍縮会議開催.

（英）「精神病処遇法」公布.

[＞救済規則命令を達す（劣等処遇原 

則の廃棄）.

＞住宅法によるスラム•クリアラン 

ス開始.

＞国立衛生研究所（NIH）設立.

（米）11.-第3回ホワイトハウス児童 

会議開催（要保護児童の扶助,母子 

保健,児童福祉サービスなどを討議・ 

「アメリカ児童憲章」を採択）.

＞ 「退役軍人庁」が設立され,退役 

軍人に対する施策が講じられる.

〇 the National Institute of Health 
設立.

〇 Pure food and Drug Actが改正さ 

れてカン詰め食品も適用対象となる.

（仏）4.30「社会保険に関する法律を修 

正し,補充する法律」公布（7.1総 

合的な「社会保険法」を実施•1928 
年法の一部改正で,農業労働者の社 

会保険は農業共済組合が運営）.

一 公衆衛生省設置（予防・衛生•救 

済省の改称）.

（独）10.12失業保険法改正（保険料率 

を6.5%に引上げ,不当利用の根絶 

と財政の確立）.

（スウェーデン）老人向けサービスハウ 

ス建設開始•

〇 精神遅退児のため最初の特別病院 

開設.

〇失業者増大のため労働市場委員会 

設置.

（デンマーク）病院整備計画に着手.

（べルギー）8. 4被用者に対する家族 

手当制度実施（1937年,家事雇用者 

にも適用）.
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昭和5・6年（1930・31）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

れる. ル年少者ノ最低年齢ヲ定ムル条約批 所開所.

准. 11.30日本民族衛生学会設立.

11.- 東京府,「療術行為ニ関スル取締 

規則」制定.

12.23「家庭教育振興ニ関スル件」訓I令 12. 5閣議,失業対策公債3400万旧発 12.16医師試験規則中改正（年1回と

〈文訓〉. 行を決定（非募債方針くずれる）. する）〈内令〉.

12.24第59回通常帝国議会召集（12. 26 12.27「有害避妊用器具取締規則」制定

開院式,翌年3. 27閉会）. （昭6.1.10施行）〈内令〉・

——この年,世界恐慌わが国にも波及 この年,安達謙蔵内相,公衆衛生

（昭和恐慌.昭7年頃まで続く.米 ・医学教育の機関設立のために,ロ

価,農作物大暴落し,農村の危機深 ックフェラー財団に協力を依頼（内

刻化（「豊作ききん」）.物価下落, 務省に公衆衛生技術官訓練機関設立

輪出減退続く.会社の解散,減資, 準備委員会,生まれる）.

操短続く.労働争議,小作争議続 >日本精神衛生協会設立（会長三宅

11!） •
>大蔵省預金部,農村救済,失業救 

済などのため地方資金2億2900万円 

を融通.

鉱一）.

昭和6年

1.26日本農民総同盟,全日本農民組 

合合同し,日本農民組合結成.

1.3!「薬品標準用語」制定〈閣告〉.

2.24国立癩療養所官制改正（看護, 

調剤担当者を加える）〈勅〉.

3.19小切手二関シ統-一法ヲ制定スル 3.17衆議院,労働組合法案・労働争 3. 3岡山県の国立癩療養所の名称を

条約署名. 議調停法改正案を可決,貴族院審議 長島愛生園と定める〈内告〉.

3.30「抵当証券法」公布. 未了. 3. 8貞明皇后,らい予防事業に対し

3.3!「地租法」公布（課税規準を地価 3.28 「特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会 御内帑金を下賜.財団法人癩予防協

から賃貸価格に改める）. 計二繰入ルルコトニ関スル法律」公 会設立（藤楓協会の前身）.

> 「競馬法」中改正（6.1施行.政府 

納付金の割合を4 %-> 6 %とし使用 

目途に社会事業の経費を加える）.

3.- 桜会,大川周明ら,クーデタに 

よる軍部内閣樹立を企画,未遂（3 
月事件）.

布（昭6年度より施行）.

4.1「重要産業ノ統制ニ関スル法律」 4. 2 「入営者職業保障法」公布（11. 4.1「阿片委員会官制」制定〈勅〉.

（&11施行.強制カルテル立法）公 1施行.応召者の職業確保.） > 「国立公園法」公布（10.1施行）.

布. > 「労働者災害扶助法」公布（昭7. 4. 2 「寄生虫病片防法」公布（昭7.
〇 「牧野法」公布. 1-1施行.土木建築労働者,鉄軌道 8.1施行.寄生虫病の蔓延が著しい

〇 「無尽業法」改正（7.1施行）. 交通労働者等の業務上の傷病•廃疾 ため,従前の予防対策に法的根拠を

〇 「ロンドン海軍条約実施二伴フ海 ・死亡に対し事業主の扶助責任を定 与え,蛔虫,十二指腸虫,住血吸虫,

軍職工整理ニ関スル公債発行ニ関ス める）. 肝臓ジストマを対象とした）.

ル法律」公布. > 「労働者災害扶助責任保険法」公 >癩予防法改正（入所患者の公費負

>「自動車交通事業法」公布. 布（昭7.1.1施行.労働者災害扶 担など）.

4.13首相病状悪化のため,濱口内閣 助法・工場法・鉱業法に基づく事業 4.30官立医科大学官制中改正（名古

総辞職. 主の扶助責任を国家管掌の保険制度 屋医科大学を設置）〈勅〉.

4.14第2次若槻禮次郎内閣成立. によって代行）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

-この年,経済不況のため,私設社 

会事業の休廃止続出・

（ニュージーランド）失業保障制度を設 

定（20歳以上の国民に登録制を規定 

し,失業委員会から失業者の扶助を 

行い,公共事業を起こして仕事を提 

供.1932.7,この制度に医療サービ 

スを追加）.

> 「身体障害の軍人厚生法」を制定.

（国際）6.10 IL〇第14回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 28）.条約29号「強 

制労働に関する条約」採択.

-国際連盟主催の第1回万国らい会 

議,バンコクとマニラで開催.

〇 麻薬製造ならびに分配条約成立 

（1933年発効）.

>国際労働局,全世界の失業者は 

1500万人と発表.

昭和6年

1. - 日本産児調節連盟結成.

2. —全日本方面委員連盟「救護法実

施請願ノ表」を上奏

3.30軍事救護法中改正公布（昭7.1.1 
実施.傷病兵の範囲拡張,救護種類 

の追加等）.

3.31社会民衆党片山哲,母子扶助法 

案を衆議院に提出（上程に至らず）.

4.1「震災被害者二対スル祖税ノ減免 

猶予等ニ関スル法律」公布.

4.- 第1回全国消費組合協議会開催.

4.17全日本方面委員連盟結成（会長 

渋澤栄一）.

2. 9日本薬剤師会,昭6年度の健康 

保険に関する契約は医薬分業に依る 

に非ざれば締結せずと決議（昭6年 

から昭8年11月まで診療契約不成 

立）.

2. - 診療報酬の人頭割額を4分引き

下げ.

3. 7政府,船員保険法案,第59回帝 

国議会提出（不成立）.

（英）11.-失業保険（国民経済）令第 

2号公布（26週間以上給付を必要と 

する者には地方公的扶助委員会の二 

ード•テストに基づいて支給）.

（米）8.一連邦政府,失業救済委員会 

を設置

ニューヨーク州,「臨時緊急救済 

事業局TERA」を設置（2000万ドル 

の公債を発行）.

（仏）8. 241928. 8. 3!の徴兵法に基づき, 

軍人の困窮家族に対し,軍務手当金 

制度制定.

（独）1.-失業保険の給付削減を強化.

6. 5第2次の「財政・経済・社会的 

緊張状態排除のための大統領命令」 

公布（大規模な税制改革実施.失業 

保険の扶助率低下,待期期間の延 

長）.

（スウェーデン）新「医療保険法」制定. 

任意制も存続（法律によって疾病基 

金が提供すべき給付を規定.地区ご 

とに1基金の設置）.

>失業調査委員会設置.

> 「酔っぱらい取締法」制定

（フィンランド）マンネルハイム児童福 

祉財団,最初のホーム•ヘルプサー 

ビス実施.
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昭和6年（1931）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

> 「労働者災害扶助責任保険特別会 

計法」公布.

4.18日本労働組合総評議会結成.

5.2？「高等官官等俸給令」公布,「判 

任官俸給令」改正（6.1施行.官吏 

の俸給約1割減俸実施）〈勅〉.

6.28内田良平ら,大日本生産党結成.

6.30「米穀法施行令」公布〈勅〉.

7. 5無産3党合同.全国労農大衆党 

結成.

7.1「家計調査施行規則」制定〈閣〉・

7.15社会局,本年5月現在全国失業 

者総数40万人を突破と発表（失業統 

計開始以来の最高記録）.

6.1 結核予防対策の一つとして東京 

市立大塚健康相談所開設.

6.23「学校歯科医及幼稚園歯科医令」 

公布〈勅〉.

6.- 第1回児童栄養週間（第1日を 

欠食児童保護デーとする）.

7.13麻薬の製造制限及び分配取締に 

関する条約署名.

8.10「統制委員会官制」公布（8.11施 

行）〈勅〉.

9.18満州事変勃発（関東軍参謀ら, 

満州占領を企て奉天郊外柳条湖の満 

鉄線路を爆破）.

9.- 三井などの「ドル買い」激化 

（英国の金本位制停止により,日本 

の金輸出再禁止を見越したドルの思 

惑買い）.

10.17橋本欣五郎•大川周明ら,軍部 

内閣樹立のクーデタ企図,未遂（10 
月事件,錦旗革命事件）.

10.24国際連盟理事会,日本に対する 

満州撤兵勧告案を13対1で可決.

11.2「温泉治療学研究所官制」公布 

（九州帝国大学に置く）〈勅〉.

11.4健康保険歯科診療方針制定,乱 

療を戒める.

11.24第1回国立公園委員会総会開か 

れる.

11.27阿片吸食防止ニ関スル協定署名.

12.11若槻内閣,安達内相の辞職拒否 

により内閣不一致のため総辞職.

12.13犬養毅内閣成立（高橋財政始ま 

る）.

>金輸出再禁止を閣議決定（金本位 

制の停止,管理通貨制への移行）.

12.17「金貨兌換ニ関スル件」公布（銀 

行券の金貨兌換を停止）〈勅〉.

12.23第60回通常議会召集（12. 26開院 

式,翌年1.21解散）.

—— この年,不況さらに激化（特に東 

北•北海道の冷害・凶作による農村 

不況深刻化）.

〇 大蔵省預金部,失業救済,農村救 

済,中小商工業救済のため,地方資 

金3億4000万円融通.

12.28「労働者災害扶助責任保険審査会 

規程」制定（昭7.1.1施行）〈勅〉.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5. 4全国消費組合協議会設立.

5.16「震災ニ因ル神奈川県及静岡県災 

害土木費国庫補助規程」公布〈勅〉.

7. 5全日本私設社会事業連盟結成 

（全国の民間社会事業団体が結集し 

て全日本私設社会事業連盟を結成す 

る）.

8.11「救護法施行令」公布（昭7.1.1 
施行）〈勅〉.

9.16全日本私設社会事業連盟,政府 

に「私設社会事業助成並社会事業統 

制委員会設置ニ関スル法規ノ制定二 

関スル建議」を提出.

（べ儿ギー）9.28勅令により,「労働災 

害補償基本法」を制定.

（ソ連）6. 23新「社会保険法」制定 

（先進労働者の優遇策を採用）.

12.11週6日労働制（5日労働1日 

休養）実施.失業保険法廃止.

（ニュージーランド）失業法改正（失業 

委員会設置）.

（国際）5. 28 ILO第15回総会ジュネー 

ブで開催（〜6.18）.条約31号「炭 

坑における労働時間を制限する条 

約」を採択.
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昭和7年（1932）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

昭和7年

1.6社会民衆党大会,反ファシズム 1.8「供給労働者扶助令」公布〈勅〉.

•反共産主義・反資本主義の3反綱 

領決定.

1.8桜田門事件（桜田門外で天皇の 

馬車に爆弾投げられる）.

1.28上海事変起こる（海軍陸戦隊, 

中国第19路軍と交戦開始）.

2. 9前蔵相井上準之助,血盟団員に 2.24内務省,公立健康相談所の設置

射殺される（3. 5団琢磨射殺,3.11 について通達（日本放送協会ラジオ

盟主•井上日召自首-血盟団事件）. 納付金を財源に,公立結核予防相談

2.29国際連盟のリットン調査団来日. 所を開設）.

3.1満州国,建国宣言を発表. 3.-内務省社会局,農業衛生思想啓

3.18大阪で国防婦人会発会（12.13大 発に関し通知.

日本国防婦人会発会）.

〇第61回臨時帝国議会召集（3. 20開 

院式,3. 23満州事変関係予算成立, 

3. 24閉会）.

3.26「満州事件ニ関スル経費支弁ノ為 

公債発行ニ関スル法律」公布.

5. 5上海停戦協定署名. 5.12上水協議会を法人組織に改め,

5.15陸海軍青年将校総理大臣官邸そ 社団法人水道協会として新発足.

の他を襲撃.犬養総理大臣を射殺 

（5.15 事件）.

5.23第62回臨時帝国議会召集（6.1 
開院式,6.14閉会）.

5.26斎藤實内閣成立.

5.29日本国家社会党結成（赤松克曆 

ら）.

6.18「昭和7年度一般会計歳出ノ財源 6.13衆議院,時局匡救決議を可決. 6.25「第5改正日本薬局方」公布（昭

二充ッル為公債発行ニ関スル法律」 6.18「恩給ノ减額補給及停止ニ関スル 7.10.1施行）〈内令〉.

公布（赤字公債発行開始）. 法律」公布. 6.2?薬品営業並薬品取扱規則ニ依り

> 「行政整理又ハ軍備整理ニ際シ退 薬品指定毒薬劇薬設定（10.1施行.

官退職シタル者等二支給スル特別ノ 従前ノ同品目廃止）〈内令〉.

賜金又八手当ニ関スル件」公布 〇毒物劇物営業取締規則中改正.

7.1「資本逃避防止法」公布.

〈勅〉.

7.22「失業対策委員会官制」公布（失 7.22内務省,「売薬部外品取締規則」

7.24全国労農大衆党,社会民衆党合 業防止委員会廃止）. を制定（滋養強壮剤,体臭・脱毛防

同し,社会大衆党結成. 7.30「傷痍軍人特別扶助令」公布（8. 止剤の発売にも地方長官の免許が必

1施行）〈勅〉. 要となる）く内令〉.

&22第63回臨時帝国議会召集（8.23

7.23「寄生虫病予防法施行規則」公布 

（8.1施行）〈内令〉.

〇文部省,農漁村の欠食児童20万と 

発表（9. 7学校給食臨時施設方法を 

発布）.

7.- 安部磯雄,市川房枝,平塚雷鳥 

ら堕胎法改正規成同盟結成.

8.20農山漁村貧困者救療費として,

開院式,9. 4閉会.いわゆる時局匡 内帑金300万円下賜（これらにより,

救議会）. 時局匡救医療事業として農山村に出

9. 3昭7年度追加予算公布（農村救 9. 5政府,農山漁村経済更生運動を

張巡回診療開始）.

済などの時局匡救計画実施）. 開始（農村社会事業興隆の契機）.

9. 5「地方債許可暫行特例」公布（時 9. 6「市町村立尋常小学校費臨時国庫
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和7年

3.26全日本方面委員連盟発足（全国 

の方面委員の連合体として全日本方 

面委員連盟が結成される）•

7.-社会局,俸給生活者老廃遺族年 

金保険法案を作成.

（英）11--「ニード決定法」公布（個々 

の失業保険給付の必要度をテストと 

する具体的基準を提示）.

— スラム一掃5カ年計画実施.

（米）1・ーウィスコンシン州,アメリ 

力最初の「失業補償法」制定（2年 

後発効）.

7. 21「緊急救済再建法」成立（フーバ 

ー大統領,復興金融会社に各州（郡 

•市を含む）の失業対策に3億ドル 

の資金貸付けを付与）.

> ウィスコンシン州で,アメリカ初 

の「失業補償積立金制度」制定.

（仏）3.11被用者に対する家族手当支 

払を強制化（民間企業主に家族手当 

平衡金庫に加入・拠出の義務を課 

す）.

一有害な工場煙の大気放出を禁ずる 

法律制定.

[> ソーシャル•ワーカーの国家資格 

倉I]設（2年間の学業を終了した25歳 

以上の者に資格付与）.

（独）ドーマク,スルフォンアミド系製 

剤を発明.

（ニュージーランド）賃金,俸給,各年 

金額の10%引下げ（老齢年金のみ5 
%増額,1935年旧に復す）.

（国際）4.12 ILO第16回総会ジュネー 

ブで開催.条約33号「非工業的労務 

に使用しうる児童の年齢に関する条 

約」採択（〜4. 30）.
ー 第2回国際社会事業協会総会,ア 

メリカのフランクフォート市で開催.
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昭和 7 • 8 年(1932 • 33)

社会保障一般 衛生 •医療

局匡救のため）〈勅〉. 補助法」公布.

9. 7「金銭債務臨時調停法」公布.

9.15日満議定書に署名,満州国を承

9.27農林省に経済更生部を設置〈勅〉.

9.24文官分限委員会設置〈勅〉.

10. 2政府,国際連盟の満州国調査委 10. 6農林省「農山漁村経済更生計画 10.1「葡萄酒ノ判定標準及試験方法」

員報告書（リットン報告書）を公表. 助成規則」を公布〈省令〉. 制定〈内令〉・

10. 3「昭和7年度歳出予算中第1予備 10.15強制労働に関する条約（ILO）
金及満州事件第1予備金ヲ以テ補充 

シ得ベキ費途ノ件」公布〈勅〉・ 

11.25赤字公債の日銀引受発行開始.

批准.

12.24日銀所有国債の対市中売却操作 12.14「医薬品及歯科材料製造研究奨励

を初めて実施.

>第64回通常帝国議会召集（12. 26
開院式,翌年3. 25閉会）.

金交付規則」公布〈内令〉.

この年,対外為替相場暴落,輸出 この年,失業救済事業を失業応急 この年,医薬品製造業として日本

増加に転ずる. 事業と改称して実施・

> 失業者,この年をピークに減少.

ロシュ設立.

昭和8年

1.19 「永代借地委員会官制」公布 1.21 保健衛生調査会設立.

〈勅〉.

2.24国際連盟,日本軍の満州撤退勧 

告案を採決（日本代表松岡洋右退 

場）.

> 「巡査分限令」,「巡査懲戒令」公 

布（3.1施行）〈勅〉.

〇警視庁,「特殊飲食店営業取締規 

貝1!」を公布.

3. 3東北三陸地方大地震大津波（死 3.29「農村負債整理組合法」公布（8.
者約3000人）.

3.2?国際連盟を脱退（詔書発布）.

3.29「米穀統制法」公布（11.1施行. 

最低•最高公定価格を定め買入れ・ 

売渡しを行う）.

>「外国為替管理法」公布（5.1施行. 

これにより為替相場低位に安定）.

> 「農業動産信用法」公布・

1施行）.

4.1「身元保証ニ関スル法律」公布 4.10恩給法中改正. 4. 5医師法中改正（11.1施行.医師

(10.1施行). の絶対的欠格条項に精神病者を追加.

4.22鳩山文相,京都帝大教授瀧川幸 非医師の診療所開設に地方長官の許

辰の辞職を総長に要求（5.26休職発 可を要す）.

令（瀧川事件））.

5.3!塘沽停戦協定（長城以南に非武 

装地帯設定）.

> 歯科医師法中改正ai.1施行. 

絶対的欠格条項に精神病者を追加. 

非医師の開業に地方長官の許可を要 

す）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.23任意団体,日本健康保険組合総 

連合会設立（加入申込組合158組合）.

12.1?「児童生徒二対スル校外生活指導 

ニ関スル件」く文訓〉・

昭和8年

3.27「震災被害者二対スル祖税ノ免除 

猶予等ニ関スル法律」公布・

4.1「児童虐待防止法」公布（10.1 
施行14歳未満児童の酷使,虐待を 

禁止）.

5.1児童擁護協会,東京に設立（児 

童虐待防止法の施行に伴う）.

5. 5「少年教護法」公布（昭9.10.10 
施行.少年の不良化防止と保護観察 

機能の充実感化法廃止）.

5.23娼妓取締規則改正法公布（娼妓

1.30ドイツにヒトラー政権成立.

（英）「児童および少年法」制定（被虐 

待児,不良児を地方教育機構で対 

応）.

（米）3.- 資源保存青年団組織（被救 

護世帯の青少年を山林,土木事務所 

のキャンプで働かせ,余暇指導）.

5.12 「産業復興法」（NIRA）制定 

（公共事業局設置）.

5. 一「連邦緊急救済法」成立（連邦政 

府,州に失業救済のための補助）.

7. 20「大統領再雇用協定」発令（最低 

労働条件の暫定的基準を提示）.

11. -「雇用促進のための職業紹介制度

の創設に関する法律」（ワーグナー 

•ベイサー法）成立（労働省内に民 

間事業局新設,雇用促進業務を行う 

連邦補助金の交付）.

（独）7.14「遺伝病的子孫の増殖防止に 

関する法律」公布.

12. 7 ノヾイエルン州で,「自由業の老齢 

保障を意図する公的保険制度に関す 

る法律」制定.

（スウェーデン）民間社会事業施設へ財 

政補助.

＞社会問題委員会設置（住宅の社会 

管理開始）.
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冃 泉 社会保障一般 衛生 ・医療

昭和 8 • 9 年(1933 • 34)

7.11 神兵隊事件発覚（天野辰夫らと 

大日本生産党員のクーデタ計画）•

7.29「小切手法」公布（昭9.1.1施行）.

10. 3国防・外交・財政調整のため5 
相会議（首•蔵•陸•海•外）開催 

（10.21「満州国」の育成と日,満, 

支3国提携などの国策大綱決定）.

10. 6「農山漁村経済更生督励ニ関スル 

件」訓令〈農訓〉.

11.7農村問題を中心とする閣僚会議 

（いわゆる「内政会議」）開催（首・ 

内•農•商•拓相.12.22農村対策 

を決定）.

12.23第65回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

>皇太子明仁親王御誕生.

この年,綿布輸出量世界1位,人 

絹生産高世界2位.輸出増加続く. 

低賃金を武器とする'ソシアル・ダ 

ンピング問題'起こる.

昭和9年

6. 5鉱夫労役扶助規則中改正（9.1施 

行.鉱山における女子および16歳未 

満の者の坑内労働禁止の原則を緩 

和）〈内令〉・

7.15職業紹介法施行規則改正（8.1施 

行）〈内令》.

7.3!「市町村負債整理委員会令」公布 

〈勅》.

9.11恩給法施行令中改正〈勅〉.

9.30郵便年金規則中改正〈逓令〉.

10. 5簡易生命保険規則中改正（11.1 
施行）〈逓令〉.

10. 財団法人人口問題研究会設立.

6.24産婆規則中改正（朝鮮・台湾・ 

関東州の産婆試験に合格した者で内 

務大臣の適当と認めた者を加える） 

〈勅〉・

8. 7「内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤 

師官制」公布〈勅〉.

9. 8 医師法施行規則改正（処方せん 

交付義務の規定）.

9.27「沖縄県振興事務ニ従事セシムル 

為沖縄県二臨時職員増置ノ件（沖縄 

県管内に臨時国立癩療養所を置く） 

〈勅〉.

10. 4医師法施行規則,歯科医師法施 

行規則改正（11.1施行）〈内令〉.

> 内務省,「診療所取締規則」,「歯 

科診療所取締規則」を制定（11.1施 

行.非医師の開設のみならず,管理

•構造設備なども規定）〈内令〉・

10.21医師会令,歯科医師会令中改正 

〈勅〉.

> 「病院医院其ノ他診察所治療所ノ 

広告ニ関スル件」（明42年内令）廃 

止〈内令〉.

10.24輸出入植物取締法施行規則改正 

（11.1施行）〈農令〉.

10.3!内務省,「牛乳営業取締規則」を 

改正（昭9. 5.1施行.低温•高温に 

よる牛乳殺菌,冷却保存の基準な 

ど）〈内令〉.

11.9「飲食物中防腐剤,漂白剤試験方 

法」制定〈内令〉・

11.10「牛孚L営業取締規則ニ定ムル牛乳 

及乳製品ノ規格ニ関スル試験方法」 

制定（昭9. 5.1施行）〈内令〉.

11. - 日本帝国看護婦協会,国際看護

婦協会に加盟.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

の廓外への外出自由となる）〈内令〉.

6.1「満州事件二因り損害ヲ被リタル 

者ノ救恤ニ関スル件」公布〈勅〉.

8. 2「児童虐待防止法ニ依ル費用負担 

国庫補助ニ関スル件」公布〈勅〉•

昭和9年

6.2?農村健康保険の事務当局案成立 

（任意国民健康保険制度要綱案）.

9.一歯科診療方針の改正（再び団体 

契約による人頭請負方式とする.乱 

診乱療に対処）〈通牒〉.

（デンマーク）5. 20 「国民保険に関する 

法律」制定（疾病・廃疾・老齢年金 

を総括,最初任意のち拠出に移行. 

老齢年金は,無拠出で65歳以上の老 

人を対象.半年毎の物価スライド. 

疾病保険は,一般社会保険,富裕階 

級の保険,貧困者の公的扶助,特殊 

疾病の公的負担で構成）.

一「社会改良法」により,社会保障 

の体系を国民保険法,労働者災害保 

険,失業保険,公的扶助の4つに統 

合.

（オランダ）11-1？ 「家内労働法」制定.

（オーストリア）ザーケル,精神病に対 

するインシュリン•ショック療法発 

明・

（国際）6. 8 ILO第17回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 30）.条約34号「有 

料職業紹介所に関する条約」,35号 

「工業的又は商業的企業に使用せら 

れる者,自由職業に使用せらるる者 

並に家内労働者及家庭使用人の為の 

強制老齢保険に関する条約丄36号 

「農業的企業に使用せられる者の為 

の強制老齢保険に関する条約丄37 
号「工業的又は商業的企業に使用せ 

らるる者,自由職業に使用せらるる 

者並に家内労働者及家庭使用人の為 

の強制廃疾保険に関する条約丄38 
号「農業的企業に使用せらるる者の 

為の強制廃疾保険に関する条約」,3 
9号「工業的又は商業的企業に使用 

せらるる者並に家内労働者及家庭使 

用人の為の強制寡婦及孤児保険に関 

する条約」,40号「農業的企業に使 

用せらるる者の為の強制寡婦および 

孤児保険に関する条約」を採択.

1.18労働保険調査会,健康保険法改 

正案要綱に対する意見答申.

（英）「綿業法」制定（1935. 6,織布工 

の最低賃金制実施）.
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背 景 社会保障一般 衛生・医療

昭和9年（1934）

3.22函館市大火（死者2000人余）. 3.24商工省,「賃銀調査規則」公布 

（4.1施行）〈商工令〉.

2.27保健衛生調査会,結核予防の根 

本対策を内相に答申（結核病床の増 

加,予防相談所の拡充など）.

3.16瀬戸内海,雲仙,霧島の3国立 

公園指定.

4.18帝人事件起こる（帝国人絹会社 

株式買受けをめぐる疑獄事件• 5.19, 
大蔵次官黒田英雄召喚さる）.

5. 3「土石採取場安全及衛生規則」公 

布〈内令〉.

7. 3斎藤内閣,帝人事件により総辞 

職.

7. 8岡田啓介内閣成立・

9.2!関西地方に大風水害（室戸台風, 

校舎の倒壊多く,教員•児童の死者 

多数）.

9.29「武蔵野学院処務規程」（10.10施 

行）〈内訓〉.

io.1 陸軍省,いわゆる陸軍パンフレ 

ットを頒布（広義国防を主張）.

10.26戦地軍隊ニ於ケル傷者病者ノ状 

態改善ニ関スル「ジュネーヴ」条約 

批准.

11.18日本労働組合全国評議会結成 

（合法左派の戦線統一）.

11.20陸軍青年将校クーデタを計画し, 

発覚（士官学校事件・統制派•皇道 

派対立激化の契機）.

11.27第66回臨時帝国議会召集（翌日 

開院式,12. 9閉会）.

12.1丹那トンネル開通・

12.24第67回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

12.26内閣に対満事務局設置（在満機 

構改革をめぐる陸軍,拓務両省の対 

立問題結束）〈勅〉.

12.29ワシントン軍縮条約廃棄を米国

12.26内閣に東北振興調査会設置.

11.18内務省衛生局,全国常食調査実 

施（米を常食としない村が全国で182 
村に達していることが明らかにな 

る）.

11.20 麻薬取締規則中改正（昭10.1.1 
施行.麻薬の製造制限及び分配取締 

に関する条約の締結に伴い規制の対 

象となる麻薬の範囲を拡大したこと 

など）〈内令〉・

11. - 内務省衛生局に医療制度調査会

設置.

12. 4阿寒,大雪山,日光,中部山岳, 

阿蘇の5国立公園指定.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

3.13恩賜財団母子愛育会設立（皇太 3.26健康保険法中改正法公布（昭10.

> 失業保険法により失業保険法定委 

員会,失業扶助庁設置（失業保険の 

再建と生業扶助の制度化）.

子ご誕生に際し,皇室よりの御下賜 4.1施行.常時5人以上の労働者を （米）鉄道会社の従業員に対する公的年

金を基本金とする.愛育調査会設置, 使用する工場•事業場に拡大）. 金制度制定（違憲判決のため再度立

母子保健の基本調査に乗り出す）• 法を行い実施は1937年）.

3.26廃兵院法ヲ傷兵院法ト改題シ同

法中改正（傷痍軍人救済の適用範囲 （仏）5.15法律により,社会保険金庫

を拡大）. の資金を失業救済事業に融資.

3.2?三井報恩会設立（三井合名会社 12. 2家族手当,第74条に,手当の支

拠出の34万円を基金,都市の救貧防 給の減額禁止規定を挿入.

貧と,農山漁村の経済的更生•振興

を目的）. （独）3. 23「家内労働法」制定.

3.28「函館市ノ火災被害者ニ対スル祖 7. 3「保健衛生行政統一法」公布（国

税ノ免除猶予等ニ関スル法律」公布・ 民の国家に対する有用性を中心とし

6.14簡易生命保険規則中改正（7.1施

た保健医療体系の確立）.

> 「社会保険構成法」制定（社会保 

険に指導者原理導入,民主的自治廃 

止）.

（伊）「家族手当法」制定（労働時間の

行.天災等の対応を加える）〈逓令〉. 週48時間から,40時間への短縮によ

7.-国民健康保険制度要綱案,非公 る賃金低下を補助）.

9.29「国立少年教護院官制」公布（国

式に発表.

9.14簡易生命保険相談所規則改正

（スウェーデン）6.15「職業紹介法」制 

定.

立感化院令廃止）〈勅〉. （9.16施行）〈逓令〉・ >出産扶助開始.

〇 「道府県立少年教護院職員令」公 〇任意の失業保険,実施（産業単位

布. の失業保険組合が運営.国の補助）.

>母性保護法制定促進婦人連盟発足 〇 「薬剤師関係法」制定（医薬品の

（昭10. 4.19母性保護連盟と改称）. 流通にきびしい管理実施）.

10.31「非常災害二対スル教養ニ関スル 10.1健康保険健康相談所全国12カ所 >看護婦の労働組合,結成.

件」公布〈文訓〉. に設置（予防医学的方面にも進出）.

12.10「風水害ニ因ル被害者ニ対スル租 12.28健康保険施行令中改正（昭10. 4.

（フィンランド）「国民失業基金法」制定.

（デンマーク）「医師法」制定.

（国際）6. 4 ILO第18回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 23）.条約42号「労 

働者職業病補償に関する条約」を21 
日採択（従来の3種の職業病に6種 

を追加）.44号「非任意的失業に対 

し給付又は手当を確保する条約」を 

23日採択・

ー 国際対がん連盟,パリで創立.

税ノ减免猶予等ニ関スル法律」公布. 1施行.共済組合について指定換え）

> 「凶作地二対スル政府所有米穀ノ 〈勅〉.

臨時交付ニ関スル法律」公布. 12.29健康保険法施行規則中改正（健

保組合の監督権,地方長官に委任） 

〈内令〉.
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昭和9 •10年(1934・35)

社会保障一般 衛生 •医療

に通告（無制限軍備時代に入る）. 

この年,東北冷害,西日本旱害, 

関西風水害で米作など大凶作.東北 

地方,借金累積・娘の身売り・欠食 

児童など惨状を極める.

〇 軍需景気で増築する工場多数.

この年,結核石油療法唱道するも 

のあり,このため衛生局対策委員会 

を設け,取締りに乗り出す.

背 景

昭和10年

1.1都市型模範衛生実習地区の中心 

機関として東京市特別衛生地区保健 

館開設（京橋区）.

2.18貴族院で美濃部達吉の天皇機関 

説問題起こる（2.25美濃部博士,弁 

明演説.4. 9著書発禁）.

3.23衆議院,国体明徴決議案可決.

3.27国際連盟脱退効力発生.

4.23帝国在郷軍人会,天皇機関説排 

撃のパンフレットを全国に配布.

3.30工場法中改正. 

＞鉱業法中改正.

3.25麻薬ノ製造制限及分配取締二関 

スル条約批准.

3.30「第三区府県立外島保養院,大阪 

府中宮病院及大阪市立刀根山病院ノ 

災害復旧費ニ対スル国庫補助ニ関ス 

ル件」公布〈勅〉.

4.1学校医,幼稚園医及青年訓練所 

医令中改正（青年訓I練所医を削る） 

〈勅〉.

4. 9「汽罐取締令」公布（5.1施行） 

〈内令〉.

5.1! 内閣審議会・内閣調査室設置 

〈勅〉.

6.10梅津•何応欽協定（河北省に関 

する日本軍の要求を全部承認）.

6.18選挙粛正中央連盟発足.

6.23 土肥原•秦徳純協定.

7.15日満経済共同委員会設置協定署 

名.

7. 9売薬法施行規則中改正〈内令〉・

＞毒物劇物営業取締規則中改正（昭 

11-1-1-施行）〈内令〉.

7.26「関東植物検査所官制」公布 

く勅〉・

& 3政府,国体明徴に関する声明発 

表（10.15第2次声明.天皇機関説 

は,我国体に反する）.

8.12永田鉄山陸軍省軍務局長,皇道 

派の相沢三郎中佐に刺殺される（相 

沢事件）.

8.1「警察共済組合令」公布（10.1施 

行）く勅〉.

11.26高橋蔵相,閣議で公債漸減の必 

要を強調.

10.1 第4回国勢調査（内地人口 6925 
万4000人,外地人口2844万3000人）.

11.17日本労働総同盟・全国労働組合 

同盟合同し,全日本労働総同盟を結

9.21「日本薬局方調査会官制」公布 

（明39年の日本薬局方調査会官制は 

廃止.当時問題化していた人口甘味 

料などの衛生試験の方法も審議） 

〈勅〉.

10. 3国際衛生条約批准.

10.19日本結核予防協会,結核療養所 

村松晴嵐荘設立.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和10年

1.9 「健康保険法第10条ノ規定ニ依ル 

職権委任ノ件」制定（4.1施行）〈内 

令〉・

2.16「罹災救助基金ノ貯蓄額ニ関スル 

件」公布（4.1施行）〈勅〉.

3.30労働者災害扶助法中改正.

6. 4内務省,労働者退職積立金法案 

要綱を発表,賛否両論起こる.

7.27「社会保険調査会官制」公布（労 

働保険調査会廃止）〈勅〉.

10.24内務大臣,社会保険調査会に国 

民健康保険制度要綱案を諮問.

10.- 健康保険相談所10カ所増設.

8.1中国共産党,抗日救国統一戦線 

を提唱（8.1宣言）.

12. 9 5国海軍軍縮会議,ロンドンで

開催.

（英）国王ジョージ記念基金発足（ジョ 

ージ5世による青少年事業のための 

基金）.

（米）6. 26「緊急救済支出法」成立（復 

業促進局,全国青年救済局設置.失 

業者に対する緊急救済事業（救済, 

就職斡旋,職業教育）を管理）.

8.14「社会保障法」制定（「社会保障」 

を冠した最初の立法.老齢保険,失 

業保険,公的扶助,母子衛生,児童 

福祉サービスを包括）.

7. - 「ワグナー法」成立（労働者の団 

結権,団体交渉権を大幅に認める）. 

労働組合の綱領として「ピッツバー 

グ綱領」制定.

-全国社会事業大会開催（グループ 

ワーク,コミュニティ•オーガニゼ 

ーション,ソーシャル•アクション 

は,ケース•ワークと並列の一部門 

となる）.

（仏）1〇. 28「老齢保険に関する政令」公 

布（社会保険者の包括範囲を拡大.

50歳以上の被保険者に年金適用）.

10. 30「扶助法令」公布（実施機関を従 

来の市町村から県に移行）.

一 児童遺棄への対応と教育扶助制度 

成立.

（独）11.5「職業紹介,徒弟紹介,職業 

指導に関する法律第1号」公布（こ 

れらの業務を連邦公社の権限とす 

る）.

12. 24「第12社会保険構成令」公布（疾 

病保険の代用金庫を認める労働手帳 

制度を実施.すべての労働者を職業 

紹介所に登録）.
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昭和10・11年（1935・36）

背 景 社会保障一般 衛 生 医療

成（昭11.1.15結成大会）.

12.24第68回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年1.21政友会内閣不信 

任案提出.衆議院解散）.

——この年,貿易収支,大8年以来17 
年ぶりで黒字となる.

昭和11年

1.15 ロンドン軍縮会議脱退（翌日政 

府声明）.

2.20第19回衆議院議員総選挙（民政 

党205,政友会171,昭和会22,社会 

大衆党1&国民同盟15,中立その他 

35）.
2.26陸軍部隊一部反乱,斎藤實,高 

橋是清らを暗殺.国家改造を要求 

（2・26事件）.

2.27「戒厳司令部令」公布・施行.

＞東京市内戒厳令施行（7.18解除）.

3. 9廣田弘毅内閣成立（馬場財政始 

まる.公債漸減政策放棄.増税,低 

金利政策）.

3.24 メーデー禁止を全国に通達（以 

後引き続き禁止）.

5.1第69回特別帝国議会召集（5. 4 
開院式,5. 26閉会）.

5.18陸海軍大臣および次官の現役制 

復活.

5.25中野正剛ら,東方会結成.

5.28重要産業統制法改正公布（統制 

強化）.

＞ 「重要輸出品取締法」公布（10.15 
施行）.

5.29「重要肥料業統制法」公布（11.15 
施行）.

＞「思想犯保護観察法」公布（11.20 
施行）.

5.27職業紹介法改正公布（9.1施行. 

所管事務を内務大臣から地方長官に 

移管.道府県でも職業紹介所設置可 

能）.

1.20警視庁消防部,初めて救急車に 

よる救急活動開始.

2.1 十和田湖,富士箱根,吉野熊野, 

大山の4国立公園指定・

2.15内務省,官公立らい療養所長な 

らびに所属府県衛生課長会議で「ら 

い病20年根絶計画」を決定（〜2. 
16）.

3.3!失業対策委員会官制廃止〈勅〉.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

12.10社会保険調査会,国民健康保険 

制度案要綱に修正意見を付し答申.

（スウェーデン）4.18「職業安定所法」 

制定（公共職業安定所または公認看 

護婦職業紹介所以外の職業紹介事業 

に適用）•

一 王立人口問題委員会設置.

>多子家庭への家賃手当開始.

>作男制度廃止.

> 「遺伝病的子孫の増殖防止に関す 

る法律」を改正し,妊娠中絶を認め 

る.

（オーストリア）小売商人（非農自営業 

者）の「疾病保険法」制定

（国際）6. 4 ILO第19回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 25）.条約47号「労 

働時間を1週40時間に短縮すること 

に関する条約」,48号「廃疾,老齢 

ならびに寡婦および孤児保険に基づ 

く権利の保全のための国際制度の確 

立に関する条約」採択.

昭和11年

2. 2大日本傷痍軍人会結成.

5.13片山哲,母子扶助法案国会提出 

（審議未了により廃案）.

（英）ラウントリー,第2次ヨーク市調 

査実施

〇 「公衆衛生法」制定（ナーシング 

・ホームの開設を地方公共団体の許 

可制とし,設備•定員•職員の基準 

制定）.

> がん治療のため22カ所のラジウム 

•センターを整備.

（米）2.11社会保障法に基づき連邦か 

ら州の公的扶助に補助負担金交付開 

始.

ー「労働者の公契約法」制定（1万 

ドル以上の連邦政府との契約に基づ 

く作業に関する労働者の最低賃金, 

労働時間,年少労働の禁止などを規 

定.

> 連邦失業者保険税賦課（8人以上 

の作業員を有する使用主に適用）•

〇 アメリカ*グループワーカー協会 

（AAGW）設立.

D>フォード財団設立.

（仏）6. 20年間15日の有給休暇法律化 

（6. 21,40時間労働制）.

6. 24「団体協約法」を改正（賃金保障 

を拡張,最低賃金や40時間労働に関 

する労使間の協約を容易化）•

8.18 「年功による退職に関する法律」
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昭和11・12年(1936・37)

背 景 社会保障一般 衛生 • 医療

5.30「航路統制法」公布.

6.15「不穏文書臨時取締法」公布. 6.- 陸軍省医務局,「衛生省」新設に 6.26 1936年の危険薬品の不正取引の

関する意見発表. 防!kに関する条約署名.

7.1内閣に情報委員会設置〈勅〉. 7. 6衛生省設立促進の全国医師大会,

7.10左翼の学者を一斉検挙（コム・ 東京で開催.

アカデミー事件）. 7.19陸相寺内寿一,閣議で壮丁 •兵

7.15「議院制度調査会官制」公布•施 士の健康状態を憂え,保健国策樹立

行.

> 「選挙制度調査会官制」公布・施

の必要性を提唱.

行.

7.31 IOC,第12回オリンピック開催

地を東京に決定（昭13. 7.15返上決 

定）.

8. 7 5相会議（首•外•陸•海•蔵） 8.29 「職業紹介委員会官制」公布 & 6海港検疫法施行規則改正（国際

で国策の基準を決める（大陸•南方 〈勅〉. 衛生条約に従い,対象疾病から猩紅

への進出と軍備充実）. >職業紹介事務局官制廃止・ 熱を削除し 発疹チフスを加える）.

8.25 7大国策14項を閣議決定. 8.13国立らい療養所の長島愛生園患

者,作業慰労金の繰下げ反対と待遇 

改善を求めて騒擾事件発生（8.28解 

決）.

9.25「帝国在郷軍人会令」公布（10.11 9.10陸軍各工廠職工の労働組合加入

施行.軍の公的機関となる）〈勅〉. を禁止.

9.11陸海軍両大臣,廣田首相に行政

機関改革共同意見書を進言（厚生省 

設置の意向を含む）.

10.1内務省,「臨時町村財政補給金規 10. 3労働者職業病補償に関する条約 10.20第1回結核予防国民運動振興会

貝I!」を公布. 公布. 週間開催（この頃,結核患者増加問

10.17橋本欣五郎ら,大日本青年党結 題となる）.

成.

11.9「貴族院制度調査会官制」公布・ 11.28三井報恩会,らい患者の療養の

施行. ため3000床拡張分として209万円政

11.25日独防共協定署名. 府に寄付.国頭愛楽園,東北新生園 

建設.

12.24第70回通常帝国議会召集（12. 26
開院式,翌年3. 31解散）.

12.31ワシントン海軍軍縮条約失効.

この年,融和事業ioカ年計画初年 —— この年,古賀博士がエックス線間

度. 接撮影法を発見し,結核の早期発見 

の基礎をつくった.

昭和12年

1.2! 衆議院において,濱田國松,軍 1.2?「学校身体検査規程」制定（学生

部攻撃演説（腹切り問答.政党と軍 生徒児童身体検査規程を改正し,学

部の対立激化）. 校職員も検査対象）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

7. 9内務省,「地方改善施設費補助二 

関スル件」を通知.

11.14「方面委員令」公布（昭12.1.15 
施行.従来の各地の方面委員制度を 

国が法制化.これに伴い,救護法改 

正）•

11.17中央社会事業協会第一継続委員 

会,母子扶助法案を内務•大蔵両省 

に建議・

昭和12年

6. 3「退職積立金及退職手当法」公布. 

（昭12.1.1施行.50人以上の企業 

に適用）.

11.30 「退職積立金及退職手当法施行 

令」公布.

12・4健康保険組合連合会設立（昭12. 
5. 23社団法人認可）.

12.10社会保険調査会,国民健康保険 

制度案要綱を内務大臣に答申.

12.21工場法,鉱業法及び労働者災害 

扶助法改正（昭12.1.1施行.障害扶 

助料を規定）.

——この年,各地方庁は被保険者の打 

撲,捻挫等に関し柔道整復術業者団 

体と健康保険について協定.

制定（公務員定年制の根拠法）.

-社会保険被保険者の包括範囲を報 

酬限度1万2000フランまで拡大.

（独）6.29労働時間法により,製パン 

業,製菓業労働者の深夜業禁止.

（フィンランド）「児童福祉法」制定 

（欠損家庭,心身障害,虞犯の児童 

の福祉を対象）.

A 「浮浪者法」制定.

> 「アルコール中毒福祉法」制定.

（ソ連）「里子に対する法律」公布（適 

当な家族に,有償の里子教育を勧 

告）.

> 「堕胎禁止令」公布.布告により, 

7児以上の子を持つ母親に手当支給.

（ニュージーランド）「雇用促進法」制 

定（雇用行政機構の再編成.雇用促 

進基金の新設と扶助額の増額,全国 

的統一）.

（国際）6. 4 ILO第20回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 24）.条約50号「特 

殊の労働者募集制度の規律に関する 

条約」,52号「年次有給休暇に関す 

る条約」採択.

10. 6 ILO第21回総会ジュネーブで開 

催（〜10. 24）.条約54号「船員の為 

の年次有給休暇に関する条約丄55 
号「海員の疾病,傷害または死亡の 

場合における船舶所有者の責任に関 

する条約」,56号「海員の為の疾病 

保険に関する条約」,57号「船内労 

働時間及び定員に関する条約」を採 

択.

ー ロンドンで第3回国際社会事業協 

議会,開催.

>第2回対がん会議,ブリュッセル 

で開催.

〇 第1回ILOの米州会議,チリのサ 

ンチャゴで開催.「社会保険の基本 

原則に関する決議」採択（ILOで 

「社会保障」を初めて使用）.

11.6日独防共協定にイタリア参加.

（英）7. 30新「工場法」制定（保健・
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昭和12年(1937)

背 景 社会保障一般 衛生。医療

1.23廣田内閣総辞職（陸相と政党出 

身閣僚の対立）.

2. 2林銃十郎内閣成立・

3.30臨時租税増徴法等増税新法公布.

3.3!「アルコール専売法」公布.

> 「森林火災国営保険法」公布.

4. 5「防空法」公布.

4.15ヘレン=ケラー女史来日.

4.30第20回衆議院議員総選挙（民政 

179,政友175,社会大衆37,昭和会 

19,国民同盟11,東方会11,日本無 

産1,中立その他33）.

5.14内閣企画庁設置（調査局廃止）.

5.3!林内閣総辞職.

> 文部省,「国体の本義」を全国の 

学校,社会教化団体等に配布.

6. 4第1次近衛文曆内閣成立.

7.1「中央経済会議官制」公布•施行 

〈勅〉.

7. 7盧溝橋事件（いわゆる「日華事 

変」勃発）.

7.10「臨時地方財政補給金委員会官 

制」公布・施行〈勅〉.

7.17中国政府に事件不拡大方針の覚 

書送付.

7.20 「税制調査会官制」公布・施行 

〈勅〉.

7.23第71回特別帝国議会召集（7.25 
開院式,8. 7閉会）.

7.-内務省分課規程改正.

& 3「地方制度調査会官制」公布•施 

行〈勅〉.

8.14事件不拡大方針放棄閣議決定 

（翌日声明,全面戦争へ）.

&24国民精神総動員実施要綱を閣議

5. 8社会局,商店法案要綱を再度公 

表.

5.14陸軍省医務局は国民体力向上の 

ための強力な衛生行政の主務官庁構 

想として衛生省（もしくは社会省） 

案提出.

6.15陸軍省医務局,再び衛生省案の 

代案として保健社会省構想を政府に 

提出.

7. 8内務省 衛生局に企画課新設.

7. 9 5局1院から成る「保健社会省」

の設置を閣議決定

7.29内務省,「臨時地方財政補給金規 

貝IJ」を定める.

7.-軍需工場における保護職工の就 

業時間および休日の制限緩和.

4. 5「保健所法」公布（7.15施行.昭 

12年から10カ年で全国に保健所550 
カ所,支所1100カ所を設置する保健 

所網の整備計画策定）.

4.14保健所法による国庫補助の件制 

定（創設費の3分の1,経常費の2 
分の1を国庫補助）.

5. 6日本学術振興会,国民体力の向 

上対策について,全国民の体力を定 

期的に調査するよう建議.

6.23「国立結核療養所官制」公布•施 

行〈勅〉.

& 2内務省,「診療用エックス線装置 

取締規則」を制定.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

3.18第8回全国社会事業大会継続委 3. 9国民健康保険法案,第70回通常

安全および福祉の基準を制定鉛, 

鉛化合物の作業における婦人,少年 

の使用禁止または制限）.

一 寡婦•孤児・老齢年金法（任意拠

員会,政府に「社会事業助成法制定 帝国議会に提出（議会解散により不 出により,これまで同年金に加入で

方要望ニ関スル件建議」を提出. 成立となる）. きなかった者に任意加入の途を開

3.29全日本方面委員連盟,財団法人 3.11社会局保険部,健康保険健康相 く）.

となる. 談所を東京•大阪に設置. > スコットランドに「児童法」「青

3.31「母子保護法」公布（昭13.1.1施 3.31「漁船保険法」,「漁船再保険特別 少年法」実施.

行•13歳以下の子を擁する母子家庭 会計法」公布（12.6施行）. > 地方職員に対する恩給制制定

の母が貧困のため養育不能のときの （1953年,地方庁の被用者全部に適

扶助を規定.12. 4施行令および施行 用拡大）.

規則を定める）.

>軍事救護法改正（7.1施行.名称 （米）1.1社会保障法（1935年制定）

を軍事扶助法と改め扶助範囲を拡 による老齢,失業保険実施.

大）. 4.—ケンタッキー州議会,女子と年

> 北海道旧土人保護法中改正. 少者を対象とする「最低賃金法」可

> 救護法中改正（国庫補助を2分の 決（1944年,成年男子にも最低賃金

1の定率とする.救護に関する委員 以下の給与支払いを禁止）.

とあったのを方面委員と明確にす ー「合衆国住宅法」制定.

る）. > 「盲人年金法」制定.

5.22社団法人健康保険組合連合会設

（伊）6.1?家族手当の最初の法律制定. 

ー結核の家庭療養制度（入院の代替 

療法）禁止.

（スウェーデン）6.11母親に対する扶 

助（父のない子のために支給される 

国の扶助）に関する勅令公布.

立. ー老齢年金計画改定（年金受給者用

7.26国民健康保険法案,設置予定の

アパート建設の奨励,病弱老人のた 

めの養護老人ホーム設置）.

> 社会福祉委員会設置.スウェーデ 

ン・セツルメント全国連合結成・

（フィンランド）「国民年金法」公布 

（強制老齢年金,拠出制と無拠出制 

の2本建.1949年支給開始）.

保健社会省をあらためて検討の上, 

次期通常議会に提出する方針を閣議 （デンマーク）社会保障制度委員会,

決定. 「救護」を「扶助」に改めるよう勧

8.14船員法改正,公布.

〇 市町村,国庫補助により老齢年金 

受給者住宅を建設.

〇 「乳児衛生法」制定（この国最初 

の疾病予防法）.

（ソ連）社会保険と狭義の社会保障との 

分離（従来の社会保険のうち,医療 

•廃疾•老齢・遺族年金など狭義の 

社会保障を,労働組合管理から国家

管理に移行）.

（国際）6. 3 ILO第23回総会ジュネー 

ブで開催（〜6.23）.条約59号「工
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昭和12・13年（1937・38）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

決定.国民精神総動員運動始まる 

（国民生活の刷新を主眼）.

9. 3第72回臨時帝国議会召集（9. 4 
開院式,9. 8閉会）.

9.10戦時経済体制へ移行（「軍需工業 

動員法適用法」,「輸出入品等臨時措 

置法」,「臨時資金調整法」,「臨時軍 

事費特別会計法」,「臨時船舶管理 

法」等公布）.

9.25内閣情報部設置（情報委員会廃 

止）.

9.29 「防空法施行令」公布•施行 

〈勅〉.

> 「官庁防空令」公布・施行〈勅〉. 

10.12国民精神総動員中央連盟結成. 

10.17全日本労働総同盟,事変中の罷 

業中止と戦争支持を決議.

10.25「企画院官制」公布（企画庁と資 

源局の統合）.

11.18「大本営令」公示（20日,宮中で 

設置）.

12.13日本軍,南京を占領.

12.22日本無産党,日本労働組合全国 

評議会に結社禁止.

12.24第73回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 26閉会）.

—— この年,重化学工業を中心に,企 

業新設・増資盛ん.

9. 7日本海員組合国際運輸労働組 

合連盟を脱退.

9.25 「工場事業場管理令」公布・施行・

9.-日本婦人団体連盟結成.

1〇.8内務省軍需工場成年男工の12 
〜14時間労働制を通達.

10.30社会局に臨時軍事援護部を設置 

（11.1施行）.

12. 3保健社会省の設置を枢密院に奏 

請（枢密院,省名を書経の徳利 

用厚生'から'厚生省'とすることを勧 

告）.

12.29厚生省の設置を正式に閣議決定

11.10日本医師会,国民の体位向上に 

関する具体策を答申.

昭和13年

1.16政府,中国の国民政府を相手に 

せずと声明.

> 物資需給計画を閣議決定（物資動 

員計画発足.6. 23改定）.

2. 6全国農民組合,日本農民組合同 

盟合同して大日本農民組合結成.

3.1商工省,「綿糸配給統制規則」を 

公布（最初の切符制）〈省令〉.

3. 7商工省,「揮発油及重油販売取締 

規則」を公布（5.1実施.ガソリン 

切符制となる）〈省令〉.

3.28「石油資源開発法」公布.

3.29「重要鉱物増産法」公布.

>「日本産金振興株式会社法」公布.

3.30「飼料配給統制法」公布.

3.31「支那事変特別税法」公布（4.1 
施行）.

> 「臨時租税措置法」公布（4.1施 

行）.

4.1「国家総動員法」公布（5. 5施 

行）.

4. 4 「灯火管制規則」公布（4.10実

1.11 厚生省設置（内務省社会局,衛 

生局を廃止.初代厚相木戸幸一）.

> 「保険院官制J」公布・施行〈勅〉.

3.14国民融和促進に関する訓令（厚 

生省訓令）.

3.26「商店法」公布（10.1施行.商店 

従事者の保護）.

3.29「公衆衛生院官制」公布•施行・

3.31「恩給金庫法」公布.

4.1「庶民金庫法」公布・

〇職業紹介法改正公布（6. 29「職業 

紹介所官制」公布（全国職業紹介所

1.10農村型模範衛生実習地区として 

埼玉県に農村保健館開設（所沢町を 

中心とした40数ヵ町村）.公衆保健 

所の初め.

3.26国民体力振興会設立.

4.1愛知県一宮保健所開設（同年度 

内に49保健所が業務開始）.

4.一 日本厚生協会設立（国民の健全
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

業に使用し得る児童の最低年齢を定 

める条約」（改正），61号「繊維工業 

における労働時間の短縮に関する条 

約」採択.

10.26内相,国民健康保険事業を国保 

組合以外のものにも行わせることに 

ついて社会保険調査会に諮問.

12.10社会保険調査会より答申（営利 

を目的としない社会法人で,業務遂 

行能力あるものに国民健康保険の代 

行を条件付で認める）.

昭和13年

1.15「傷痍軍人保護対策審議会官制」 

公布・施行〈勅〉・

1.2?傷痍軍人保護対策審議会答申 

（傷痍軍人保護対策について）•

4.1「社会事業法」公布（7.1施行. 

民間社会事業に対する国の補助制度 

と指導監督を定める）.

3.25「船員法施行令」公布〈勅〉.

3.-健康保険の入院の取扱いに関し, 

差額の徴収認められる〈通牒〉•

4.1「国民健康保険法」公布（7.1施 

行.任意組合,任意加入）.

4. 2「農業保険法」公布（昭14. 4.1施

（英）6. 一帝国防衛委員会,緊急医療 

事業を開始（戦争による被爆者の治 

療のために,「緊急公共保健細菌検 

査サービス制度」などを創設）.

一 「堕胎に対する特別許可の法律」 

制定.

A 「失明者法」,「盲人年金法」公布.

（米）5. 25 「公正労働基準法」を公布 

（14歳未満の労働禁止,鉱業•製造 

業での16歳未満の就業禁止,一般労 

働時間の制限,最低賃金の設定）.

ー 「ブルー・シールド」（医師の医療 

に対して医療費を支給）.

> 「鉄道従業員失業保険法」制定.

> 「食品薬品規制法」が廃止され, 

現行の「連邦食品薬品化粧品法」が 

成立（医療用具,化粧品が適用対象 

に追加された）.

（仏）6. ?緊急大統領令により,各大 

学に「保健部」「学徒援護部」新設・
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施）〈省令〉. の国営移管））. な心身の保全を図るため6大都市お

4. 6「電力管理法」,「日本発送電会社 4.18厚生省に職業部を設置（職業の よび大日本体育協会等の諸団体で組

法」公布（電力国家管理実現）. 紹介•失業の救済等を所管）. 織).

4.19「国民貯蓄奨励局官制」公布•施 〇 「傷兵保護院官制」公布（厚生省

行〈勅〉. の外局,傷痍軍人の療養•更生対策

1> 閣議,国民貯蓄奨励を申合せ（国 所管）〈勅〉.

民貯蓄運動を展開）. 4.28財団法人協調会,労資関係調整

4.22「物価委員会令」公布•施行（中 方策要綱について政府に建議.

央•地方に設置.物価問題深刻化） 

〈勅〉.

5. 4「国家総動員審議会官制」公布 5. 8傷痍軍人療養所,全国18カ所設

（5. 5施行）く勅〉. 置を決定.

>「工場事業場管理令」公布（国家 

総動員法発動の最初）〈勅〉.

5. 9「臨時物資調整局官制」公布•施 

行.

6.29「綿製品ノ製造制限ニ関スル件」 6. 7労働者住宅（アパートなど）建 6.30「医薬制度調査会官制」制定,公

公布. 設方針を決定. 布（7.1施行.厚生大臣の諮問機関）.

7. 9商工省,「物品販売価格取締規

6.29「無料職業紹介事業規則」,「営利 

職業紹介事業規則」,「労務供給事業 

規則」,「労務者募集規則」制定（7. 
1施行）.

7.1保険院社会保険局に国民健康保 7.1!厚相,医薬制度調査会に,「国民

貝1」」を公布（公定価格制度の確立） 険課設置. 医療ノ現状二鑑ミ現行医薬制度改善

〈省令〉. 7.16「失業対策委員会官制」公布•施 ノ方策如何」を諮問

7.15昭15年,東京において開催予定 行.

のオリンピック大会の取りやめを決 

定・

7.30産業報国連盟創立・

8.12商工省,新聞用紙統制を発令. 8.19上下水道を内務•厚生両省の所

8.24「学校卒業者使用制限令」公布 管とする覚書を交換（上下水道の築

（工業•技術系学生の雇用を統制）. 造認可•国庫補助決定は厚生省,実

10.14閣議,国際連盟との協力関係終 10. 5厚生省に臨時に失業対策部を設

施計画•工事完了認定は内務省）.

8.23国家総動員法に基づき「医療関 

係者職業能力申告令」を公布•施行 

〈勅〉.

9. 5体力章検定制度創設（基礎的総 

合体力の向上を図るため,走•跳・ 

投•運搬および懸垂の5種目につい 

て,数え年15歳から25歳までの男子 

を対象に上級,中級および初級に区 

分し検定を実施）.

止を決定（11-2実施）. 置〈勅〉.

10.27広東•武漢三鎮占領・

11.3東亜新秩序建設声明（第2次近 11.2政府,IL〇を脱退 11.- 全国医薬品原料配給統制会設立.

衛声明）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.23「陸軍軍人軍属帰郷療養者給与 行）. 6.14社会保険法改正（被保険者の賃

令」公布•施行〈勅〉・ 金の上限を3万フランに引き上げ, 

協同組合・商店工場の支配人などを 

被保険者に追加.農業労働者の社会 

保険の別扱い）.

6. 30「精神病令」（ロワ）制定（以後 

20年にわたり精神病対策の中心規定 

となる）.

7.17緊急大統領令により休暇施設制 

度を確立.

11.12家庭手当制度改正（対象を農民 

に拡大）.

一 社会助手制度創設（ソーシャル・ 

ワーカーと保健婦の両機能を持つ. 

従来の訪問看護婦は法律上廃止）.

6.21全国社会事業大会常設委員会, 6.22「国民健康保険法施行規則」公布 （独）4. 30「年少者保護法」制定（原則

第9回全国方面委員大会において （7.1施行）. として14歳以下の労働禁止,職業学

「医療保護制度確立に関する決議」 > 「国民健康保険委員会規程」公布 校の授業時間を労働時間に算入）.

を厚木目に建議. （7.1施行）. 12.12「労働時間令」公布（一般労働者

6.29「社会事業法施行規則」公布（7. 〇 「国民健康保険国庫補助金交付規 の平日8時間労働制,女子の保護強

1施行）. 則」制定. 化）.

> 「中央社会事業委員会官制」公布 12. 21「ドイツ手工業者老齢援護法」公

・施行〈勅〉・

8. 3「軍人傷痍記章令」公布（9.1施

布（手工業者名簿の登録者全部に適 

用する強制保険とし,65歳で老齢退 

隠料を支給）.

一「看護婦法」および「助産に対す 

る扶助規定」制定.

（伊）セルレティ=ビュー,精神病のシ 

ヨック療法発明.

行）. （スウェーデン）6.17 「年次有給休暇

8.27「傷痍軍人台帳規則」制定（9.1 に関する法律」制定（最低16日働い

施行）. た各月に最低1日とし,年間の最低 

は160）.
一 新家庭貸付金制度導入（家具•家 

財購入費3000クローネを限度に貸付.

9.16大日本傷痍軍人会,財団法人大 9.-保険院社会保険局に健康保険医 利息年4分）.

日本傷痍軍人会に変更. 療規格調査会発足（医療給付の合理 > 「住宅手当法」施行（年金に対す

化と統制を企画）. る生計費指数の地域差をカパー.個 

人住宅建設に政府融資）.

> 国家補助による出産費用無料化 

（出産の行政,医療庁に移管.母子

10. 5軍人援護に関する勅語発表. 福祉センター開設）.

10. 7厚生省,授産施設補助要綱協同 

作業組合補助要綱を通知.

>学童の無料歯科治療法実施.

11.5恩賜財団軍人援護会設立（軍人 11.7「保険院保険制度調査会官制」公 （フィンランド）「出産給付法」実施

援護の資として御内帑金の下賜を契 布・施行（社会保険調査会廃止）. （健康診断•助言と出産費の援助）.

機に,帝国軍人後援会,大日本軍人 〇職員健康保険制度要綱案を保険制

援護会,振武育英会を統合）. 度調査会に諮問. （ソ連）「託児所規則」制定（国の制度

11.17厚相,船員保険制度要綱案を保 

険院保険制度調査会に諮問（12.15
として保育の援助強化）.

答申.全国産業団体連合会本部,船 （オーストラリア）「国民保健事業法」

員保険への国庫補助に異議を唱え 制定（1948.12.12実施）.

1155



背 景 社会保障一般 衛生 •医療

昭和13・14年（1938・39）

12.16「興亜院官制」,「興亜院連絡部官 

制」公布・施行〈勅〉.

12.22政府,日中国交調整の3原則を 

声明（善隣友好,共同防共,経済提 

携.第3次近衛声明）.

12.24第74回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

12. 7厚生省に臨時に職業部を設置.

12.22国民職業能力登録委員会設置.

12・6「国民体力管理制度調査会官制」 

公布・施行〈勅〉・

12•—全国医薬品原料配給統制会設立・

昭和14年

1.5平沼骐一郎内閣成立（厚相廣瀬 

久忠）.

1.17生産力拡充計画を閣議決定.

1.25「警防団令」公布（4.1施行.消 

防組規則廃止）.

2. 9国民精神総動員強化方策閣議決 

定.

2.10縛南島上陸.

3. 9兵役法改正公布（兵役期間延長, 

短期現役制廃止）.

3.28内閣に国民精神総動員委員会設 

置〈勅〉.

3.30大学の軍事教練,必須科目とな 

る.

4. 5「映画法」公布（10.1施行.脚本 

事前検閲,製作数制限など）.

4. 8「宗教団体法」公布.

4.12「米穀配給統制法」公布（米穀商 

の許可制）.

4.26青年学校令改正,公布•施行.

1.7「国民職業能力申告令」公布（1. 
20施行.7. 8の国民徴用令の資料）.

1.30「船員職業能力申告令」公布•施 

行・

3.31「国際労働機関帝国事務所官制」 

廃止.

> 「工場事業場技能者養成令」公布 

（4. 5施行）.

> 「学校技能者養成令」公布（4. 5施 

行）.

> 「賃金統制令」公布（4.10施行. 

20歳未満の未経験エの初給賃金を公 

定）.

〇 「工場就業時間制限令」公布（5.1 
施行.機械•金風船舶,車両工場 

に適用.16歳以上の男子職工の1日 

12時間以上の就業禁止）.

〇 「従業者雇入制限令」公布（8.1施 

行.重要工業•鉱業の従業経験者, 

養成工の雇入に,職業紹介所長の許 

可を要す）.

4.1厚生省予防局に結核課設置.

4.28「労働統計毎月実地調査令」公布 

•施行.

3.24鉱業法改正,公布（鉱害の賠償 

について規定）.

3.30花柳病予防法の一部改正（診療 

所を業態者以外の者も利用すること 

ができることとされた）.

3.31 厚生省に国立公園に関する事務 

を所掌する職員を設置.

4.16大都市の保健所に小児結核予 

防所併設.

4.28皇后陛下より結核の予防と治療 

のための施設資金として,御内帑金 

50万円を下賜.結核予防会設立（従 

来の日本結核予防協会を吸収）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

る）• （ニュージーランド）9.14 「社会保障 

法」成立（拠出制の一般国民年金と 

老齢•寡婦•廃疾・鉱夫の各年金, 

疾病給付,失業給付を単一法に規 

定）.

（国際）5.18第3次国際社会保険専閃 

家大会,ウィーンで開催（〜5. 22）.
6. 2 ILO第24回総会ジュネーブで開 

催 条約63号「主要な鉱業および製 

造工業（建築及び建設を含む）なら 

びに農業における賃金及び労働時間 

の統計に関する条約」を採択（〜6. 
22）.

12.-国際社会保険基金共済組合会議, 

ジュネーブで開催（社会保険の国際 

的情勢は,社会保障概念のめざまし 

い発展を遂げていると言及）.

昭和14年

1.14銃後奉公会設立.

3.1？「人事調停法」公布（7.1施行）.

3.30「司法保護事業法」公布（9.14施 

行）.

4.1財団法人国民健康保険協会設立. 

4. 6「職員健康保険法」公布（昭15.
6.1と7.1施行.物品販売,金融業, 

保険業,倉庫業等に従事する職員を 

対象.一部負担制,療養費払制）.

〇健康保険法中改正法公布（昭15.
6.1施行.保険給付の内容充実一家

8.23独ソ不可侵条約署名.

9.1独軍,ポーランド進入開始.

9. 3英仏両国対独宣戦布告（第2次 

大戦勃発）.

（英）9.19戦争による傷害,死亡に対 

する年金,手当金の率を決定する勅 

令発布.

-「炭坑廃物に関する公衆衛生法」 

制定（炭坑ボタ山などの排煙を規 

制）.

> フィーパーシャム委員会報告（在 

宅ケア強調）.

> 全国青年委員会設置（全国の青年 

福祉有志団体の活動を調整）.

> 「養子縁組法」成立（児童の養子 

縁組に業者を除外し,福祉当局の監 

督を規定）.

>市民相談協会設置.

（米）7.1社会保障3人委員会,連邦 

社会保障部局に設置（1935年社会保 

障法による.1946. 7.16,社会保障 

庁設置により廃止）.

ー ニューヨーク州で食料キップ制実 

施

〇社会保障法一部改正（老齢年金に 

妻,扶養児童のための家族給付を追 

加するとともに,遺族年金を設立）.

> 食品薬品規制法の改正により,医 

療用具•化粧品も適用対象となる.

〇 健康保険を内容とするWagner
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昭和14年(1939)

5. 5金買上げ運動,鉄製品回収始ま 

る.

5.12 ノモンハン事件起こる（日ソ両 

軍衝突.8. 20日本軍全滅的損害）.

5.15 7帝国大学および6官立医科大

学に臨時附属医学専門部を設置（医 

師の需要増に対応）.

5.16明治神宮体育大会,厚生省主催 

となり明治神宮国民大会と改称 国 

防競技を採用（昭17年に国民錬成大 

会と改称）.

6.16「物価局官制」公布•施行.

7.26米国,日米通商航海条約廃棄を 

通告（昭15.1.26失効）.

8.24全国に電力供給制限（渇水と石 

炭不足により電力飢饉）.

8.28平沼内閣総辞職（独ソ不可侵条 

約署名について,欧州情勢複雑怪奇 

と声明）.

&30阿部信行内閣成立（厚相8. 3〇〜 
11.29小原直,11.29〜翌年1.16秋 

田清）.

6.1厚生省労務者住宅供給3カ年 

計画を発表.

7. 8「国民徴用令」公布（7.15施行.

8.1初の出頭要求書.白紙の召集令 

状）.

7.12保険院社会保険局に,職員船員 

保険準備課設置.

7.15 「軍事保護院官制」公布・施行 

（傷兵保護院,臨時軍事援護部廃止）.

8.1厚生省,第1期労務者住宅供給 

計画（10万人の労務者を収容するた 

めの世帯向小住宅3万戸（6万人）, 

共同宿舎200戸（1戸200人）を建 

設）.

8. 8厚生省,多子家庭表彰要綱を発 

表（同一父母による満6歳以上の嫡 

出子10人以上を養育した家庭を表彰. 

昭16年から表彰多子家庭の子女に育 

英費補給事業開始）.

8.25「人口問題研究所官制」公布・施 

行（昭17.11,厚生科学研究所に統 

合）•

7.28「国民体力審議会官制」公布・施 

行（国民体力管理制度調査会,保健 

衛生調査会および体育運動審議会を 

統合）.

8.23戦時薬局方公布（第5次の日本 

薬局方改正）.

8.- 厚生省,農村結核予防に着手し, 

結核予防生活指導要綱発表.

9.1第1回興亜奉公日（以後毎月1 
回,国民生活規制,戦意高揚を図る 

0）-
9. 4政府,欧州戦争不介入と声明.

10.18国家総動員法下で物価統制関係 

の勅令公布（10- 20施行.物価•給 

与等の釘付け.「価格等統制令」, 

「地代家賃統制令」,「賃金臨時措置 

令」,「会社職員給与臨時措置令」）.

> 「電力調整令」公布•施行.

9. 8日本医師会,医療制度の改善策 

について発表.

9.27医薬制度調査会,医薬制度の改 

善案の起草を終わる.

10・1厚生省,初めて体力章検定を実 

施（15〜25歳男子に義務化.走・跳 

・投・運搬•懸垂の5種.初,中, 

上級を判定）.

10. 3厚相,国民体力審議会に国民体 

カ管理制度案要綱を諮問.

10. 6官立医科大学官制改正（熊本医 

科大学に体質医学研究所を附設）.

11・4野村外相・グルー米国大使,日 

米国交調整のため,第1回日米会談.

11・6農林省,「米穀配給統制応急措置 

令」を公布（米穀強制買上制実施）.

11.25「米穀搗精製制限令」公布（12. 
1施行.7分搗以上の白米を禁止）.

12. 6 「小作料統制令」公布（12.1施 

行）.

12.16「総動員物資使用収用令」公布 

（12. 20施行）.

12.23厚生省社会局に住宅課設置. 12.27国民体力審議会,国民優生法案 

要綱について答申.
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7.28「傷痍軍人医療委員会官制」公布 

・施行〈勅〉・

10.1!「軍人援護対策審議会官制」公布 

•施行（傷痍軍人保護対策審議会官 

制廃止）〈勅〉.

族補給金,結核性疾病の給付期間1 
年延長）.

> 「船員保険法」公布（昭15. 3.1 
一部施行,6.1全部施行）.

5.- 職員健康保険組合（59組合）組 

合設立認可.

7.-厚生省,勤労者厚生年金保険制 

度案要綱草案を発表.

8.30「庁府県健康保険職員制」公布・ 

施行.

12.23 「職員健康保険法施行令」公布

（12. 26施行）.

Billが議会に提案された.

（仏）7. 29「家族法典」公布（初産手当 

金も規定）.

（独）4. 20戦死者遺族にも疾病・出産 

保険を適用拡大.

9. 2全国医師会,すべての開業医が 

保険医療,医療扶助を義務として遂 

行するよう諭告（内務大臣公達によ 

る）•

9. 22医療保険報酬契約に関し 軍務 

服務中の被保険者のための人頭式報 

酬引下げ.

一 戦争犠牲者,難民等援護制度を施 

行.

（伊）12. 23俸給被用者家族の疾病保険 

現物給付の拡大支給（保険料の1〜 
1.5%引上げ）.

-職業補導センター設置（地方庁の 

出先機関.青少年の職業指導）.

>国民保険基金設置（疾病保険の管 

理機関）.

（スウェーデン）年金受給者用アパート 

建築に一部国庫補助・

> 妊娠と結婚につき,雇用の権利を 

保障する特別法制定.

（フィンランド）ホームヘルプ奉仕委員 

会設置（政府と特志団体の代表によ 

る）.

（デンマーク）「住宅監視法」制定（ス 

ラム街の除去）.

（オランダ）被用者の家族手当制度制定 

（第1子•第2子の受給には収入調 

査による制限）.

（ニュージーランド）4.1 社会保障省 

設置.医療サービスなど1938年公布 

の社会保障法の実施.

（国際）6. 8 ILO第25回総会,ジュネ 

ーブで開催（〜6. 28）.「国際労働法 

典」を採択（社会保険関係を統一的 

に分類）.

一 ILOの第2回米州加盟会議,社会 

保険の目標と機能に関する決議を採 

択・
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昭和14・15年（1939・40）

12.23第75回通常帝国議会召集（12. 26
開院式,翌年3. 26閉会）.

——この年,国民体力管理制度調査会, 

国民体力管理制度の在り方について 

答申・

昭和15年

1.14阿部内閣,陸海軍の支持を失っ 

て総辞職.

1.16米内光政内閣成立（厚相吉田茂）.

2.1「陸軍統制令」（2.25施行）,「海 

軍統制令」（2.15施行）公布.

2. 2民政党斎藤隆夫,衆議院で戦争 

政策を批判,問題化（3. 7,除名）.

3. 8津田左右吉,出版法違反で起訴 

（2.-著書発禁）.

3. 9社会大衆党,斎藤除名に反対し 

た片山哲ら8代議士除名.

3.16「宗教団体登記令」公布（4.1施 

行）.

3.29「物品税法」,「遊興飲食税法」公 

布（4.1施行）.

A「地方税法」公布.

4. ! 所得税法施行規則の改正により, 

勤労所得は源泉徴収となる.

A 「物価対策審議会官制」,「価格形 

成委員会官制」公布•施行.

4. 8「石炭配給統制法」公布.

4.24「陸軍志願兵令」公布.

〇生活必需品に切符制採用決定（米, 

味噌,醬油,砂糖,マッチ,木炭 

等）.

5.22新聞雑誌用紙統制委員会設置.

6.20東京大手町航空局に落雷出火, 

9官庁全半焼（厚生省体力局焼け, 

医療保険立法資料・医籍焼失）.

6.24暴利行為等取締規則を改正公布 

（価格表示義務の明確化.@表示始 

まる）.

7. 6社会大衆党解散.

〇 「奢侈品等製品販売制限規則」公 

布（7. 7施行）.

7.16畑陸相の単独辞職により米内内 

閣総辞職.

〇政友会,久原派解党.

7.2!日本労働総同盟,自発的解散を

2.1厚生省に職業部を設置.

ト 「青少年雇入制限令」公布（3.1施 

行）.

2.16厚相,第75回通常帝国議会で労 

働組合が自発的に解消するよう指導 

すると答弁.

2.22「青少年雇入制限委員会官制」公 

布•施行・

4.13厚生省,労務者住宅損失補償制 

度制定（建設経営に対し将来損失を 

生じた場合,建設費総合の2分の1 
を限度に国が補償）.

6.1保険院社会保険局に,船員労災 

保険課設置.

6.28厚生省に,住宅対策委員会設置 

（厚相,住宅難解消について諮問）.

7.1 厚生省,第2期労務者住宅供給 

計画（第1期計画に従う資材の割 

当）.

2.20第1回全国保健婦大会開催.

2.22国立結核療養所,傷兵保護院に 

移管.

4. 8「国民体力法」公布（9. 26施行. 

17歳〜19歳の男子の身体検査を義務 

化,体力手帳交付.ツベルクリン反 

応,X線間接撮影を中心とする本格 

的集団検診実施）.

5.1「国民優生法」公布（昭16. 7.1 
施行.優生手術認められる.優性結 

婚相談所開設）.

6.20航空局落雷火災のため厚生省体 

力局（バラック建）類焼.

6. — 厚生省,結核死亡率の最も咼い

石川県を予防生活指導事業の特別計 

画実施地区と定め,5カ年計画を推 

進.

7. -熊本の本妙寺らい部落解散.各

地の療養所に収容.
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——この年,政府管掌健康保険の被保 

険者の結核検診実施.

昭和15年

1.16軍人援護対策審議会,軍人援護 

事業の方策に関して答申.

3.-厚生省児童課,農村隣保施設要 

綱案を提示（農村母性や児童保護の 

ために,農村隣保施設を勧奨•補 

助）•

1.26閣議で,通貨回収策の一手段と 

して,保険年金制度の整理強化を申 

合せ.

2.23 「船員保険法施行令」公布（3.1 
施行）.

3.2?「職員健康保険特別会計法」,「船 

員保険特別会計法」公布（昭15年度 

より施行）.

6.20 「船員給料委員会官制」公布•施 

行.

7.1健康保険,任意給付として家族 

給付（療養費への補給金）の実施開 

始.

7.31「刑務共済組合令」公布•施行.

3.30汪兆銘,南京に親日政権樹立・

6.10イタリア,英仏に宣戦布告.

（英）7.1「老人および寡婦年金法」 

制定（補足年金の新設.公的扶助に 

依存する低額拠出制年金受給者に支 

給）.

-失業保険の対象範囲を,年収420 
ポンドの非筋肉労働者まで拡大・

（米）第4回ホワイトハウス児童会議開 

催（会議のあと児童の保護のための 

組織,全米市民委員会設置）.

> 社会保障法による老齢,遺族保険 

初めて給付支給.

（仏）10.1!失業者に対する国家扶助制 

度確立（市町村失業基金に対する国 

の補助を,国の直接扶助に改正）.

（伊）8.18「一般市民の戦争犠牲者補償 

法」制定.

（ソ連）6.25労働者の7時間労働制を 

8時間労働制に変更（戦時体制に対 

処）.

8.10各医療機関に医療諮問委員会法 

定設置（無料医療の実施に万全を期 

す）.

（国際）世界19カ国の教育者,ロンドン 

で会議開催.「児童憲章」を採択.
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昭和15・16年（1940・41）

決定.

7.22第2次近衛文縻内閣成立（厚相 

7. 22〜9. 28安井英二,9. 28〜翌年 

7.18金光庸夫）.

7.26米大統領,石油•屑鉄を輸出許 

可制とする.

＞国民同盟解党.

7.27大本営政府連絡会議,世界情勢 

の推移に伴う時局処理要綱（武力行 

使を含む南進政策）を決定.

7.30政友会,中島派解党.

&1近衛内閣,基本国策要綱を発表 

（大東亜新秩序,国防国家の建設方 

針）.

8.15民政党解党（全政党解党終了）.

＞大日本農民組合解散.

8.17閣議,国民生活新体制要綱発表.

8.20農林省,「臨時米穀配給統制規 

貝II」を公布（米穀流通組織の一元 

化）.

9.1!内務省,部落会•町内会•隣保 

班・市町村常会設置を通達.

9.23北部仏印へ進駐.

9.2?日独伊3国同盟成立.

10・1総力戦研究所設置.

10. 4「砂糖配給統制規則」,「マッチ配 

給統制規則」公布（11.1切符制全 

国実施）.

10.12大政翼賛会発会式挙行.

10.19賃金統制令改正,「船員給与統制 

令」公布（10.12施行）.

〇「会社経理統制令」,「銀行業資金 

運用令」公布・

10.22東方会解散.

11.10紀元2600年式典挙行・

11.23大日本産業報国会創立.

9.26「船員職業紹介所官制」公布（10.1 
施行）.

9.30海員組合解散

10・1 第5回国勢調査（内地人口 7311 
万4000人,外地人口3211万1000人, 

就業別人口割合:第1次産業44. 3%, 
第2次産業26.0%,第3次産業29.0 
%）•

10.19第2次地代家賃統制令公布（10. 
20施行）•

12. 6内閣に情報局設置.

12. 7閣議,経済新体制確立要綱案を 

決定.

12.24第76回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

8. 2落雷火災により焼失した医籍, 

歯科医籍および薬剤師名簿の整理復 

原のため,各免許証所持者はその免 

許証を所轄警察署長に提出すべき旨 

告示す.

9.16中央社会事業委員会,医療保護 

に関する具体的方策について答申.

9.25「国民体力法施行令」公布•施行.

10.28医薬制度調査会,医療制度改善 

方策を答申（医療機関の分布の是正 

のための開業の制限,学校教育期間 

中の実地修練制度の採用,専門科名 

の標榜についての国家検定制度の創 

設,医師会の改組等）.

11.3厚生省,10人以上の子を持つ親 

1万336人の（優良多子家庭）を表 

彰（第1回優良多子家庭表彰式）.

11.19住宅対策要綱閣議決定.

11.2!「宅地建物等価格統制令」公布 

（11.25施行）〈勅〉.

11.- 貸家,貸室組合設立.

12. 5「厚生科学研究所官制」公布・施 

行（公衆衛生院,栄養研究所を合 

併）.

12.12国民体力審議会,花柳病予防法 

を性病予防法と改称する法律案要綱 

について答申.

12.14「教員保養所令」公布•施行.

昭和16年

1.6「勅任文官銓衡委員会官制」,「奏 

任文官特別任用令」公布•施行（官

1.8文部省体育課,体育局に昇格.

1.10厚生省職業局設置（失業対策部,
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10.21「船員徴用令」公布（10. 22施行）.

11・2「大日本帝国国民服令」公布（国 

民服を制定）.

11.2保険院保険制度調査会,労働者 

年金保険制度案要綱につき可決・答 

申（諮問10.10）.
11・9 「船員使用等統制令」公布（11. 

10施行）•

12. 2 「政府職員共済組合令」公布（昭 

16.1.1施行.昭23年,国家公務員 

共済組合となる）.

12.29「逓信共済組合令丄「鉄道共済組 

合令」公布（昭16.1.1施行）.

昭和16年

1.7 「教職員共済組合令」公布（2.1 
施行）〈勅〉.

6.22独ソ開戦.

8.14米英首脳,洋上会談.「大西洋憲
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吏身分保障制撤廃）〈勅〉. 職業部合併）.

1.8東條陸軍大臣,「戦陣訓1」を示達. 1.15厚生省に労務監督官を設置.

1.1!「新聞紙等掲載制限令」公布•施 1.22国民の資質,体力の向上ならび

行. に人口増加に関する基本国策要綱,

1.16大日本青少年団設立. 人口政策確立要綱を閣議決定（昭35
1.20 「食糧管理局官制」公布・施行 年の内地人口1億人を目標とし,出

〈勅〉. 産増加方策,死亡滅少方策,資質増 

強方策などを打ち出した）.

2.24衆議院議員の任期延長に関する 2.1従来の職業紹介所を国民職業指 2.1 厚生省体力局,まず歩こう運動

法律等公布（衆議院府県会,市町村 導所とする. を提唱.

会の議員の任期1カ年延長）. 2. 5「医薬品統制規則」公布.

3.1「国民学校令」公布（4.1施行. 3. 3厚生省,産報青年隊結成に関し 3.27「結核研究所官制」公布（京都帝

小学校を国民学校と改称）. 通牒. 国大学,結核研究所附設）.

3. 3国家総動員法改正法公布（政府 3. 6 「国民更生金庫法」公布（7.1施 3.29国立公園委員会,阿片委員会,

権限の大幅な拡張）. 行). 傷痍軍人委員会廃止（4.1施行）.

〇 「兌換銀行券条例ノ臨時特例二関 3. 7「国民労務手帳法」公布（雇傭時 3.30国民健康保険施行効果発表（死

スル法律」公布（大蔵大臣による最 の手帳提出義務を規定）. 亡率減少,乳幼児死亡率低下,保健

高発行限度決定制）. > 「住宅営団法」公布（4. 7施行.財 衛生状態向上等）.

3. 7「国防保安法」公布. 団法人同潤会を主体に住宅営団設立

3.10治安維持法全面改正（5.15施行. （5.1）.昭16年から5カ年計画で労

予防拘禁制追加）. 務者を対象として30万戸の小住宅供

3.13「国民貯蓄組合法」公布. 給).

> 「農地開発法」公布（昭16. 5.1-- 〇 「貸家組合法」公布（7. 7施行.貸

部施行）. 家の円滑な供給および貸家経営の適

3.17「船舶保護法」公布（4.20施行. 正を図るため,政府資材の特配を優

海軍による船舶運航護衛など）. 先配給）.

3.10借地法・借家法各改正公布（賃 

借人の権利保護強化）.

4.1「生活必需物資統制令」公布. 4. 2「労働技術統計調査令」公布・施 4.1「公医依託生心得」を定める.

A 6大都市に米穀配給通帳制実施 

（主食基準配給量2合3勺）.

4.13日ソ中立条約署名.

行（労働統計実地調查令廃止）. > 大日本厚生体操発表.

5.14「貿易統制令」公布（5.15施行）. 5. 8財団法人同潤会解散,住宅営団 5. 7「医薬品及衛生材料生産配給統制

に引き継ぐ. 規則」制定・施行（重要薬品127品 

目を重点的生産.配給の中央機関と 

して医薬品中央配給会設置）.

5.26医事に関する専門委員会設置.

6. 中央融和事業協会を改組,同和 6. 3大日本生活協会,国民食相談所

奉公会と改称. を開設.

6.一 石川県結核特別対策実施.

7. 2御前会議,国策要綱を決定（対 7.1 国立癩療養所設置（6.28,明42
ソ戦準備,南方進出のため対英米戦 年設立された公立癩療養所等7カ所,

を辞せず）. 厚生省に移管）.

7.18第3次近衛文磨内閣成立（厚相 >医薬品購入券制実施.

小泉親彦）. 7.10「保健婦規則」を公布（保健婦の

7.25米国,在米日本資産凍結を通告 資格を統一化）.

（同じく 7. 26英,7. 27蘭印）. 7.13厚生省,団体旅行•神宮国民体

7.28南部仏印へ進駐. 育大会を除く全国的競技大会中止を 

通達.

7.16厚生省,「私立保健婦学校保健婦 

講習所指定規則」を制定.

7.19日本医薬品生産統制株式会社設 

立.

7.27日本医薬品配給統制株式会社設
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

1.一新潟県村上市に健康保険保養所 

を設置（疲労回復による結核予防と, 

結核ベッドの回転率の向上）.

3. 6「医療保護法」公布（10.1施行. 

救護法および母子保護法の医療扶助 

および助産を統合）.

3.10健康保険法中改正法公布（昭16.
11.1施行.適用範囲を拡大し,貨 

物積卸・運送•清掃•焼却屠殺の事 

業に適用）.

3.1!「労働者年金保険法」公布（昭17.
1.1一部施行,昭17. 6.1全面施行. 

労働者年金保険の創設（常時10人以 

上を雇用する工場等の男子を対象と 

する））•

5.30保険院,健康保険制度拡充試案 

要綱を発表.

5.3!保険院保険制度調査会官制廃止.

6.2!「社会保険審査会規程」公布（7.
1施行.社会保険審査会設置（労働 

者災害責任保険審査会,国民健康保 

険委員会廃止））.

章」発表.

9.29米英ソ3国,モスクワ会談（米 

英,ソ連に武器貸与）.

（英）6.一 ウィリアムニベバリッジを委 

員長とする社会保険および関連サー 

ビス各省間委員会（ベバリッジ委員 

会）設置.

-被保護世帯に対する資産調査,廃 

止.

（米）連邦政府,市民防衛部と防衛保健 

福祉事業部設置（保健福祉事業部は, 

州•郡市の公共社会福祉事業の連絡 

調整の中心機関）.

> 民間の6機関（YMCA, YWCA, 
NCCS, JWB, SA, NTAA）,合同 

サービス機構を設置.

A 公衆保健事業法を社会保障法に吸 

収.

〇 ピッツバーグ市で,「煤煙防止条 

例」制定.

〇 ランハム法により,国費数十億ド 

ルを福祉活動に支出（学校,保育所, 

病院,上下水道設備などを整備）.

〇戦争犠牲者救済委員会設置.

（仏）3.14ヴィシー政府,65歳以上に 

無拠出の老齢年金制度制定（老齢年 

金保険の財政方式を,積立方式から 

賦課方式に転換）.

3. 29「家族手当法」改正（主婦付加手 

当を単一賃金手当（夫一人の賃金に 

頼る意味）に改定）.

10. 4「労働憲章」制定（最低生活賃金 

の保障規定を含む）.

（独）1.15「戦時措置法」公布（応召被 

保険者の社会保険における無期限の 

権利存続を規定,年金制度に任意の 

自己保険創設,40歳未満者の自由加 

入）.

5. 20「疾病保険法」改正（無期限の療 

養給付,26週間の疾病手当金,病院 

看護の支給,伝染病についての薬剤 

費負担撤廃）.

11.4年金受給者の疾病保険を規定.

（スウェーデン）人口政策委員会設立.

（オランダ）8.10疾病金庫法に基づく 

医療保険の現物給付の開始（金庫法 

は賃金労働者の強制加入）.

（ソ連）6. 5ソ連邦人民委員会議,軍

1165



昭和16年(1941)

背 景 社会保障一般 衛生。医療

立.

8.1 米国,対日石油輸出停止.

8.12物価対策審議会,米価二重価格 

制採用,生産者奨励金の交付を決定.

&30「重要産業団体令」,「株式価格統 

制令」,「金属類回収令」公布（9.1 
施行）.

9. 2翼賛議員同盟結成（衆議院議員 

俱楽部解消）.

9. 6御前会議,帝国国策要領を決定 

（対米英開戦準備）.

10. 2米国,4原則の確認と中国•仏 

印からの撤兵要求に関する覚書を提 

出.

10.15ゾルゲ事件（国際諜報団検挙始 

まる）.

10.18東條英機内閣成立（厚相小泉親 

彦留任）.

11・5御前会議,対米交渉最後案・第 

2次帝国国策遂行要領を決定（12月 

初旬武力発動決意）.

11.15第77回臨時帝国議会召集（11.16 
開院式,11.20閉会）.

11.26「産業設備営団法」公布（12.5施 

行）.

> ハル米国務長官,日本の最終的提 

案を拒否し,強硬な新提案（ハル• 

ノート）を提出.

12.1御前会議で開戦決定.

12. 8太平洋戦争起こる（米•英に宣 

戦布告）.

12.10日本軍,ルソン島上陸開始.マ 

レー沖海戦.

>「企業許可令」発布.

12.11 対米英戦共同遂行•単独不講和 

・新秩序建設に関する日独伊3国協 

定署名.

12.13「新聞事業令」公布•施行〈勅〉.

12.15第78回臨時帝国議会召集（12.16 
開院式,12.17閉会）.

12.16「物資統制令」公布•施行.

12.19「言論,出版,集会,結社等臨時 

取締法」公布.

12.2!日本•タイ間同盟条約署名.

12.24第79回通常帝国議会召集（12. 26 
開院式,翌年3. 25閉会）.

8.1 厚生省官制改正公布・施行（人 

□局,衛生局,予防局,生活局,労 

働局,職業局の6局となる.人口の 

函養,国民の保健,社会事業,その 

他国民生活の保護•指導および労務 

に関する事務を掌る）•

8. 9労務統計毎月調査令改正,公布 

（11.30 施行）.

8.29閣議,労務緊急対策要綱決定 

（職業転換の促進,勤労奉仕の制度 

化,学校の修業期間短縮など）.

9.22「労務統制委員会官制」公布•施 

行•

9.30厚生,内務両次官通達により労 

務報国会結成.

10.15国民職業能力申告令改正,公布 

（11.1施行.女子にも適用）.

11.22「国民勤労報国協力令」公布（12.1 
施行.男子14~40歳,未婚女子14〜 

25歳に勤労奉仕の義務法制化）.

12. 8「労務調整令」公布（昭17.1.10 
施行）〈勅〉.

12.19「戦争保険臨時措置法」公布.

> 「海務局官制」公布（侮港検疫に 

関する事務は,税関より逓信省海務 

局に移管.海務局は逓信大臣の管理 

に属するが,当該事務については厚 

生大臣の指揮監督を受ける）.

12.29「職業紹介規定」を定める.

9.1! 文部省,「体育調査会規程」を制 

定.

9.-厚生科学研究所,国民一人1日 

当たり適正食糧を決定.

1〇.3看護婦規則改正（看護婦の年齢 

資格18歳から17歳に引下げ）.

11.29保健所を中心とする保健指導網 

の確立を通達（保健所網の整備拡充 

と保健婦の普及）.

〇 日本保健婦協会設立.

12・9厚生省,売薬営業について新免 

許を行わない事を発令.

12.11 薬業整備に関する方針概要を決 

定（配給組織の整備と配給業者の整 

理統合を図る）.

12.15検疫所,逓信省（海務局）の所 

管となる.

12.16「医療関係者徴用令」公布•施行.

>東北帝国大学に抗酸菌病研究所附 

設・

この年,私立のらい療養所殊に英 

国等より援助を受けていた病院は経 

営困難となり解散（昭16〜17年）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

人各階級に対する年金•家族手当の 

規定制定.

（オーストラリア）7.1 児童手当制度 

制定.

（ニュージーランド）1933年社会保障法 

による支給開始.

（国際）ILO特別会議ニューヨークで開 

催（大西洋憲章の支持に関し決議）.

11.2!財団法人船員保険会設立（船員 

保険の福祉施設の実施機関）•

12.1?「防空従事者扶助令」公布.

12.22厚生省,「国民徴用扶助規則」を 

制定施行（徴用により家族の生活 

が困難となったり,被徴用者の傷病 

により,その家族または本人の生活 

が困難となった場合,生活扶助等を 

支給）.

12.29「労働者年金保険法施行令」公布 

（昭17.1.1施行）.

12.- 小泉厚相,昭17年より3カ年で 

全国市町村に国保組合の設立・国民 

皆保険政策を強調.
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昭和17年（1942）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

昭和17年

1.1為替相場の米英貨基準廃止,円 

建実施

[＞塩通帳制配給,ガス使用量割当制 

実施

1.2閣議,毎月8日を大詔奉載日と 

する（興亜奉公日は廃止）.

1.8大蔵省,大東亜戦争国庫債券を 

発行.

1.9国民勤労報国協力令施行規則に 

基づき学徒の勤労動員始まる.

1.16大日本翼賛壮年団結成.

2.1衣料点数切符制,味噌醬油切符 

制配給実施.

2. 2大日本婦人会結成（愛国婦人会, 

大日本婦人会など統合）.

2.13「兵器等製造事業特別助成法」公 

布.

2.15 シンガポール占領.

2.20「戦時金融金庫法」公布（3.1施 

行）.

2.2!「食糧管理法」公布.

〇 「大東亜建設審議会官制」公布・ 

施行（内閣に設置）.

2.23所得税法,法人税法など改正各 

法公布（大幅増税）.

＞「電気瓦斯税法」等公布（4.1施 

行）.

2.24翼賛政治体制協議会結成.

A 「重要物資管理営団法」公布（3. 5 
施行）.

〇 「日本銀行法」公布（3.20施行. 

管理通貨制度の法的確立）.

3. 7立憲養正会結社禁止.農地制度 

改革同盟に解散命令.

3. 9ジャワ島占領.

3.10閣議,中小商工業者の整理統合 

•職業転換促進を決定.

4.1配電統制令に基づく 9配電会社 

開業.

4.18「全国金融統制団体令」公布•施 

行.

[＞米陸軍機,日本本土初空襲・

4.30第21回総選挙（翼賛選挙.翼賛 

政治体制協議会推薦者381,非推薦 

者 85）-
5.!マンダレー（ビルマ）占領.

5. 7コレヒドール島（フィリピン） 

の米軍降伏.

5.12内閣,金属回収令による強制譲 

渡命令を発動（寺院の仏具•梵鐘等, 

強制供出）.

5.13「企業整備令」公布.

5.15閣議,大政翼賛会改組を決定

1.30厚生省に産業安全研究所設立 

（工場事業場の災害予防調査研究, 

災害予防技術者の養成訓練）.

2.18「会計法戦時特例」公布・

5.16厚生部内臨時職員設置制改正, 

公布•施行（厚生省内に国立公園に 

関する事務,工場等の災害予防調査 

ならびに衛生調査に関する事務およ 

び失業応急施設に関する事務に従事 

する者を置く ）•

2.1厚生省に技監制度を設ける.

2.18売薬営業整備要綱を通知（企業 

合同による売薬生産の合理化と統制 

機関を通した販売の円滑化）.

2.21国民体力法改正公布（体力検査 

対象者の範囲を乳幼児等に拡大およ 

び体力検査の強化）.

2.25「国民医療法」公布（医療関係法 

規を統合.新たに病院•診療所の設 

立許可,日本医師会の強制設立,日 

本医療団設立等）.

3.23官立医科大学官制改正,公布・ 

施行（金沢大学に結核研究所,長崎 

大学に東亜風土病研究所を附属）.

4.1 国民学校卒業児童にBCGを接種.

4.16「日本医療団令」公布（4.17施行. 

結核療養所や農村医療施設等の医療 

機関の全国的整備と一元的運営）.

4.- 中央の温泉行政は一時中断する.

5.26厚生省,医事に関する専門の事 

項を調査し国民医療の管理の円滑な 

実施を図るための専閃委員を置く.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和17年

1.19厚生省,「医療関係者徴用扶助規 

貝II」を制定（医療関係者徴用令に基 

づく被徴用者関係者に対し生活保 

護）•

2.25「戦時災害保護法」公布（4.30施 

行.戦時災害被災者,その家族•遺 

族に応急救助•扶助）.

5.18厚生次官,昭和17年乳幼児体力 

向上指導要綱を通牒（乳幼児の保健 

指導,体力検定結果を体力手帳に記 

載.6.1,全国一斉に実施）.

1.24健康保険法施行令改正（健康保 

険•船員保険の診療担当者の自由変 

更,処置•手術費用の制限撤廃）.

2.1船員保険保養所開設（兵庫県西 

宮の甲陽公園ほか4カ所）.

2.20「労働者年金保険特別会計法」公 

布（昭17年度より施行）.

2.21国民健康保険法中改正法公布 

（特別組合の強制設立・組合員の強 

制加入,保険医の強制指定,診療報 

酬額の公定,代行組合の制限撤廃.

5.1施行,一部は昭18.1.1）.
[＞健康保険法中改正法公布（昭18. 

4.1施行.職員健康保険を統合.法 

の適用範囲拡大,保険給付の拡充 

（家族給付の法定化•結核の延長給 

付）一部負担金制度採用,保険医の 

強制指定）.

6.!米英ソ3国首脳会談（共同宣言）. 

米ソ相互援助条約,米ソ経済協定成 

立.

（英）5.29英国医師会設置の医療計画 

委員会,病院体系•医療体系につき 

中間報告（家庭医の中心的地位の確 

立を提唱）.

11.20 ベバリッジ報告,政府に提出 

（以後の英国社会保障,医療サービ 

スの基本理念）.

-戦時保育所の設置（1万3000力 

所）.

〇 「戦災孤児に対する保護法」制定.

（米）「働く母親の児童保育のための緊 

急援助法」制定（連邦政府,州に応 

急補助金を交付）.

（仏）1.6賃金生活者に対する義務的 

保障を一般化する制度を開始（週給, 

半月給の手工業者に実施）.

7.31年次有給休暇を法定化.

（独）3. 9「災害保険法」改正（被保険 

者の範囲を,すべての被用者に拡 

大）.

5.1?「営利活動に従事する母性の保護 

を行うための法律」（母性保護法） 

制定.

（スウェーデン）7.18「小売業の労働時 

間法」制定.

-家賃統制令施行（住宅建築に,無 

利子•無担保の貸付制度実施）.

（ソ連）5. 6 「戦争による廃疾者の就職 

斡旋と新職業の教習組織の供与,生 

活保護に関する法律」公布.

（オーストラリア）6. 30寡婦年金制度 

制定.

（ニュージーランド）9.1 社会保障法 

によるマッサージ給付開始.

（国際）3.- ILO「社会保障への道」 

を報告（各国の社会保障確立の指針 

となる）.
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昭和17年（1942）

冃 尽 社会保障一般 衛生 ・医療

（各種国民運動を傘下に入れ,町内 

会•部落会などの指導強化）.

5.20翼賛政治会結成.

5.25第80回臨時帝国議会召集（5. 27
開院式,5. 28閉会）.

5.26日本文学報国会創立.

6. 5ミッドウェー海戦（4空母を失 6.20国民保健指導方策要綱を決定

い,戦局の転機となる）. （保健所を中心とする保健指導の徹

6.1!関門トンネル竣工. 底を図る）.

6.26生活必需物資動員計画閣議決定.

7.1地方事務所設置.

7.24情報局,全国主要新聞社の整備 

統合発表.

7.28閣議,行政簡素化措置を決定 

（中央官庁職員を減員し,外地に転 

出）.

8. 7米海兵1個師団,ガダルカナル &1健民修練所開設.

島上陸. 8.2!結核対策要綱,閣議决定（昭18.
8. 8第1次ソロモン海戦（8. 24第2 1実施）.

次,11.14第3次）. 8.22 「医師会及歯科医師会令」公布 

〈勅〉.

9.1中央食糧営団設立.

10.28「国民医療法施行令」公布（10. 30, 
「国民医療法施行規則」制定）.

10.- 政府,国民学校を卒業して就職 

する少年に対し,BCGの接種を行う 

よう全府県に命令.

11.1「行政簡素化令」公布. 11.1 厚生省官制改正,公布・施行 11.1地方官官制改正,地方衛生関係

> 大東亜省設置（拓務省・興亜院廃 （行政事務の簡素化のため,人口局, 事務を警察部から内政部に移管.

止）. 衛生局,生活局,勤労局,保険局の 11.6日本医師会解散総会.

>「大東亜省連絡委員会設置制」公 5局となる）. 11.25村松晴嵐荘ほか2国立結核療養

布•施行. 〇 「統計局官制」公布・施行（行政 所を軍事保護院の所管とす（傷痍軍

各機関の統計を統一的に行う）. 人療養所33カ所となる）.

> 「厚生省研究所官制」公布（人口 11.30日本薬局方改正,公布（第5改

問題研究所,厚生科学研究所および 正）.

産業安全研究所を統合して厚生科学 11.- 医薬制度調査会•薬事制度特別

研究所を設置）. 委員会,薬事制度改善方策を厚相に

[> 保険院官制廃止.簡易保険に関す 

る事務は逓信省に移管.

> 警視庁官制改正,公布・施行（職 

業指導事業および職業紹介事業が警 

察行政となる）.

答申.

12.23大日本言論報国会創立. 12.23全国43の健民指導地区設置（3力

12.24第81回通常帝国議会召集（12. 26 年計画）.

開院式,翌年3. 25閉会）.

——この年,この頃より労働者の欠勤 この年夏,長崎にデング熱患者発

・怠業•二重稼ぎ,労務管理•食料 生,流行.

事情による集団暴行,徴用工の逃走 〇学校身体検査規則,工場法施行規

等,全国的に顕著となる. 則を改正し結核検診の徹底図る.

>京都に日本放射線技術学会結成.
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7.13厚生省,「妊産婦手帳規程」公布 

（妊娠の届出時に,妊産婦手帳を交 

付 妊産婦および乳幼児の保健指導 

等の徹底を図る）.

7.一 政府,特殊法人として傷痍軍人 

奉公財団を設立.

8.1船員保険の適用・保険料の調定 

•収納事務,地方庁に移管.

9.18陸•海軍省,「大東亜戦争軍人軍 

属死没者賞賜内規」（裁可）.

9.- 全日本私設社会事業連盟を大日 

本社会事業報国会と改称.

9.15小泉厚相,中央協力会議で,結 

核患者の療養と家族の生活を援護す 

るため,3カ年計画で国民全部に社 

会保険制度を拡充すると述べる.

10. 8労働者年金保険の積立金の運用 

は,厚生福祉施設に対する還元融資 

および国債,社債等に対する運用に 

よる旨の厚生・大蔵両大臣の協定成 

立・
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昭和18年

1.9「戦争完遂に付ての協定に関する 

日華共同宣言」,「租界還付及び治外 

法権撤廃等に関する日華協定」署名.

>ガダルカナル島撤退開始（2. 7撤 

退完了）.

1.16政府,間接税中心の増税案を発 

表（2〜3月,関係諸税法改正公 

布）.

1.18 「民族研究所官制」公布・施行 

（文部省に設置）.

1.22経済協力に関する日本国ドイツ 

国間協定署名.

〇 経済協力に関する日本国イタリア 

国間協定署名.

2.10文部省,学童の縁故疎開促進を 

発表.

2.28「出版事業令」公布・施行.

1.16大政翼賛会,結核予防対策を答 

申・

1.28日本医師会設立・

> 日本歯科医師会設立.

3.16「納税施設法」公布（町内会,部 

落会に納税団体を設置）.

3.18 戦時行政特例法等公布・施行 

（総理大臣の権限強化）.

3. 4「戦争死亡傷害保険法」公布.

3. 9「木船保険法」公布.

3.31船員保険,労働者災害扶助責任 

保険の現業事務および職員を地方庁 

に移管.

3.12「薬事法」公布（薬事関係法規の 

統合.11.1施行）.

3.一 日本学術振興会,BCGワクチン 

の接種が有効であるとの研究成果発 

表.

4.16緊急物価対策要綱を閣議決定 

（価格調整補給金,価格奨励制度の 

採用）.

4.17国民労務手帳及国民登録事務取 

扱規程改正（青壮年国民登録の趣旨 

の徹底を期す）.

4. 8内務省・厚生省,健民運動組織 

要綱を通牒（5.1実施 全国の部落 

会•町内会に健民部,会社•工場・ 

商店に健民会を設置.健康診断,鍛 

練,保健指導を実践）.

5.29アッツ島守備隊玉砕.

5.31御前会議,大東亜政略指導大綱 

を決定（マレー •蘭領インドの日本 

領土編入,ビルマ•フィリピンの独 

立）.

6.1「東京都制」公布（7.1施行）.

〇戦力増強企業整備要綱決定（軍需 

工場に転用可能な企業の整備）.

6. 2大日本労務報国会設立（日雇労 

務者の国策協力機関）.

6.16 「工場法戦時特例」公布・施行

6.1! 結核予防対策に伴う健民修練所 

設置要綱発表（&1開設.健康弱者 

を2カ月間収容し,生活訓練と療養
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昭和18年

1.18軍事保護院職業補導所規程改正, 1.18「国立健康保険療養所官制」公布 9・8イタリア無条件降伏.

告示（傷痍軍人職業補導所および軍 •施行（健康保険被保険者の療養の 11.22米英中3国,カイロ会議開催

人遺族職業補導所を設置）. ために健康保険療養所を設置）. （12.1カイロ宣言発表）.

11.28米英ソ3国首脳会議（テヘラン）.

（米）ボルトン法により,登録看護婦, 

准看護婦志望の在学生•卒業生に奨 

学金貸与.

〇 民間対アジア救援認可団体,ララ 

（LARA）設立.

>障害者職業訓練局設置.

> 強制健康保険適用等を内容とする 

The Wagner-Murray-Dingell bill 
が提案された.

2. 2 「政府ノ管掌スル健康保険ノ保険 

料率」告示（4.1施行.保険料率,

>障害者職業訓練局設置.

石炭山労務者1000分の80,職員1000 （仏）4.15児童の公的扶助制度確立.

分の30,その他1000分の48に改正）. （遺棄に関する母親への扶助と社会

> 「健康保険及国民健康保険ノ保険 的原因による孤児とに大別して扶

医及保険薬剤師ノ指定ニ関スル件」 

制定（行政庁の個別的な直接指定に

助）.

より診療担当,4.1実施）. （独）10. 2女子,重傷痍者および生業

2. 8「健康保険及船員保険法ノ規定二 能力耗弱者に対する労働時間の短縮

依ル療養ニ要スル費用ノ額並ニ国民 に関する労働大臣令（休暇令）発令.

健康保険ノ事業を行フ法人二請求ス 11.2医療保険の家族給付期間（入院）

ベキ費用ノ額ノ算定方法」告示（診 13週間を26週間に,薬剤費の償還50
療報酬単価,一般診療20銭,歯科10 
銭）.

%を70%に改定

3.10「人工補装置取扱規則」制定〈陸 3. 8船員保険法改正法公布（戦時加 （伊）1.11「国民疾病保険法」公布（一

達〉. 算（戦時指定地域を航行した場合, 般的な疾病保険,家庭医制度を採

3.12軍事扶助法改正,公布（傷病兵 被保険者期間を加算）,給付の拡大 用）.

に退営および召集解除者中,現役お （福祉施設の設置）,業務上の傷害給 -年金保険の年金額引上げ（生計費

よび召集中の原因による傷病者を追 付期間の延長（6月から9月）,保 高騰に対処）.

加）. 険料負担割合の変更（労使折半から

3.2?「国立健康保険療養所入所規程」 使3,労2）など）. （スウェーデン）ホームヘルパー制度立

告示（3.15適用）. 3.12「健康保険保険医療養担当規程」 法制定（ホームヘルパーの給与に国

3.31「船員保険保険医療養担当規程」 告示（保険医制度の法定化に伴う改 庫補助）.児童夏季キャンプへの政

告示（4.1適用）. 正）.

ト「健康保険保険歯科医療養担当規

府援助実施.

程」告示. （国際）オーストラリアとニュージーラ

4.1健康保険に職員健康保険を吸収 ンドとの間に「社会保障に関する互

し,新発足. 恵条約」締結.

>健康保険の診療報酬支払いで,日 > 国際連合救助ーリハビリテーショ

6.16「鉱夫就業扶助規則ノ特例ニ関ス 

ル件」を定める（16歳以上の女子に 

適用）.

本医師会の請負方式を廃止.点数単 

価方式を採用.

5. 5公法人,健康保険組合連合会設 

立（社団法人健康保険組合連合会, 

職員健康保険組合連合会解散）.

ン局（UNRRA）倉IJ設.
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6. 4第1次食糧増産応急対策要綱を （工場就業時間制限令廃止.婦女子, 指導を行う）.

閣議決定（休閑地の動員による雑穀 年少者の鉱山坑内作業許可）.

増産）. 6.25学徒戦時動員体制確立要綱閣議

6.15第82回臨時帝国議会召集（6.16 決定.

開院式,6.18閉会）.

7.1「地方行政協議会令」公布（地方 7.2! 国民徴用令の一部改正（民間工

行政総合調整のため全国9地方に設 場の被徴用者に「応徴士」の身分付

置）. 与）.

8.1日本国ビルマ国間同盟条約署名. 8.10厚生省「応徴士服務紀律」を公 &13医薬品製造整備要綱発表.

布. 8.24大政翼賛会,国民衛生対策を上 

申.

9.1厚生省,女子体力章検定制実施9.10鳥取県に大地震. 9.17勤労報国隊表彰要綱閣議決定.

9.2!閣議,国内態勢強化方策決定 9.2! 現情勢下における国政運営要綱, （15〜21歳の女子.初級,中級,上

（航空機生産最優先,食料自給態勢 男子就業の制限禁止に関する件,女 級の3段階でナワ跳び•速歩•体操

確立）. 子勤労動員の促進に関する件次官会 など5種目の検定）.

9.28閣議,官庁の地方疎開方針決定. 議で決定（25歳未満の未婚女子を女 9.24文部省,学徒体育大会を禁止.

10. 2在学徴集延期臨時特例公布（学

子勤労挺身隊として動員）.

10. 6「薬剤師会令」公布（11.1施行）.

生・生徒の徴兵猶予停止.12.!第 10.23医薬品及び衛生材料配給機構要

1回学徒出陣）. 綱および小売薬業整備要綱決定.

10.14日本国フィリピン国間同盟条約 10.26「医薬品等ノ封緘及検査証明ノ取

署名. 締ニ関スル件」を定める（11.1施
10.15帝都及び重要都市における工場 行）.

家屋等の疎開及び人員の地方転出に 10.29医薬品及衛生材料生産統制規則

関する件閣議決定. 改正（11.1施行.同規則を「医薬品

10.18「統制会社令」公布•施行. 統制規則」に改正）.

10.25第83回臨時帝国議会召集（10. 26 
開院式,10.28閉会）.

10.3!「軍需会社法」公布.

11.1 軍需省（企画院廃止）•運輸通信 11.1 厚生省官制改正,公布・施行

省（逓信省,鉄道省廃止）・農商省 （健民局,衛生局,勤労局,保険局

（農林省,商工省廃止）設置. の4局となる）.

> 兵役法改正公布（国民兵役を45歳 〇 年金課設置（船員労災課が年金保

まで延長）. 険課と合併）.

11.5大東亜会議を東京に開く （11.6 >「海運局官制」公布（海港検疫に

大東亜宣言発表）. 関する事項は,海務局より運輸通信

11.2!米軍,マキン•タラワ両島上陸 省海運局に移管）.

（11.250本守備隊玉砕）.

12.10銅像等の非常回収の実施に関す 12.16「軍需会社法施行規則」公布. 12.1国民医療法施行規則改正,公布

る件閣議決定. 12.1?「軍需会社徴用規則」公布•施行. •施行（医師および歯科医師試験を

12.2!都市疎開実施要綱閣議決定. 毎年1回以上行うことを定める）.

12.24徴兵適齢1年引下げ. 12. 3衛生物資確保対策要綱（閣議決

>第84回通常帝国議会召集（12. 26 定）.

開院式,翌年3.24閉会）. 12.10日本薬剤師会設立.

12.28閣議,食料自給態勢強化対策要 

綱・自作農創設の促進に関する件決 

定.

この年,国立公園協会を国土健民 

会と改称.

> 結核死亡率最高となる（人口10万 

対235. 3）.
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12.23大日本母子愛育会設立（恩賜財 

団愛育会,日本母性保護会,日本小 

児保健報国会の3団体統合）.

11.10「労働者年金保険福祉施設資金融 

通規程」制定（労働者とその家族等 

の福祉増進のための施設に預金部資 

金を融通.10- 28適用）〈大・厚令〉.

11.19財団法人年金保険厚生団設立 

（厚生年金保険の福祉施設の実施機 

関.昭23. 9.14財団法人厚生団と改 

称）.
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背 景

昭和19年

1.4「戦時官吏服務令」,「文官懲戒戦 

時特例」公布（綱紀振粛）.

1.7地下資源開発勤労緊急対策,閣 

議決定.

1.26防空法による疎開命令発令（東 

京,名古屋）.

1.28「物価協議会官制」公布.

2.! 米軍,マーシャル群島上陸（2. 
6日本守備軍玉砕）.

2.10国民職業能力申告令改正公布・ 

施行（国民登録制を拡大.男12〜60 
歳,女12〜40歳）.

> 国民徴用令改正,公布•施行.

2.25決戦非常措置要綱,閣議決定.

1.18緊急国民勤労動員方策要綱•緊 

急学徒勤労動員方策要綱,閣議決定・

1.19 「厚生省関係許可認可等戦時特 

例」公布・施行.

2.19国民職業能力申告令施行規則改 

正,施行（適用除外,国民学校に在 

学中の者,配偶者のある女子,禁治 

産者）.

2.2!国民労務手帳法施行規則改正, 

公布.

2.29国民労務手帳法施行令中,職業 

を指定する.

1.25女子体力章及び武道章制定（15 
歳から21歳を対象とし,1000メート 

ル速行・縄跳・短棒投・重量運搬お 

よび体操の5種目とし,上級,中級, 

初級に区分して検定を実施）.

2. 7保健婦学校保健婦講習所指定に 

関する訓令（養成期間の短縮）.

3. 3 一般疎開促進要綱,閣議決定.

3. 8インパール作戦開始（7. 4失敗 

のため作戦中止）.

3.26大本営連絡会議,昭19年度物資 

動員計画運営に関する件承認（四半 

期別の実行計画による.物資動員計 

画事実上崩壊）.

4.1決戦非常措置要綱実施（銀行・ 

店舗の整理,高級劇場の閉鎖,旅行 

の制限.特急•寝台•食堂車廃止）•

>青年師範学校設立.

4.18决戦非常措置要綱に基づく中央 

官庁の許可認可等の事務廃止及び地 

方委譲に関する件閣議決定.

3.!国民職業指導所を,国民勤労動 

員署に改組.

3. 7衛生局に防空課設置（救護衛生 

医薬資材を掌理）.

3.18女子挺身隊制度強化方策要綱, 

閣議決定（8. 23「女子挺身勤労令」 

公布.女子の勤労動員法制化）.

5. 9勤労者住宅緊急整備要綱,閣議 

決定

3.14看護婦規則改正（看護婦の最低 

資格年齢を17歳から16歳に引下げ）.

3.29家庭薬生産統制会社創立.

3.-保健所網整備要領決定,保健所 

の設置•運営に3分の1の国庫補助.

4. 4「官立薬学専門学校規程」制定 

（4.1施行）.

> 日本薬局方改正,公布•施行（第 

5改正）.

4. 5「官立医学専門学校規程」制定

4.2!「東京医学歯学専門学校規程」制 

定（4.1施行）.

5.1社会保険診療報酬算定協議会設 

置.

5.1?「学校身体検査規程」制定•施行.

6.15米軍サイパン島に上陸開始（7. 
7日本守備隊玉砕）.

6.19マリアナ沖海戦（日本海軍,空 

母•航空機の大半を失う）•

6.30学童疎開促進要綱,閣議決定.

7.18東條内閣総辞職.

7.2!米軍,グアム島上陸（8.10日本 

守備軍玉砕）.

7.22小磯國昭内閣成立（厚相7. 22〜 

翌年2.10廣瀬久忠,2.1〇〜4. 7相 

川勝六）.

7.24米軍テニャンに上陸（8. 3守備 

隊玉砕）.

8. 4閣議,国民総武装決定（竹槍訓 

練等始まる）.

8. 2厚生省健民局,涵養•鍛練•指 

導の3課を健民・体力・戦時援護の

6.22「家庭薬統制組合統制規程」制定.

7.17国立公園事務を一時停止.

8.30家庭薬（売薬改称）処方整理実 

施要綱制定.
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昭和19年

（英）2.-保健省,スコットランド省, 

国民保健事業白書を議会に提出（総 

合的国民保健事業の設立.全科医 

（GP）の登録人頭式報酬支払方式な 

ど提案）.

3.1「身体障害者雇用法」制定（身障 

者再就職のための担当官設置,リハ

2.26軍事保護院療養所入所規程改正, 2.15 「厚生保険特別会計法」公布 ビリテーションの実施.事業主に対

施行（適用範囲を外傷以外の者に拡 （船員保険特別会計,健康保険特別 する雇用の義務づけなど規定）.

大）. 会計,労働者年金保険特別会計の併 5.1 雇用政策に関する白書発表（雇

合）. 用水準を一定に維持することを宣

2.16健康保険法改正法公布（給付期 言）.

間1年を2年に延長）. 12.— 国防法により,ホームヘルパー

〇労働者年金保険法中改正法公布 制度を拡大（出産時のほか母親の手

（6.1施行.労働者年金保険を厚生 術,疾病,妻の入院時,老齢不具者

年金保険と改称.適用範囲を事務職 

員,女子,5人以上使用事業所の従

のいる家庭に派遣）.

業員に拡大）. （米）「復員軍人再調整法」（通称軍人権 

利法）制定（復員軍人の雇用を保 

護）.

> 「公衆衛生サービス法」公布.

> 細菌学者ワックスマン,結核治療 

の抗生物質ストレプトマイシン発見.

（仏）12. 30社会保険法改正（保険料の

4. 3診療報酬単価に地域差導入（一 増額）.

般診療,甲地26銭,乙地23銭,丙地 -農村における社会福祉事業創設.

20銭）.

5.24健康保険法施行令改正,公布

〇 「児童保護法」制定.

（スウェーデン）6. 30「家内労働法」制 

定.

-保育事業への政府援助開始.

（6.1施行.傷病手当金,継続療養等 （ノルウェー）老齢•廃疾の補助年金に，

規定）. 初めて生計費支出によるスライド制

>労働者年金保険法施行令改正,公

布（6.1施行.名称を厚生年金保険

採用.

法施行令とする）. （べ儿ギー）4.29社会連帯に関する協

6.1厚生省に,社会保険診療報酬算 定案を発表（戦後の社会保障計画を

定協議会設置（医師側,公立病院・ 明確に提案）.

国保組合,官庁側の三者構成.イン 12. 28 「労働者の社会保障に関する法

フレ進行に伴い診療報酬を算定す 律」（通称社会保障プラン）公布,

る）. 当分被用労働者のみに適用（老齢年 

金の改善,共済組合制度と併立する 

疾病廃疾保険の創設,失業者への扶 

助基金制度の準備,家族手当制度の 

改善,有給休暇制度の保障などを規 

定）.

（カナダ）国民保健•福祉省設置.

> 「家族手当法」制定（無拠出,資 

産調査なしで第1子から支給）.
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昭和19・20年(1944・45)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

8. 5最高戦争指導会議設置（大本営 3課に改組.

政府連絡会議廃止）. 8.23 「女子挺身勤労令」,「学徒動員

8.10軍需省,「開戦以降物的国力の推 令」公布•施行.

移ならびに今後における見透し」に

おいて物的国力の崩壊を認定.

9. 6第85回臨時帝国議会召集（9. 7 9.1 東京,大阪に製薬監理官事務所

開院式,9.11閉会）. 設立開所す.

10.18兵役法施行規則改正公布（男子17 10.2!「勤労動員官吏講習所規定」制定, 10.1簡易保険健康相談所,公立健康

歳以上を兵役に編入）. 施行. 相談所等を保健所に統合（既存の各

10.20米軍レイテ島上陸. 種保険指導施設（公立健康相談所,

10.23農商省,松根油緊急増産対策措 簡易保険相談所,健康保険健康相談

置要綱を決定（ガソリン代用品増産 所,小児結核予防所）を統合して30
のため）. 3カ所の保健所とし,同時に161カ所

10.24レイテ沖海戦（連合艦隊の突入 の新設を行い,総数770カ所からな

作戦失敗,武蔵•瑞鶴など主力を失 る保健所網を完成した）.

う）. 10. 2「私立看護婦学校看護婦講習所指

10.25短軍神風特攻隊,レイテ沖で初 定標準ノ特例」を定める（修業期間,

めて出撃. 女子中学校卒業者6カ月,他の者1
年以上とする）.

11.1内閣に総合計画局を設置. 11.10厚生省,女子徴用実施.女子挺

11.24 マリアナ基地のB29,約70機東 身隊期間1年間延長を通牒.

京初空襲.

12. ?東海地方に大地震•津波. 12.15軍事保護院駿河療養所（傷痍軍

12.24第86回通常帝国議会召集（12. 26 人癩）設立.

開院式,翌年3. 25閉会）.

12.29燈火管制強化対策要綱,閣議決

疋•

この年後半,海上輸送崩壊,軍需 この年,各陸軍病院で看護婦養成

生産麻痺状態.物価騰勢激化. 開始

昭和20年

1.9米軍,ルソン島上陸開始.

1.13東海地方大地震（家屋全壊5000
余戸,死者1961人）.

1.18最高戦争指導会議,本土決戦計

画決定.

1.20「船員動員令」公布（1.25施行）

〈勅〉.

1.25最高戦争指導会議,非常决戦措

置要綱を決定（軍需生産増強,生産

防衛体制強化など）.

2.19 米軍,硫黄島に上陸（3.17日本 2.19「戦時物価審議会官制」公布•施 2.22「輸血取締規則」制定（4.1施行）

守備軍全滅）. 行〈勅〉. 〈厚令〉.

3.10 B29東京を夜間大空襲（この頃 3. 6「国民勤労動員令」公布（国民徴

から本土大都市空襲激化）. 用令,女子挺身勤労令等を一本化）.

3.15大都市ニ於ケル疎開強化要綱, 3. 9「戦時生産技術者養成所規定」制

閣議決定（以後,学童母子など緊急 定,公布•施行〈厚令〉.

疎開）. 3.22「興生事業委員会官制」公布•施

3.18決戦教育措置要綱,閣議決定 行〈勅〉.

（学校授業1年間停止）. 3.28「軍時特別措置法」公布.
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10.- 財団法人国民協助義会設立• 10. 8年金保険厚生団,別府整形外科 

療養所開設（昭21.10.12廃止）.

10.13「健康保険附加給付規定」告示 

（哺育手当の支給）.

（ソ連）ソビエト最高会議幹部会,多子 

および単身の母親に対する各種保護 

規定制定.

（ニュージーランド）9.11938年の社 

会保障法による地方看護サービスを 

実施（12. 20,家事手伝サービスを 

開始）.

（国際）4. 20 ILO第26回総会フィラデ 

ルフィアで開催（〜5.21）.「完全雇 

用,社会福祉の増進のための就職, 

最賃制の確保」（いわゆるフィラデ 

ルフィア宣言）採択.

11・4軍人援護強化徹底に関する件, 

閣議決定.

——この年,医薬品衛生材料が極度に 

不足し,保険診療振るわず.

昭禾口 20年

3.28戦災援護会結成（財団法人戦時 

国民協助義会を改組.翌年3月,軍 

人援護会と合体して同胞援護会とな 

り,のち社会福祉協議会の設立に際 

し吸収される）.

2.19船員保険法改正法公布（4.1施行. 

被保険者の適用範囲の拡大,遺族年 

金,葬祭料制度の創設,死亡手当金 

制度の廃止,戦時加算の強化等）.

3.3!船員保険法施行令改正,公布 

（4.1施行.遺族年金,障害年金等の 

支給基準を定める）〈勅〉・

2. 4ヤルタ会議開催（2.11ソ連の対 

日参戦決定.同日,米英ソ,ヤルタ 

協定署名）.

5・7ドイツ無条件降伏.

7.17ポツダム会談開催（7.26ポッダ 

ム宣言公表）•

10.24国際連合,正式に発足.20カ国 

調印済み.

（英）3. 28「賃金審議会法」公布（一般 

または特種の労働の最低賃金を決 

定）.

3. — ニューナム所長マエラ=カーティ

スを委員長とする児童保護の諮問委 

員会,発足.

5. — ランユクリフ委員会,低所得者

への司法上の援助,法律相談につき 

勧告.

6. - 「家族手当法」制定（1946. 8施

行.全額国庫負担.第2子以上に給 

付）.
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昭和20年（1945）

背 景 社会保障一般 衛生。医療

3.23国民義勇隊の組織に関して閣議 3.3!「勤労配置監察員規程」制定,公

決定.

3.30大日本政治会結成（翼賛政治会 

は解消）.

布•施行.

4.! 米軍,沖縄本島に上陸開始（6. 23 4. 2医療戦時措置要綱,閣議決定.

日本守備軍全滅）. 4. 6「医師免許ノ特例ニ関スル件」公

4・5ソ連,日・ソ中立条約不延長を 布•施行（歯科医師から医師への転

通告. 換を認める）〈勅〉.

4. 7鈴木貫太郎内閣成立（厚相岡田 4.13 「栄養士規則」公布•施行（栄養

忠彦）. 士の身分と業務を規定）.

＞ 「私立栄養士養成所指定規則」制 

定.

5.19運輸省逓信院設置（運輸通信省 5.- 厚生省,母子課廃止. 5. 5「国民体力法施行令戦時特例」公

廃止）. 布•施行〈勅〉.

5.22「戦時教育令」公布（全学校,職 5.31「保健婦規則」制定,公布（6.1
場に学徒隊結成）〈勅〉.

5.24厚生省•軍需省,「戦時要員緊急 

要務令」を公布（職場死守の重要産 

業要員指定）く省令〉.

5.25東京夜間大空襲（宮城,大宮御 

所炎上.東京の過半焦土となる）.

施行）.

6.1大阪,南九州大空襲. 6.27厚生省,「保健婦養成所指定規

6. 8第87回臨時帝国議会召集（6. 9 程」を制定（私立保健婦養成所指定

開院式,6.12閉会）.

6.10地方総監府設置（地方行政協議 

会廃止）.

6.13大政翼賛会等解散.

6.22「戦時緊急措置法」公布（内閣に 

独裁権付与）.

6.23「義勇兵役法」公布（15〜60歳の 

男子,17〜40歳の女子）.

規則の廃止）.

7. 3主食配給2合1勺（1割減）閣 7.21「戦時罹災土地物件令」公布・施

議決定.

7.13ソ連に平和斡旋を依頼（7.18拒 

否される）.

行.

& 6米軍,広島市に原子爆弾投下・ 8.16文部省•厚生省,学徒動員解除 8. 6午前8時15分,広島に原爆投下

& 8ソ連,対日宣戦布告. を通達. （ウラニウム235型）.

& 9米軍,長崎に原子爆弾投下・ 8.22厚生省,転換労働者応急措置決 8・9午前11時2分,長崎に原爆投下

&1〇御前会議,国体護持を条件にポ 定. （プルトニウム239型）.

ッダム宣言受諾を決定（8.14最終的 &24厚生省 復員対策委員会を設置. 8.2! 軍関係医療品を厚生省へ引継決

に受諾決定.これを連合国に回答）. 8.25「大東亜戦争二因ル戦時災害二関 定.

&15終戦の詔書録音放送（太平洋戦 シ特別ノ給付ヲ為ス共済組合二対シ ＞海港検疫の万全策樹立,次官会議

争終わる）. 政府給与金ヲ給与スルノ件」公布 で決定.

8.16 米大統領トルーマン,日本の占 

領について米の単独統治によること 

を声明.

&17天皇,陸海軍人に即時戦闘行為 

停止,降伏の命令.

＞東久邇内閣成立（厚相松村謙三）.

&18内務省,地方長官に占領軍向け 

慰安施設設置を指令.

&22終戦処理会議設置（最高戦争指 

導会議廃止）.

&26農林省,商工省設置（大東亜省, 

農商省,軍需省廃止.外務省は終戦

（昭16.12. 8以降の給付に適用）.
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4.10「応徴船員扶助規則」等制定,公

> レンプロイ（身体障害者雇用会 

社）設立.

（仏）5.24職業紹介および雇用の統制 

に関する命令（有料職業紹介所の廃

布（1.25適用.船員徴用扶助規則廃 止,大量解雇の際の中高年労働者の

1E）〈運令〉. 保護を規定）.

6.23「国民義勇戦闘隊員服制及給与 6.1 最初の社会保険病院として羽津

7. 3「盲人身体障害手帳と白杖携帯規 

定」制定.

10. 4 「社会保障の組織に関する大統領 

令」公布（ラロック•プラン.一般 

化,統一化,民主化の3原則）.

10.18学校保健制度確立.

10.19「社会保険の改組に関する大統領 

令」公布.

10.31 公衆衛生法典により,結核病対 

策の組織と機能を根本的に改正.

11.2「母子保護法令」公布（産前産後 

3週間の休暇,貧困妊婦に対する金 

銭扶助を規定）.

-麻薬委員会の事務局を厚生省に設 

置.

令」公布•施行〈勅〉. 病院（三重県四日市市）開設.

6.16健康保険に関する行政事務簡素 （西独）3.17「社会保険における給付法

化のための施行令改正,公布. および拠出金法の簡易化のための労

7. 4「軍事保護院保育所入所規程」制 7.16健康保険法施行令改正,公布・

働大臣の第1命令」公布（降伏後, 

イギリス占領軍のみが有効とする）.

（伊）3.1社会保険補足年金設置（平 

均年額の70%に相当.基金は労使, 

国の三者負担）.

定. 施行（被扶锤者に直系尊属を加え （スウェーデン）6. 29「年次有給休暇に

る）〈勅〉. 関する法律」制定.

&18帝国陸軍復員要領制定（陸軍総

-国,自治体による保母奨学金制度 

開始.

復員の方針を明示）.

〇帝国陸軍復員要領細則制定（陸軍 （オーストラリア）7.1失業手当,疾

内地部隊の復員実施要領）. 病手当制度制定.

8.2!海軍軍人第1段解員指令（内地 10.11「病院給付法」制定.

所在部隊の解員に関する要領を定め

た）. （ニュージーランド）11.12 「完全雇用の

8.30外地（樺太を含む）及び外国在 促進および維持のための国の雇用事

留邦人引揚者応急措置要綱決定（次 務を確立する法律」成立.

官会議）. 11.24社会保障法改正（家族手当の全

人口への拡張適用,各種給付率の引 

上げ,資産調査の緩和）.

（国際）1〇. 24国際連合正式に成立（国 

連憲章,20カ国の批准完了で発効）.
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連絡事務局設置）.

8.28東久邇首相,初の記者会見で国 

体護持,全国民総懺悔を強調.

〇陸海軍諸学校出身者及び在学者等 

措置要綱,言論集会結社の取扱方針 

に関する件閣議決定.

>連合国最高司令官総司令部（GH 
Q）横浜に設置（9.15東京に移動）.

8.30マッカーサー元帥,厚木着.

8.31在郷軍人会解散.

9.1 第88回臨時帝国議会召集（9. 4 9.1工場法施行令一部改正,公布・ 9.20厚生省分課規程一部改正（衛生

開院式,9. 5閉会）. 施行（8. 26軍需省廃止に伴い,商工 局に臨時検疫課を設置）.

> 連合国最高司令官の要求に係るー 省所管となる）〈勅〉. 9.22連合国軍最高司令官総司令部

般命令の実施に関する件閣議決定. 9.20引揚民事務所設置決定（次官会 （GHQ）,公衆衛生対策に関する覚

9. 2降伏文書調印に関する詔書渙発 議.引揚者に対する応急援護のため, 書発表（衛生制度,施設の現状にっ

（ミズリー艦上で降伏文書に署名）. 関係都道府県に引揚民事務所を設 き当面着手すべき事項指令）.

> GHQ,陸海軍の解体•軍需工業 置).

の停止等を指令（第1号）. 9.24終戦処理のため厚生省顧問を設

9. 3 GHQ,占領軍の必要とする施設, 置〈勅〉.

資源,労務の提供および連絡機関設 

置を指令

9. 6米大統領,「降伏後における米国 

の初期の対日方針」を承認,マッカ 

ーサーに指令（9.22発表.間接統治 

による非軍事化,民主化の実施）.

> GHQ, B号円表示軍票の使用にっ 

いて指令.

9. 9マッカーサー元帥,日本管理方 

針声明（間接統治,自由主義助長な 

ど）•

>支那派遣軍総司令官,降伏文書署 

名（南京）.

9.11 GHQ,戦犯容疑者東條英樹逮捕 

ほか39名の逮捕発表.

9.12南方派遣軍総司令官降伏文書署 

名（シンガポール）.

9.13大本営廃止（軍隊の最高の統帥 

部を廃止）.

9.14大日本政治会解散.

9.15新日本建設の教育方針を発表 

（国体護持,平和国家建設,科学的 

思考力の養成）.

9.17西日本に枕崎台風（死者,行方 

不明2400人）.

9.18閣議,食糧確保緊急措置決定.

9.19 GHQ,プレス•コードについて 

指令.

9.20 「「ポツダム」宣言の受諾に伴い 

発する命令に関する件」〈緊急勅令〉, 

同勅令の施行に関する件公布.

9.21「戦後対策審議会官制」公布•施 

行（10. 27廃止）.

9.22 GHQ,生活必需品の生産促進, 

輸出入活動の禁止を指令.

>降伏後における米国の初期の対日
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9. 2南鮮引揚げ第1船興安丸,仙崎 

港に入港.海外よりの引揚げ開始・

9. 7外征部隊及び居留民帰還輸送等 

に関する実施要領（閣議了解）（帰 

還輸送の優先的な処置）.

9.10帝国陸軍（外地部隊）復員実施 

要領細則制定

9.20事務次官会議,戦災孤児等保護 

対策要綱を決定.

9.25特設病院船高砂丸,メレヨン島 

から別府に帰港（前期集団引揚第1 
船）.

9.14厚生年金保険法改正,坑内夫の 

特別加算を昭20. 8で打ち切る.
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方針,発表.

9.24 GHQ,賃金•物価の統制維持, 

物価の公正配給などを指令.

9.2? 天皇陛下,マッカーサー元帥御 

訪問

9.30連合国極東諮問委員会設置.

> 大日本産業報国会および大日本労 

務報国会解散.

〇 GHQ,外地銀行•外国銀行•特 

別戦時機関の閉鎖を指令（満鉄等の 

営業即時停止）.

10.1東久邇内閣,労働組合ニ関スル 

法制審議立案ニ関スル件の閣議了解.

10.4 GHQ,政治的•公民的および宗 

教的自由制限の除去について指令 

（天皇制の自由議論,政治犯釈放, 

思想警察全廃,統制法規廃止など.

10. 5東久邇内閣,指令の実行不可 

能として総辞職）.

> GHQ,政治警察廃止に関する覚 

書交付.

10. 9幣原喜重郎内閣成立（厚相芦田 

均）.

> GHQ,必要物資の輸入に関する 

覚書交付（国民の最低生活水準維持 

に必要な物資に限り輸入を許可）.

10.11マッカーサー元帥,幣原首相に 

憲法改正の必要性および民主化のた 

めの5大改革を要求（婦人参政権, 

労組結成,学校教育民主化,経済機 

構民主化など）.

10.15海軍軍令部廃止.内地陸海軍部 

隊の復員ほとんど完了.

[>治安維持法等廃止.

10.16 GHQ,占領地域における日本人 

の帰還引揚に関する方針の件の覚書 

交付.

10.22 GHQ,教育制度の基本方針の覚 

書交付（軍国主義的•超国家主義的 

教育を禁止）.

10.25 GHQ,日本の在外大公使館の資 

産引渡し,外交機能停止を指令.

〇憲法問題調査委員会設置（10. 27 
発足）.

10.30極東諮問委員会第1回会議ワシ 

ントンで開催（ソ連不参加）.

> GHQ,教員および教育関係官の 

調査・除外・認可に関する件を指令 

（軍国主義者,極端な国家主義者を 

追放）.

11.2日本社会党結成（片山哲書記長）.

11.5内閣に戦災復興院設置.

11.6内務省に地方行政事務局設置 

（地方総監府廃止）.

> GHQ,持株会社解体を政府に指

10.1!国民勤労動員令等各種規則を廃 

止.

> 厚生省,「勤労配置規則」を公布 

（復員者などの職業転換を図る）〈厚 

令〉.

10.16厚生省,「労務充足ニ関スル件」 

公布•施行（公的事業,進駐軍業務 

などに関する強制措置を規定）〈厚 

令〉.

10.24工場法戦時特例廃止,公布（11.
1施行）.

A厚生省に労務法制審議会設置.

10.27 厚生省官制改正,公布•施行 

（健民局,衛生局,社会局,労政局, 

勤労局,保険局,臨時防疫局の7局 

となる）〈勅〉.

A厚生省健民局に母子課設置.

11.1 全国人口調査実施（総人口7199 
万8104人）.

11・5 「戦災復興院官制」公布・施行 

（社会局住宅課は廃止）.

11.10「職業紹介業務規程」制定

10.12医療関係者徴用令等戦時諸法令 

廃止.

10.16 GHQ,花柳病に関する覚書.

10.20 GHQ,帰還に関する上陸及び港 

湾衛生に対する医学,衛生学的処置 

に関する件の覚書.

10.27「厚生省二臨時防疫局ヲ設置スル 

ノ件」公布（太平洋戦争終結に伴う 

検疫等に関する事務を行うため,臨 

時防疫局設置）〈勅〉.

10.3!厚生省分課規程一部改正（臨時 

防疫局に防疫課および検疫課を置 

く）.

10.- GHQ「阿片及麻薬ノ生産ノ禁止 

ニ関スル件」を指令.

11.13軍事保護院に関する覚書（軍事 

保護院の病院,療養所,患者収容所, 

その他病院施設を厚生省に移管し, 

一般国民に開放）.

11.19 GHQ,陸•海軍病院に関する覚
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10. 2外地より帰還軍人軍属の取扱に 

関する件制定（外地所在部隊の解員 

に関する要領を定めた）•

10. 4海外部隊および海外邦人に対す 

る食糧,衣料,衛生材料その他の所 

要物資の補給ならびに宿営施設につ 

いて,関係各省の緊密な連絡により 

その実施に万全を期する（次官会 

議）.

10. 7 GHQ,引揚日本人受入れのため 

上陸地事務局創設の件の覚書交付.

10.15 GHQ,日本における帰還引揚者 

に対する受入施設の件の覚書交付.

> GHQ,引揚者の取扱のための内 

地受入れ事務所設置の指令交付.

10.18厚生省,引揚関係責任庁となる 

（引揚げに関する中央責任官庁を決 

定せよとの10.13のGHQ指令に基づ 

く）.

10.22保護観察所官制等の勅令廃止 

〈勅〉.

11.1GHQ,非日本人の引揚げに関す 

る覚書交付.

> 日比谷公園で餓死対策国民大会 

（米3合配給即時実施を決議）.

11.5帝国在郷軍人会等廃止〈勅〉.
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令（三井,三菱,住友,安田の大財 

閥解体）.

11.9日本自由党結成（総裁鳩山一郎）.

11.12 GHQ,美術品,記念物及び文化 

的歴史的地域•施設の保護•保存に 

関する覚書を政府に送付.

11.13食糧増産確保に関する緊急措置 

に関する件閣議決定.

11.15ポーレー特使,日本の経済的武 

装解除,最小限の国民生活の維持等 

賠償根本声明発表.

11.16日本進歩党結成（幹事長鶴見祐 

輔）.

11.17「兵役法廃止等に関する件」公布 

〈ポツダム勅令〉・

11.18 GHQ,民間航空の全面的禁止, 

皇室財産封鎖を指令.

11.21治安警察法廃止.

11.24「大東亜戦争調査会官制」公布・ 

施行（内大臣府・内閣調査局廃止） 

〈勅〉.

> GHQ,戦時利得の除去および国 

家財政再建に関する覚書（軍需補償, 

公債発行,補助金交付の禁止）.

11.25 GHQ,軍需補償凍結,国債発行 

許可制指令.

11.26第89回臨時帝国議会召集（11.27 
開院式,12.18解散）.

11.28 GHQ,新通貨発行統制に関する 

覚書（日銀通貨発行のGHQ事前承 

認制）.

11.30陸軍参謀本部廃止.

12.!共産党第4回大会（12. 6書記長 

に德田球一就任）.

12. 2 GHQ,梨本宮守正・平沼麒一郎 

・廣田弘毅ら59人の逮捕を命令（12.
6近衛文磨・木戸幸一ら9人の逮捕 

命令）.

> GHQ,賃金•物価の統制維持を 

扌旨令.

12. 7連合国賠償委員会の米代表ポー 

レー,賠償中間計画発表乍機械 

製造,鉄鋼など工業設備の移動）.

12. 8松本国務相,憲法改正の4原則 

言明.

>厚生省,産業報国組織の解散に関 

する件を地方長官あてに通牒.

12. 9 GHQ,農地改革に関する覚書.

12.14「石炭庁官制」公布•施行.

12.15 GHQ,国家神道の禁止を指令.

12.17衆議院議員選挙法改正公布（婦 

人参政権,年齢引下げ,大選挙区制, 

制限連記制）.

12.18日本協同党結成（委員長山本実 

彦）.

11.17 「兵役法廃止等に関する件」〈ポ 

ッダム勅令〉.

11.19「要求物資使用収用令」公布•施 

行〈ポツダム勅令〉・

11.2!「住宅緊急措置令」公布（既存建 

物の住宅への転用と間数の多い余裕 

住宅の開放）〈ポツダム勅令〉.

11.22厚生省に失業対策連絡本部を設 

置（次官会議了解）.

11.24 GHQ,軍人恩給等の停止に関す 

る覚書（恩給と恵与）公布（昭21. 
2.1までに実施）.

11.26軍人恩給停止に関する善後措置 

を閣議決定（厚生大臣を責任大臣と 

する）.

11.27「地方引揚援護局官制」公布•施 

行（浦賀,舞鶴,呉,下関,博多, 

佐世保,鹿児島）新設.

11.28職業政策ニ関スル覚書.

> GHQ,職業政策に関する覚書交 

付・

12・1「第一復員省官制」,「第二復員省 

官制」公布・施行（第一復員省は陸 

軍,第二復員省は海軍の復員関係事 

務を所掌す）.

> 「医療局官制」公布・施行（厚生 

省の外局として設置.軍事保護院廃 

止.陸軍病院,傷痍軍人療養所を厚 

生省に移管.国立病院,国立療養所 

発足.旧陸海軍病院119カ所・同分 

院27カ所・傷痍軍人療養所51カ所・ 

保育所2カ所が厚生省に移管され, 

広く 一般国民に開放）〈勅〉.

12. 3「失業対策委員会官制」公布・施 

行（失業対策委員会を中央および地 

方に設置）〈勅〉.

12. 4厚生省,離職者1324万人と発表. 

12.10厚生省,社会保険制度審議会設 

置,軍人恩給停止後の善後措置を諮 

問.

12.11京成電鉄争議（生産管理戦術）.

12.22「労働組合法」公布（昭21.3.1 
施行.団結権,団体交渉権付与）.

12.28社会保険制度審議会答申（俸給 

書（陸•海軍病院,療養所を厚生省 

に移管し,一般国民に開放）.

11.20 厚生省,「塩酸ヂアセチルモルヒ 

ネ及其ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収 

ニ関スル件」を制定〈ポツダム省 

令〉.

11.2!医師会及歯科医師会令改正,公 

布（12.1施行）.

〇 薬剤師会令改正,公布（12.1施 

行）.

11.22「花柳病予防法特例」制定（12.
1施行.医師に花柳病患者の届出義 

務を課し,地方長官による健康診断 

書を持たない者の売春禁止を規定す 

る等,伝染対策を行う）〈ポツダム 

省令〉.

11.24厚生省,「麻薬原料植物ノ栽培, 

麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止二関 

スル件」を制定〈ポツダム省令〉.

A 「地方引揚援護局官制」公布（施 

行に伴い引揚者に対する応急援護お 

よび検疫に関する事務を開始）.

12. 7農林省,「厚生省所管軍病院患者 

二対スル主要食糧ノ配給取扱ニ関ス 

ル件」を通牒（一人1日400gの米 

・麦の配給を都道府県に依頼）.

12. 8 GHQ,日本における一般市民の 

栄養調査について指令（初めて東京 

都内の一般市民について栄養調査を 

実施（12.16〜18））.
12.28「国立病院入所規程」,「国立療養 

所入所規定」制定（12.1施行）.

12.- 第1回国民栄養調査実施（東京 

都内35区有意抽出）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.6戦災孤児救援バザー各地に始ま 

る.

11.17「連合国最高司令官ヨリ帝国政府 

二返還セラレタル物品ノ無償貸付及 

譲与等ニ関スル件」公布•施行（返 

還物資のうち被服・寝具その他生活 

必需品および内務大臣の指定する物 

は生活困難者および引揚者の応急救 

助に用いることとする）.

11.18日本協同組合同盟創立（賀川豊 

彦らが中心）.

11.22 GHQ,救済用配給物資ノ貯備二 

関スル件の覚書交付（軍人優先の差 

別待遇を禁止）.

11.—生活困窮者緊急生活援護要綱, 

閣議決定.

12. 8 GHQ,救済並に福祉計画に関す 

る覚書を提出（12. 31までに,政府 

に衣食住,医薬品等の援助計画の提 

出を求める）.

12.15生活困窮者緊急生活援護要綱, 

閣議決定.

＞生活困窮者緊急生活援護要綱（閣 

議決定）に基づき,授産場の設備費 

に対して国庫補助開始.

〇上野地下道の浮浪者2500人（うち 

児童495名）一斉収容（〜12.16.以 

後,繰り返しいわゆる「狩り込み」 

実施）.

12.2?全国方面委員会緊急大会,東京 

で開催.生活困窮者の緊急援護の対 

策を検討.

12.3!日本政府,救済福祉に関する覚 

書に対する計画書をGHQに提出.

12.一 戦災引揚孤児援護要綱,閣議決 

定.

12.24地方庁の社会保険事務を警察部 

から内政部（のち民政部）へ移管.
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昭和20・21年(1945・46)

背 景 社会保障一般 衛生・医療

12.20国家総動員法,戦時緊急措置法 生活者厚生年金制度について）.

等戦時立法廃止. 12.29「戦争死亡傷害保険法」「戦時特

12.24地方警察制度改正. 例損害保険法」廃止.

12.27憲法研究会（高野岩三郎ら），

「憲法草案要綱」発表.

〇 極東諮問委員会に代わりワシント

ンにソ連を含む11カ国構成の極東委

員会を,東京に連合国対理事会をそ

れぞれ設置決定.

12.28「宗教法人令」公布•施行（宗教

団体法等廃止）〈ポツダム勅令〉.

12.29「政治犯人等の資格回復に関する

件」〈ポツダム勅令〉.

>農地調整法改正公布（地主保有面

積5町歩•第1次農地改革）.

—— この年,生産荒廃,インフレーシ

ヨン高進,食糧欠乏等経済的混乱と

国民生活の窮乏激化.

昭和21年

1.1新日本建設に関する詔書発布 1.10厚生省,「労務者ノ就職及従業ニ 1.22 GHQ,麻薬統制制度の設置を指

（天皇,神格化否定）. ・関スル件」を指令（国籍•宗教•社 令.

1.4 GHQ,軍国主義者の公職追放, 会的地位による差別待遇禁止）〈ポ 1.26「朝鮮総督又八台湾総督ノ医師免

超国家主義団体の解散を指令. ッダム省令〉. 許又八歯科医師免許ヲ受ケタル者ニ

1.7「地方商工局官制」公布〈勅〉. > 「入営者職業保障法」公布（国民 付テノ国民医療法施行令ノ特例二関

1.19マッカーサー元帥,極東国際軍 労務手帳廃止）. スル件」公布（朝鮮・台湾の医師・

事裁判所の設置を命令（5. 3開廷）. 1.1!在旧満州同胞の救済資金調達の 歯科医師免許者に免許を与える.昭

1.20 GHQ,賠償工場保全管理を指令. 件閣議決定. 22.1.21満州を加える）〈勅〉.

1.23「開拓委員会官制」公布〈勅〉. 1.12社会局に物資課設置（救済援護 1.28 GHQ,医薬品の生産（旧軍医薬

1.26経済危機緊急対策実施要綱閣議 に必要な物資関係事務）. 品の利用生産計画）に関し指令.

決定. 1.26保険局に国民保険課設置. 〇 財団法人日本学校衛生会発足.

〇 「行政整理臨時職員令」公布〈勅〉. 1.30「有毒飲食物等取締令」公布（メ

1.29 GHQ,奄美大島を含む琉球列島 タノ ール,四エチル鉛含有食品の所

・小笠原群島などに対し,日本の行 持販売を禁止）.

政権を停止する覚書. 1.-「ペニシリン基準」制定,承認.

1.3!英連邦軍の進駐決定.

1.- 日本労働組合総同盟結成.

2. 7緊急事態に対処する生産増強方 2.1 労働争議による生産管理は使用

策大綱決定. 者の所有権の侵犯と,内•法•商•

2. 8憲法改正要綱（松本試案）をGH 厚相声明.

Qに正式提出（2.13 GHQ,松本試案 > 「恩給法ノ特例ニ関スル件」公布

を拒否,GHQ草案を提示）. •施行（旧軍人軍属とその遺族に対

2. 9日本農民組合結成（供出強権発 する恩給は傷病恩給等の一部を除き

動反対闘争を指導）. 廃止）〈ポツダム勅令〉.

2.15政府,戦後物価対策基本要綱定 2. 7国立公園の事務を衛生局保健課

める. に移管.

2.16「地方団体ノ吏員等連合国最高司 2. 8厚生省官制中改正（衛生・社会

令官ノ命令二基キ退職シタルトキノ •労政•勤労•保険の5局を置く.

退隠料等ヲ受クルノ資格又八権利ノ 厚生大臣は職業補導所を設けること

喪失等ニ関スル件」公布〈ポツダム ができる）〈勅〉.

勅令》. [>保護院官制廃止〈勅〉.

2.1?「臨時財産調査令」公布〈勅〉. 2. 9失業対策委員会,失業対策緊急
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昭和21年

1.21 GHQ,日本•における公娼廃止に 

関する件を命令（公娼を容認するー 

切の法規撤廃を命令）.

〇 米国船200余隻,引揚促進,食糧 

輸送のために貸与さる.

1.25「厚生年金保険法等中改正ノ件」 

公布・施行（国籍に基づく被保険者 

資格の差別の撤廃.大東亜戦争の文 

字の削除）〈ポツダム勅令〉.

1.29 GHQ覚書により預金部資金の運 

用は国債,地方債の消化に限定され, 

還元融資は停止.

2. 2娼妓取締規則廃止（公娼制度廃 

1E）〈内令〉.

2. 7輸送力増強にともなう引揚者受 

入態勢の強化,次官会議決定.

2.13緊急生活援護要綱による生活扶 

助基準額,世帯当たり199円と決定.

2.22財団法人大日本傷痍軍人会解散. 

その資産の寄附を受け財団法人協助 

会を設立.

2.27 GHQ,社会救済を回答（昭2〇・ 

12.31提出の救済福祉に関する計画 

に対する回答.国家責任,無差別平 

等,最低生活保障を指示）.

3. 5前英首相チャーチル,反ソ•反 

共演説で「鉄のカーテン」に言及.

（英）7. 一「産業災害保険法」制定（雇 

用主と被保険者の平等拠出制.1948 
年7. 5発効）.

8. 一「国民保険法」制定（失業•疾病 

・出産・小児保護・老人寡婦・孤児 

などへの給付,ホームヘルパーの派 

遣 国民保健事業の支払などを目的. 

1948. 7. 5実施）.

11.6 「国民保健事業法」公布（保健・ 

医療»精神衛生の総合的サービス体 

系を規定.病院の国営化,家庭医の 

登録制実施）.

一 国民保健事業による,ホームへル 

パー制度の拡大（妊婦,精神障害老 

人などの世帯にも派遣）.

＞慈善組織協会,「家庭福祉協会」 

と改称

（米）7. 3「全国精神衛生法」成立（精 

神病に関する補助金とともに,国立 

精神衛生研究所設立される）.

8.13 「ヒル・バートン法」公布（医療 

サービスの地域的不均衡是正のため, 

人口当たりの一般病床,特別病床数 

を一定基準で整備.連邦は3分の1 
ないし3分の2の補助金交付.1948 
年実施）.

一社会保障庁設置（社会保障局廃 

止）•

1189



昭和21年(1946)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

〇 「金融緊急措置令」公布（預貯金 措置を厚相に建議

封鎖,旧券の凍結,新円払出しの制 2.15大河内一男,末高信,園乾治,

限.2. 25より新旧円交換開始,3.3 平田冨太郎,近藤文二の5教授によ

以降旧円流通禁止）〈勅〉. り社会保障研究会発足.

> 「食糧緊急措置令」（主食供給に対 >緊急就業対策要綱,閣議決定.

する強権発動を規定）,「隠匿物資等 2.19部落解放全国委員会結成（水平

緊急措置令」公布〈勅〉. 社解散）.

〇 「日本銀行券預入令」公布. 2.27 「戦争終結後復員シタル陸海軍ノ

2.20ソ連 樺太•千島の領有を宣言. 軍人等二対シ支給シタル退職金与金

> 「日本銀行券預入令特例フ件」公 ノ国庫返納ニ関スル件」公布〈ポッ

布〈勅〉. ダム勅令〉.

2.23 「政党,協会其ノ他ノ団体ノ結成 > 「労働組合法施行令」公布〈勅〉.

ノ禁止等ニ関スル件」公布〈ポッダ 

ム勅令〉.

2.26政府,経済危機緊急対策を発表 

（食糧•物資•通貨•物価・就業対 

策などの総合施策）.

> 第1回極東委員会開催（ワシント 

ン）.

2.27 「食糧対策審議官官制」公布 

〈勅〉.

2.28「就職禁止,退官,退職等ニ関ス 

ル件」公布（公職追放令）〈ポッダ 

ム勅令〉.

3. 2閣議,総合物価体系の確立を発 3.1中央労働委員会発足. 3. 7厚生省,「特殊物件中ノ麻薬ノ保

表（3.3「物価統制令」公布〈ポッ 3. 2失業者への対応についての訓令 管及受払ニ関スル件」制定（旧日本

ダム勅令〉,いわゆる「3.3物価体 〈厚・内訓〉• 軍の保有していた麻薬で政府に保管

系」）. > 「退職手当金,年金其ノ他比等二 転換された麻薬の取扱いについて規

3. 6政府,憲法改正草案要綱を発表 準ズベキ利益ノ給付ノ制限ニ関スル 制）〈ポツダム省令〉.

（主権在民,天皇象徴,戦争放棄を 件」公布〈ポツダム勅令〉・ 3.16 GHQ,引揚げに関する基本指令

規定）.GHQ,全面的承認を声明. 3. 9「都会地転入抑制緊急措置令」公 を発令（従来の引揚げに関する指令

3. 9「復員ニ関スル経費等支出ノ件」 布（都市の人口増加,食糧事情悪化 がー本化,検疫は,米軍の検疫監督

公布〈勅〉. し,5月末まで東京など1都24市へ 官のもとに実施）.

3.23「生鮮食品,石炭,鉄及電気銅二 の転入禁止.昭22.12. 31まで延長） 3.26伝染病研究所痘苗,血清販売規

関スル価格調整補給金等支出ノ件」 くポツダム勅令〉. 程中改正〈文令〉.

公布〈勅〉. 3.12職業補導実施計画要領決定（閣 3.30「環境匿学研究所官制」公布（名

議了解）. 古屋帝国大学に設置）〈勅〉.

3.13「引揚援護院官制」公布（厚生省 > 第5改正日本薬局方中改正.

4.1「各庁職員通則」,「官吏任用叙級

の外局）.

> 鉱夫就業扶助規則中改正（4.1施 

行）〈厚令〉.

3.16勤労署ノ名称•位置及管轄区域 

指定ノ件中改正（3. 9施行）〈内告〉・

3.- 同和奉公会解散,西日本同和対 

策協議会発足.

4.1厚生省官制中改正（事務官と技 4.1癩予防協会所管保育所,国に移

令」,「親任官及諸官級別令」,「官吏 官とに大別し,それぞれに等級を定 管.

俸給令」公布. める）〈勅〉. >帝国大学及官立医科大学二臨時附

〇「物価監視委員令」公布〈勅〉. 4.26人口調査により国民の就業状態 属医学専門部ヲ設置スルノ件等中改

4. 5 連合国対日理事会第1回会合 を調査（600万人失業,完全失業159 正（伝染病研究所に看護婦養成施設

（東京.最高司令官の諮問機関）. 万人と推計）. を置く）〈勅〉.

4. 7幣原内閣打倒人民大会開催（以 4. 2 「国立衛生院官制」公布（翌年

後倒閣運動盛ん）. 4.1発足).

4.10新選挙法による第22回総選挙 >都道府県において徴収する手数料

（自由141,進歩94,社会93,協同14, （免許手数料）を定める〈内令〉.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

3.11「戦災復興院機械器具貸付規則」 

制定〈閣令〉.

3.13「朝鮮人,中華民国人,本島人及 

本籍ヲ北緯38度以南（ロ之島ヲ含 

ム）,鹿児島県又八沖縄県ニ有スル 

者登録令」制定〈ポツダム省令〉.

〇恩賜財団同胞援護会設立（戦災援 

護会と軍人援護会合体）.

3.16 GHQ,引揚関係基本指令を発令 

（占領開始以来の引揚関係指令を全 

面的に整理改廃）.

3.20「戦災復興院特別建設部臨時設置 

制」公布〈勅〉.

3.- GHQ,「人口動態統計ノ整備二 

関スル件」の覚書交付.

3.15「第二復員省職員共済組合規則」 

公布〈第二復令〉.

3.28「社会保険制度調査会官制」公布 

（会長金森徳次郎.社会保障制度問 

題の審議を行う）〈勅〉.

3.30「大蔵省所管政府職員共済組合規 

則戦時特例」制定〈蔵令〉.

4.1「官立盲学校及聾啞学校官制」公 

布〈勅〉.

>生活困窮者緊急生活援護要綱施行.

4. 5満州より最初の弓揚船（290A） 
博多入港.

4.15厚生省社会局長,浮浪児その他 

児童保護等の応急措置実施を通達 

（児童保護相談所の設置）.

> 「復員留守業務規定」制定（陸軍 

関係の復員実施の細部を規定）.

4.1健康保険法施行令中改正公布 

（標準報酬の引上げ,保険給付費の 

増額,健保組合に自治制復活）〈勅〉.

>国民健康保険の事務費,保健婦設 

置費および直営診療施設整備費に対 

する国庫補助制度を創設.

>厚生年金保険法施行令中改正 

〈勅〉.

> 船員保険法施行令中改正〈勅〉.

4.24厚生大臣,社会保険制度調査会

〇トルーマン大統領,食糧消費の節 

減に国民の協力を要請（世界各国民 

の飢餓救済の用意を表明）.

> コミュニティ•オーガニゼーショ 

ン研究会,創立・

> 「全国学校給食法」制定（貧困家 

庭は減免）.

>全国精神衛生協会設立.

>伝染病予防センター,ジョージア 

州アトランタに設立.

（仏）4. 8社会福祉専門議員の最初の 

就業規定実施.

5.13労働者以外の経済的弱者に対す 

る特別手当制度（無拠出年金）創設.

5. 22 「社会保障の一般化に関する法 

律」制定（全国民に強制適用.ラロ 

ック•プランの一翼）.

7.1高齢所得者の年金対象からの除 

外を廃止.

7. 8家族手当金庫,社会保障地方金 

庫において社会福祉事業を創設する 

ことを規定.

8.22家族手当制度を定める新法公布.

10.11商工業の事業所に「労働医」設 

置を義務化.

10. 27団結権および争議権が憲法で認 

められる.

10. 30「労働者災害保険法」公布（強制 

労働保険,企業主補償責任から産業 

全体の補償責任とする）.

—全国ソーシャルワーカー協会設立 

（「ソーシャルワーカー専門職憲章」 

制定）.

（西独）青少年の町クリンゲ,難民収容 

開始.

（スウェーデン）6. 29「国民年金法」成 

立（無拠出の国営年金保険.財源は 

目的税と公費負担.公的扶助水準を 

基本額.1948.1.1実施,1950年ス 

ライド制導入）.

-「特に重労働または不健康な職業 

に従事する被用者に長期年次休暇を 

与える法律」制定（鉱山,エックス 

線に関する労働に適用）.

> 「主婦と児童の休暇法」成立（低 

所得の家族と母親に休暇利用旅行, 

休養に運賃割引や補助）.

（ノルウェー）家族手当制度制定（全額 

国庫負担.第2子から）.

（フィンランド）「身体障害保護法」制
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共産5.うち婦人39）.
4.17政府,新憲法草案全文発表.

4.20財閥解体の担当機関として「持 

株会社整理委員会令」公布（第1次 

指定?. 27,第2次指定!1.21,第3 
次指定12. 3など）〈ポツダム勅令〉.

4.22幣原内閣総辞職（以後約1カ月 

の政治空白期）.

4.24「臨時手当給与令」公布〈勅〉.

4.2?「会社配当等禁止制限令」公布 

〈ポツダム勅令〉・

4.30経済同友会創立.

〇「青果物等統制令」公布〈勅〉.

5.1メーデー11年ぶりに挙行.

5. 3極東国際軍事裁判開廷.

5. 4鳩山一郎日本自由党総裁公職追 

放（昭26. 8. 6解除）.

5. 6 GHQ,在日連合国財産の返還を 

指令.

5. ?「教職貝ノ除去,就職禁止及復職 

等ノ件」公布（教職員追放令）〈ポ 

ッダム勅令〉・

5. 8協同民主党結成.

5.15対日理事会において米代表アチ 

ソン,共産主義を歓迎せずと表明.

5.16第90回臨時帝国議会召集（6.20 
開院式,閉会!0.11）.

5.21 GHQ,皇族の特権廃止を指令.

5.22第1次吉田茂内閣成立（厚相河 

合良成）.

6.12「連合国占領軍の占領目的に有害 

な行為に対する処罰等に関する勅 

令」公布〈ポツダム勅令〉.

6.13政府,社会秩序保持•食糧危機 

突破・生産管理禁止を声明.

6.21 ポーレー賠償案発表,日本の平 

和産業存続方針表明.

6.25閣議,戦後産業再建のための応 

急的金融対策を決定（興銀による特 

別融資のみち開かれる）.

6.- GHQ,農地改革の徹底を勧告 

（地主保有面積平均1町歩など）.

7.1「逓信省官制」公布（逓信院廃 

止）.

5.1 厚生省官制中改正（厚生研究所 
を廃し,' 人口問題研究所に改める. 

産業安全研究所を置く）〈勅〉.

> 「公衆衛生院官制」公布（栄養研 

究所は同院の国民栄養部の所管とな 

る）〈勅〉.

5. 3生存者叙勲の停止について閣議 

決定.

5. 4厚生省,知識階級失業応急事業 

要領制I定.

5. 7 GHQ,日本人その他の引揚げに 

関する覚書を交付.

5.11 GHQ,日本帝国政府の保健及び 

厚生行政機構改正に関する件を指令 

（覚書.これにより地方各府県に民 

生部•衛生部設置となる）.

5.19飯米獲得人民大会（食糧メーデ 

—）開催（5.20マッカーサー元帥, 

大衆示威運動に警告）.

5.21 GHQ,公共事業計画の原則樹立 

を命令.

5.28労働省設置を閣議決定.

5.29「臨時建築制限令」公布〈勅〉.

6. 5勤労署の業務の取扱時間を定め 

る.

6. 9戦争未亡人,初の組織化.

6.15「復員庁官制」公布（第一・第二 

復員省は復員庁の第一・第二復員局 

となる）〈勅〉.

6.2!中央失業対策委員会,知識階級 

者救済などを答申.

6. - 衆議院生活保護法案委員会,「本

法を中心に社会事業法,司法保護法 

等の調整を図り,且つ国民健康保険 

組合の改善,失業保険の創設につい 

て」決議.

7. 9飢餓突破の要求激増（5月中の 

労働問題争議件数6. 2〇までに165件,

4. 5広東よりの引揚船にコレラ発生 

（2カ月海上隔離）.

5.1 国立東京第1病院ほか16カ所の 

国立病院において医学生の実地修練 

を開始.

> GHQ,看護課による看護婦再教 

育開始（公衆衛生福祉部看護課によ 

る約3カ月間の再教育）.

5. 6 GHQのモールトン少佐,記者会 

圮で病院における近代的実地修練制 

度の必要性を強調.

5.11人工甘味質取締規則改正（悪質 

有害な甘味質の規制強化）.

5.13 「傷兵院法を廃止する勅令」公布 

〈ポツダム勅令〉,傷兵院官制廃止.

> 「朝鮮総督ノ薬剤師免許ヲ受ケタ 

ル者ニ付テノ薬事法施行令ノ特例ニ 

関スル件」公布（薬剤師試験委員の 

銓衡を経て免許公布）〈勅〉.

5.15 GHQ,或種伝染病ニ関スル報告 

ノ件の覚書公布（日本脳炎はマラリ 

アとともに報告を要する伝染病のり 

ストに追加することを指定）.

5. — GHQ,日本政府ノ保健及ビ厚生

行政機構改正ニ関スル件の覚書交付.

〇人工甘味質取締規則改正（溶性サ 

ッカリンの使用を許可.ズルチンは 

7月）.

6.18有毒飲食物取締令一部改正（1 
mg以下のメタノ ール含有食品は規制 

せず.罰則の強化）〈勅〉.

6.19「公衆衛生院養成訓練規程」制定 

（5.1より適用）.

〇 「麻薬取締規則」制定（麻薬取扱 

者以外の麻薬取扱い禁止.麻薬取締 

制度の基礎固まる）〈厚•ポツダム 

省令〉.

> 「按摩術営業取締規則及び鉞術灸 

術営業取締規則の特例に関する件」 

制定（海外引揚者は履歴審査で免許 

授与）〈厚令〉・

6. — この月,空からDDT散布・

7. 4人工甘味質取締規則中改正（人 

工甘味料ズルチンの販売許可.悪質
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.25定着地における海外引揚者援護 

要綱決定（次官会議.引揚者相談所 

の設置,就職,住宅,収容施設のあ 

っせん,生業資金の貸付等）•

に対し今後の事態に対処する社会保 

険制度の整備方策を諮問.

5. 3官吏任用叙級令施行に件う官吏 

に対する叙位及び叙勲並びに貴族院 

及び衆議院の議長,副議長,議員又 

は市町村長及び市町村助役に対する 

叙勲の取扱いに関する件,閣議決定 

（軍人•官吏制度の改変に伴う叙位, 

叙勲の一時停止）.

5.23勤労局長,社会局長連名通牒に 

より,方面委員は勤労署連絡委員と 

なる.

定（リハビリテーションの進歩）.

（スイス）12. 20「連邦老齢,遺族保険法」 

制定（一般的皆保険制度.1948.1.1 
実施）.

（国際）6. 28 ILO第28回総会シアトル 

で開催.条約70号「船員のための社 

会保障に関する条約丄71号「船員 

の年金に関する条約」,72号「船員 

の有給休暇に関する条約」,73号 

「船員の健康検査に関する条約」,76 
号「賃金•船内労働時間および定員 

に関する条約」を採択.

7. 22世界保健機関（WHO）憲章採択. 

国連総会の決議により,「国際児 

童救援基金」（UNICEF）設立・

6.2!ララ（LARA.アジア救援公認団 

体）物資による援助の申出行われる 

（第1船は11.30横浜入港）.

6.22幼稚園令一部改正（保母を幼稚 

園教員と改める）〈勅〉.

6.—社会保険医療協議会設置.

7. 6協同組合デー（11年ぶり）. 7.- 健康保険入院患者に特別療養費 

支給（食費）.
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7. 6国号の呼称を「日本国」と決定. 参加人員12万15A）. 有毒の甘味質が市中に出まわったた

7.24「軍人及び軍属以外の者に交付さ 〇 公共事業実施に関する件,閣議了 め）〈厚令〉.

れた賜金国庫債券を無効とすること 解. 7. 5国民医療法施行規則中改正.

に関する法律」公布. > GHQ,職業紹介制度の改善を指 7. 9日本脳炎を伝染病予防法による

7.25石橋蔵相,衆院本会議で積極財 令. 予防方法を施行すべき伝染病に指定.

政方針を演説（生産再開のためイン 7.12厚生省,「職業補導実施要綱」制

フレもやむをえず）. 定.

7.26第2次農地改革法案,閣議決定. 7.24国鉄,整理のため首切りを通告.

第1次案大幅修正（10. 2!公布,350 スト突入（9.14解決）.

万戸の小作農を2カ年間で解放）.

7.30「連合国軍将兵よりの物品買受等 

禁止に関する件」制定〈ポツダム省 

令〉.

8. 8軍需補償打切り方針,閣議決定. 8.1日本労働組合総同盟（総同盟） & 5 「「ヂフテリア」予防用細菌学的

8.12「経済安定本部令」,「物価庁官 結成. 製剤検定規程」制定〈厚令〉.

制」公布〈勅〉. 8.24 「社会科学研究所官制」公布 &16官立医学専門学校規程一部改正

8.15「金融機関経理応急措置法」,「会 〈勅〉. 〈文令〉.
社経理応急措置法」公布・施行. 8.2?「罹災都市借地借家臨時処理法」 8.3!国民医療法施行令改正（9.1施行.

&16経済団体連合会設立. 公布（9.15施行）. 医師の実地修練と全面的な国家試験

8.26「郵便貯金法等の一部を改正する 制度の採用）.

法律」公布. >「医師国家試験審議会官制」,「医

8.30「所得税法の一部を改正する等の 師国家試験委員会官制」公布（9.1
法律」公布. 施行）〈勅〉.

&— 全日本産業別労働組合会議結成. > 「歯科医師国家試験審議会官制」,

〇 GHQ,戦時中の全統制会の解散 「歯科医師国家試験委員会官制」公

と戦後経済統制の新機構確立の覚書 布〈勅〉.

交付. >歯科医師国家試験制度改正（9.1

9.1「租税特別措置法」公布. 9. 3公共事業処理要綱閣議決定.

施行.実地修練制度（インターン制 

度）と国家試験制度の実施）.

A 「診療及び公衆衛生実地修練委員 

会官制」公布（9.1施行）〈勅〉.

9. 3内務省,厚生省,市町村等公共

〇内務省,国土復興5カ年計画を発 9.13厚生省,「簡易公共事業実施要 団体のほか,寺院,教会等にも墓地

表. 領」を制定 失業者の吸収を図る. の新設を認める旨通知.

9.25国民党結成. 〇厚生省,「知識階級失業応急救済 9. 4産婆規則一部改正（朝鮮・台湾

9.27東京都制,府県制,市制,町村 事業実施に関する件」を通知. •関東州において免許を受けた者を

制改正法公布（住民の選挙権,被選 9.14厚生省,職業補導所新設拡充計 名簿に登録）.

挙権の拡大.首長公選制,直接請求 画を決定. 9.13公衆衛生監視員制度発足.

制等が実現）. 9.20社会保険制度調査会,社会保障 9.2!看護婦規則一部改正（関東州・

9.28「地代家賃統制令」公布（10.1施 制度要綱第1草案を作成. 朝鮮•樺太・台湾・満州国,その他

行.旧地代家賃統制令失効による） A 厚生省に失業対策本部を置く （閣 外国において免許を得た者に免許公

〈ポツダム勅令〉・ 議決定）. 布).

9.2610月以降シベリヤ,樺太より日 9.30「死産の届出に関する規程」制定

本人送還の用意ある旨ソ連当局言明 （10.1施行）〈ポツダム省令〉.

と渉外局より発表 > 検疫所を厚生省に移管決定.

10.1「臨時物資需給調整法」公布（戦

9.27「労働関係調整法」公布.

9.30「人口動態調査令」公布〈勅〉.

> 「恩給法の一部を改正する法律」 

公布（11.1施行）.

10.13労働関係調整法,繰上げ実施. 10.1「医薬品統制規則」制定（臨時物

後物資統制の基準法規）. 官公員および公益事業従業員の争議 資需給調整法に基づく）〈厚令〉・

10. 3閣議,石炭危機突破対策を決定. 行為禁止〈勅〉. 10.28 GHQ,日本に対する外国検疫規

10. 8「復興金融金庫法」公布（昭22. 10.15「恩給法臨時特例」公布. 則を発令（引揚検疫に対する一般検

1.25同金庫開業.いわゆる復金イン 10.27社会保険制度調査会,社会保障 疫規則）.

フレ始まる）. 制度要綱第2草案を作成. 10.- 失業対策の一環として都道府県
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

8.1第1回未帰還軍人等の一斉調査 

（いわゆる8.1調査）実施.

8.29「引揚者,戦災者等生活困窮者に 

対する生業資金貸付要綱」制定.

8.30ララ救済物資の受領ならびに配 

分に関しGHQより日本帝国政府に 

対し覚書（9. 20厚生大臣の回答）.

&31生計費指数資料実地調査令一部 

改正〈勅〉.

8.1 船員保険休療所開所（湯の川

（函館）ほか4カ所）.

9. 9「生活保護法」公布（10.1施行. 

生活困窮者の生活・医療・助産の保 

護,国家責任,無差別平等,最低生 

活保障の原則樹立）.

9.13「民生委員令」公布（10.1施行. 

GHQの指示に基づき,戦前の方面 

委員制度を改めて,民生委員制度が 

発足する）〈勅〉.

9.19厚生事務次官,主要地方浮浪児等 

保護要綱を7大都府県知事に通知 

（一斉発見,収容保護所の設置）.

9.26全日本方面委員連盟改組し,全 

日本民生委員連盟となる.

9.2?「民生委員推薦委員会及び民生委 

員銓衡委員会の組織に関する件」制 

定〈厚令〉.

9.13簡易生命保険令一部改正（小児 

保険を削る）〈勅〉.

〇郵便年金法一部改正〈勅〉.

1〇・1生活保護法において授産場の施 

設事務費に対して国庫補助開始.

> 生活保護法による事務について, 

民生委員は市町村長の補助機関とな 

る.

10.22引揚者等援護緊急対策実施に関

10.28会社経理応急措置法施行令の指 

定時以後退職者の退職金について規 

定〈蔵・厚令〉.

10.29「厚生年金保険法及び船員保険法 

特例法」公布・施行（脱退手当金の 

待期（1年）の廃止,即時支給）.
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10.19「戦時補償特別措置法」,一金融機 

関再建整備法」,「企業再建整備法」, 

「特別和議法」公布（10. 30,11.1施 

行.ともに軍需補償打切りに対処す 

るための法的措置）.

10.21「農地調整法の一部を改正する法 

律」,「自作農創設特別措置法」,「自 

作農創設特別措置法特別会計法一公 

布（第2次農地改革）.

〇 「産業復興営国法」公布.

11.3「日本国憲法」（新憲法）公布. 

国民主権,永久平和,基本的人権尊 

重の3原則を掲ぐ（昭22.5.3施行）.
11.4衆院に通貨安定対策本部,日銀 

に通貨対策委員会を設け,救国貯蓄 

運動を展開.

11.1!「商工協同組合法」公布（12.1施 

行）.

11.12「財産税法」公布.

11.13経済安定本部,長期物資供給力 

算定仮案を作成.

11.16対日賠償に関するポーレー賠償 

委員の最終報告発表（鉄鋼・工作機 

械等の設備撤収など）.

11.19「公共事業委員会官制」公布（12. 
18廃止）〈勅〉.

11.20日本商工会議所発足.

11.25第91回臨時帝国議会召集（翌日 

開院式,12.25閉会）.

12. 3経済再建強化緊急措置閣議決定.

12.11 外務省試案「生活水準と日本経 

済」なる.昭25年の生活水準は昭5 
年と同水準を目標とする.

12.21南海道大地震.

12.27第92回帝国議会召集（翌日開院 

式,翌年3. 31解散）.

> 政府,閣議で鉄鋼,石炭の超重点 

的増産による経済危機突破根本方針 

を決定（いわゆる傾斜生産方式を採 

用）.

12.29「増加所得税法」公布.

〇 「食糧管理特別会計法の一部を改 

正する法律」公布.

10. 「労働関係調整法」公布.

11.5厚生省官制等改正,公布（医療 

局を廃止し衛生局を公衆保健•医 

務•予防の3局とする.引揚援護院 

の医務局も検疫局に改称・病院調査 

官を置く）〈勅〉.
> 公桀保健局に栄養課を創設.

11.6「物資需要調停委員会令」公布 

〈勅〉.

11.12公共事業に失業者を優先雇用の 

件,閣議決定.

11.18地方官官制を改正.内務大臣の 

指定する12府県に衛生部,民生部を 

置く.

11.-  勤労局解体,労政局および勤労 

局設置.

12.13社会保険制度調査会の答申（政 

管健保と国保を統一して地域組合に 

より運営,厚年の経営の民主化,失 

業保険の適用範囲•給付など）.

12.14「労働に関する団体の主要役職員 

への就職禁止等に関する件」〈ポッ 

ダム省令〉.

12.17全官公庁労働組合等,生活権確 

保•吉田内閣打倒国民大会開催（東 

京）.

12.19 GHQ,ソ連未帰還者の引揚げに 

関し協定成立を発表.

12.22電産争議解決.生活給（年齢給） 

を軸とする電産型賃金成立.

12.27主要都道府県に労働部を新設.

12.- 財団法人人口問題研究会,新人 

ロ政策基本方針に関する建議を提出 

（出生調節を警戒 死亡率低減に積 

極施策を提言）.

この年,労働組合の全国組織の 

結成進み,労働争議盛ん.

に公衆衛生監視員制度を設ける.

11.1国立癩療養所を国立療養所と改 

称〈勅〉.

> 第1回医師国家試験実施（320名 

受験）.

11.9医療同好会創立（国立病院・療 

養所医療機関誌『医療』発刊）.

11.1!「「ヂフテリア」血清並びにその 

製品,製剤及び破傷風血清並びにそ 

の製品,製剤検定規程I制定〈厚 

令〉.

11.13国民食糧及び栄養対策審議会設 

置の件閣議決定.

11.18京都府はじめ12府県に衛生部を 

設置.

11.20伊勢志摩,戦後最初の国立公園 

に指定.

11.23日本産婆看護婦保健婦協会発足 

（会長井上なつゑ.現在の日本看護 

協会の母体）.

11.30国立病院•療養所の標章制定.

12. 8 街にDDTステイション（発疹チ 

フス対策）.

12.14全国立病院職員組合（全病）結 

成.

12.19官立薬学専閃学校規程…部改正 

（昭21.4.1より適用）〈厚•文令〉.

12.2?医務局出張所を全国8カ所に設 

置・

12.29「柔道整復術営業取締規則」制定 

〈厚令〉.

この年,引揚者等による痘そう, 

発疹チフスおよびコレラの国内流行. 

> DDT強制散布.
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総合年表

社 会 福 祉 社 厶 保 険 海 外

する件閣議決定（寝具,住宅,職業 

補導など）.

10.30 GHQ,私設社会事業団体に対す 

る補助に関する件を覚書（私設社会 

事業団体への国庫補助金制限）.

11.1民生委員指導職員定員配置.

11.9日本社会事業学校開設（東京. 

指導的社会福祉事業従事者の養成の 

ため）.

11.14次官会議,私娼の取締並びに発 

生の防止及び保護対策要綱を決定.

11.18全国都道府県に民生部設置.

＞民生委員執務心得.

＞第1回全国民生委員大会（京都）.

11.26厚生省社会局長,婦人保護要綱 

を各都道府県に通達（8府県に売春 

婦の保護収容施設開設）.

11.27日本人送還に関する米ソ暫定協 

定成立.

12. 5樺太引揚第1船雲仙丸,函館入 

港（12.8シベリア引揚第1船,舞 

鶴入港）.

12.1!厚相,児童保護法案を中央社会 

事業委員会に諮問

＞ 文部,厚生,農林の3省次官名に 

より学校給食奨励規程を廃して新た 

に学校給食実施の普通奨励について 

を通牒（昭22.1.1より小学校で実 

施）.

12.19在ソ日本人補虜の引揚げに関す 

る米ソ協定正式成立（毎月5万人の 

日本人の送還）.
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昭和22年(1947)

冃 JR 社会保障一般 衛生・医療

昭和22年

1.1吉田首相,年頭放送で一部労働 

運動指導者を不ていのやからと非難 

問題化.

1.4「公職に関する就職禁止,退官, 

退職等に関する勅令を改正する勅 

令」公布・施行（財界,言論界,地 

方公職に範囲拡大）.

〇 「市町村長の立候補禁止等に関す 

る勅令」公布・施行〈ポツダム勅 

令〉.

[> 「町内会部落会又はその連合会の 

長の選挙に関する勅令」公布•施行 

（3.3廃止）〈ポツダム勅令〉.

1.16「皇室典範」,「皇室経済法」,「内 

閣法」公布.

1.25復興金融金庫設立（基幹産業へ 

の融資が目的.いわゆる復金インフ 

レの始まり）.

2.18ストライク氏,対日賠償報告案 

を発表（自給自足にたる経済を残す. 

ポーレー案よりも緩和）.

2.20日本農民党結成（中野四郎ら）.

2.24「参議院議員選挙法」公布.

2.28閣議,供米促進対策要綱を決定.

1.18全国労働組合400万の組合員をふ 

くむ共闘委員会,2・1ゼネスト決 

行を宣言.

[> 「開拓者資金融通法」公布.

1.22 「給与審議会官制」公布・施行 

〈勅〉.

1.31 GHQ,全官公庁労組の2・1ゼ 

ネスト中止を命ず.

1.10厚生省,日本医療団の結核療養 

所の国営移管を発表.反対運動起こ 

る.

1.17「死因不明死体の死因調査に関す 

る件」制定〈厚令〉.

1.22 朝鮮総督又八台湾総督ノ医師免 

許又八歯科医師免許ヲ受ケタル者ニ 

付テノ国民医療法施行令ノ特例二関 

スル件改正（満州国において免許を 

受けた日本国民を加える）〈勅〉.

1.24日本医療団の解散閣議決定（結 

核療養施設の国への移管,医療制度 

審議会の設置も決定）.

2. 4医療制度審議会設置（厚生大臣, 

日本医療団解散後における同団のー 

般医療施設の処理方針,医療機関の 

整備改善方策の2事項を諮問）.

2. 6肺結核,合成樹脂充塡術発表.

3.1 金融機関融資準則告示・実施 

（傾斜金融を打ち出す）.

3. 5内相,全国警察部長会議で,主 

食供出に警察力による取締りを訓示 

（強権供出）.

3. 8国民協同党結成（協同民主党, 

国民党など合同.三木武夫ら）.

3.10 GHQ,米国むけ日本雑貨品の初 

輸出を許可.

〇 「閉鎖機関令」公布・施行〈ポッ 

ダム勅令〉.

3.13「請願法」公布（5. 3施行）.

3.17マッカーサー元帥,日本占領政 

策に関し,賠償•講和の速やかな解 

決の必要を力説し,日本の工業能力 

を破壊せずと声明.

3.22 GHQ,経済政策に関して食糧対 

策,賃金•物価対策,経済統制等を

3.24鉄道会議,旅客運賃3倍引上げ 

を決定.

3.26「統計法」公布.

3.31民主党結成（日本進歩党解散,

3. 26）.
〇会計法改正,公布（全改）.

> 「財政法」公布.

3.10全国労働組合連絡協議会結成 

（2・1スト中止後の新情勢に対処）.

3.1?世界労連日本視察団来日.

3.19厚生省官制改正（児童局を新設）.

>昭22年度失業応急事業実施要領設 

定.

3.20公共事業直用労務者標準賃金設 

定.

3.31大湊地方復員局廃止.

3. 5 GHQの覚書に基づき,「伝染病 

届出規則」制定（法定伝染病以外の 

13種の伝染病について医師に届出義 

務を課す）.

3. 6引揚者の結核検診対策実施.

〇 「国民食糧及び栄養対策審議会官 

制」公布・施行〈勅〉.

3.17 GHQ,結核対策強化に関する覚 

書発表.

3.一原爆障害調査委員会が設立され 

る.

〇国立公園法の許認可の権限,厚生 

大臣に復原される.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和22年

1.15「婦女に売淫をさせた者等の処罰 

に関する勅令」公布•施行〈ポッダ 

ム勅令〉・

1.17日本赤十字社令廃止（厚生省所 

管となる）.

1.25中央社会事業委員会,児童福祉 

法要綱案を厚生大臣に答申.

2. 5「昭和21年の災害被害者に対する 

租税の減免,徴収猶予等に関する勅 

令」公布（昭22. 2.1適用）〈勅〉.

2. 6南方残留同胞帰還促進大会.

2.18 GHQ,旧陸海軍人に対する叙勲 

を中止するよう復員庁に通告

2. -沢田美喜,神奈川県大磯町に混

血児収容施設エリザベス・サンダー 

ス・ホーム設立（昭23. 2.1発足）.

3. 5生活保護法による医療施設とし 

て公立学校の附属病院または診療所 

を指定.

3.12米大統領,「トルーマン•ドクト 

リン」（共産主義封じ込め政策）を 

発表.

6. 5マーシャル米国務長官,欧州復 

興計画の構想を発表,本格的長期計 

画を導入（マーシャル•プラン）.

1〇.5国際共産党情報局（コミンフォ 

ルム）設立•

（英）「雇用統制令」公布.

A 「都市田園計画法」制定（産業立 

地の全国的調整と構造的失業の除 

去）.

〇 ナフィールド基金による全国老人 

会社設立（老人の福祉のための研究 

と試みを促進する機関）.

> 「財政法」改正（私的退職年金の 

給付額および性格が国家公務員退職 

年金制度を上まわる場合に課税）•

（米）6. 23 「タフト•ハートレー法」 

（全国労働関係法）制定（不当労働 

行為を規定）.

—全国精神衛生協会設立.

> カリフォルニア州（ロサンゼル 

ス）に「空気汚染防止地区法」制定・

> アメリカ社会事業家協会,「倫理 

綱領」作成（専門性の高揚と民主主 

義原理の確認）.

（仏）3.14管理職や専門職被用者の大 

部分を被保険者とする年金（AGIR 
c）,企業別,産業別の協約により 

創設.

10. 2?「第4共和国憲法」制定（前文第 

5項に,すべての国民が健康,物質 

的安定,休養,休暇が保障され,労 

働不能者は公共団体より生活の途を 

得る権利を持つと規定）.

（西独）io.1アメリカ占領地域の各州 

で新「失業保険法規」制定（支払い 

開始）.

（伊）12. 2?「共和国憲法」公布（第38条 

に社会保障に関する規定）.

（スウェーデン）7. 26児童手当制度創 

設（1948.1.1実施）.

ー 老人ホーム制度の根本的改革.

> 「疾病保険法」制定（任意制度に 

強制制度を加味.1955.1.1施行）.
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昭和22年(1947)

背 景 社会保障一般 衛生・医療

>所得税法改正.

〇衆議院議員選挙法改正法公布（中 

選挙区制,単記制導入）.

0 「教育基本法」,「学校教育法」公 

布（6・3 - 3・4制を規定.4.1 
新学制による小学校,中学校発足）.

4.1部落会,町内会,隣組廃止.

4. 5初の全国知事市町村長選挙.

4.14「私的独占の禁止及び公正取引の 

確保に関する法律」（いわゆる独禁 

法）公布（7.20全面実施）.

4.15「石油配給公団法」,「産業復興公 

団法」,「貿易公団法」,「配炭公団 

法」公布.

4.16「裁判所法丄「検察庁法」公布.

A「価格調整公団法」公布.

4.1?「地方自治法」公布（5. 3施行.

12月改正で,衛生部•民生部•必置 

部となる）.

4.18「日本国憲法施行の際現に効力を 

有する命令の規定の効力等に関する 

法律」公布.

〇大蔵省,官公職員給与平均月収 

1340円の4月支給を决定.

〇「行政官庁法」公布.

4.20第1回参議院議員選挙（社会47, 
自由3&民主30,国民協同9,共産 

4,諸派•無所属122）.
4.25第23回衆議院総選挙実施（社会 

143,自由131,民主126,国民協同31, 
共産4,その他）.社会党第1党.

4.30第1回統一地方選挙（都道府県 

会・市町村会議員選挙）.

〇 「国会法」,「国会職員法」公布.

5.1皇室典範及皇室典範増補廃止を 

公布（5. 2限りで廃止）.

>皇室令及付属法令廃止を公布（5. 
2限りで廃止）.

> 預金封鎖に係る生活費の枠撤廃.

5. 2官吏服務規律改正公布（天皇の 

官吏から国民の奉仕者へ移行）〈勅〉.

〇 「外国人登録令」公布•施行〈ポ 

ッダム勅令〉.

〇枢密院廃止.

5. 3日本国憲法（新憲法）施行.

>総理庁,宮内府設置〈政〉.

> 「町内会部落会又はその連合会等 

に関する解散,就職禁止その他の行 

為の制限に関する政令」公布•施行 

〈ポツダム勅令〉.

5.17政府,石橋蔵相•石井商工相・ 

木村司法相が公職追放令該当と発表•

5.19日本経営者団体連盟（日経連） 

創立.

5.20第1回特別国会召集（6. 23開会

4. 2医務局に麻薬課新設（医務,薬 

務,製薬,麻薬,病院,療養の6課 

となる）.

4. 7警察署の衛生警察事務,衛生行 

政部門へ移管.

〇 「労働基準法」公布（9.1一部施行, 

11-1全面施行）.

> 「労働者災害補償保険法」公布 

（9.1施行）.

4. 8 「公共職業安定所官制」公布 

〈勅〉.

4.15厚生省勤労局を職業安定局と改 

称.

4.1?「地方自治法」制定.

4.18極東委員会,日本人の生活許容 

水準は昭和5〜9年の水準と発表.

4.1日本医療団の93結核療養所を国 

に移管,その他を地方に移管.

〇第1回歯科医師国家試験実施.

4. 7 GHQ,保健所拡充強化に関する 

覚書を指令.

4.15「埋火葬の認許等に関する件」制 

定〈厚令〉.

4.23「大麻取締規則」制定〈ポツダム 

省令〉・

4.26「検疫所官制」公布・施行（検疫 

所,厚生省の所管となる）〈勅〉.

4.30 「医業類似行為をなすことを業と 

する者の取締に関する件」を制定, 

施行〈厚令〉.

〇 「飲食物その他の物品取締に関す 

る法律及び有害飲食物等取締令の施 

行に関する件」公布（5. 3施行.食 

品衛生監視員制度を明文化した.明 

33年の飲食物取締法は廃止）〈厚令〉.

4.-  一般検疫業務の実施機関として 

7検疫所（函館,横浜,名古屋,神 

戸,宇品,門司,長崎）が開設され 

る.

5. 2厚生省官制改正,公布・施行 

（労働基準局設置）.

> 「都道府県労働基準局官制」公布 

〈勅〉.

5. 3厚生省地方世話部改組,都道府 

県下の内部組織にはいる.

5.1 厚生省官制一部改正（国家公務 

員としての厚生事務官および厚生技 

官の身分で各都道府県に駐在,各知 

事の指揮監督を受ける）.

[> 「国立栄養研究所官制」公布・施 

行.

A 「国立公園委員会官制」公布・施 

行〈勅〉.

A産婆規則改正（5. 2施行.助産婦 

規則と改称）〈勅〉.

5. 2「飲食物営業取締規則」制定（営 

業の許可制.衛生上有害飲食物の販 

売禁止）〈厚令〉.

5. 3食品衛生監視員設置,食品衛生 

行政,警察行政より分離.

5. 8医薬制度調査会,国民医療法お 

よび薬事法改正の最終案を決定.

5.11人工甘味質取締規則改正法公布.

5.2!「予防衛生研究所官制」公布・施 

行.
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4.1日本社会事業協会設立（中央社 

会事業協会と日本私設社会事業連盟 

が合併し,日本社会事業協会として 

発足）.

4.23少年の町を設立した,米人フラ 

ナガン神父来日.浮浪児対策等で指 

導し,日本の社会事業振興に大きな 

感化を与う.

4.26 一般引揚者更生のため更生事業 

推進中央会および厚生事業対策協議 

会設置を閣議決定

> 首相,太平洋戦争において死没し 

た軍人軍属に対する論功行賞の打切 

りを上奏

4.1健康保険法改正法公布（6.1一部 

施行,9.1全面施行.業務上傷病に 

対する給付の廃止,賃金の高低によ 

る職員の被保険者資格の制限撤廃, 

家族埋葬料給付の創設.一部負担金 

制度の任意制）.

>船員保険渋谷病院開設許可（病床 

数22,診療開始!0.1）.

（フィンランド）1〇.- 家族賃金制度法 

制化（全賃金労働者に適用•17歳以 

下の児童を有する労働者に割増賃金 

の支払い）.

（ソ連）1.13全ソ労組中央評議会,「国 

家社会保険に関する労働組合の大衆 

活動の改善」を決議（基幹産業労働 

者に髙率の年金適用）.

11.25ソ連邦最高会議幹部会令「多子 

および単身の母親に対する国家扶助 

金額」を公布.

（オーストラリア）7.1「社会サービス 

（統合）法」および「社会保障法」 

制定.

（国際）6.19 ILO第30回総会ジュネー 

ブで開催（〜7.11）.条約82号「非 

本土地域における社会政策に関する 

条約」,83号「非本土地域における 

国際労働基準の適用に関する条約」 

を採択.

10. 4国際社会保険会議（〜10. 9）,名 

称を国際社会保障協会（ISSA）と 

改称.

-国連の国際難民救済機関準備委員 

会発足.

5・3「内閣官制の廃止等に関する政 

令」公布.

5. 5全国児童福祉週間実施（戦後第 

1回）.

5.17「陸軍刑法を廃止する等の政令」 

公布（現に,陸海軍に属し復員して 

いない者は,復員するまで未復員者 

として取り扱う）.

5.— 厚生省,共同募金運動を提唱.
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式,12. 9閉会）.

5.24片山哲内閣成立（厚相片山哲）.

6.1一松定吉,厚相に就任（組閣完 6. 9日教組婦人部結成. 6. 5社団法人日本助産婦看護婦保健

T). 6.10労働省設置準備委員会設置. 婦協会設立.

6. 9 GHQ,対日賠償緩和に関する国 6.26医療制度審議会,日本医療団解

務省の指令を公表. 散後の同団の一般医療施設の処理方

6.10閣議,経済危機突破緊急対策要 針を答申（原則として都道府県,大

綱决定（食糧対策,物価•賃金対策, 都市に移管すべき）.

石炭増産を中心とする産業復興を企 

図）.

6.20閣議,新日本建設国民運動要領 

決定.

7.1総理府に公正取引委員会設置. 7.29職業補導施設拡充計画できる. 7.1「飲食営業緊急措置令」公布・施

7. 4経済安定本部,経済実相報告 行（飲食店の新規開業禁止,営業休

（『経済白書』の第1回）を発表.家 止）〈ポツダム政令〉.

計•企業・国家いずれも赤字と指摘. 7. 3 「保健婦助産婦看護婦令」公布

7. 7政府,新物価体系第1次発表 （学校•養成所,昭22. 7. 3施行.看

（昭9〜11年の6〇〜65倍の高さで落 護婦,昭24. 9.1施行.その他,昭25.
ちっかせようというもの.1800円べ 9.1施行.保健婦規則,助産婦規則,

ース.7.11第2次,7.14第3次）. 看護婦規則廃止）.

7.29閣議,流通秩序確立対策要綱を 7.25中央食品衛生委員会設置.

決定（闇市場の撲滅をはかる）. 7.31国立病院入院患者,入院料の問

8. 4最高裁判所発足. 8. 7アメリカ社会保障制度調査団来

題で国会に訴える.

7.- 日本放射線技師会設立.

8. 9古橋広之進,400m自由形で世界 日（団長ウィリアム=ワンデル）.

新を記録. 8.31「労働者災害補償保険審査委員会

8.14 GHQ,輸出入回転基金設置を発 官制」,「労働者災害補償保険委員会

表. 官制」公布（9.1施行）〈政〉.

8.15 GHQ,制限つき民間貿易再開を > 「賃金委員会官制」公布（9.1施
許可. 行）〈政〉.

9.16関東地方大水害（キャスリーン

> 「労働監督機関官制」公布（9.1施 

行）〈政〉.

9.1労働省設置（初代労相米窪満亮）. 9.1国立病院17カ所に看護婦養成所

台風）. > 船員法改正法公布•施行. 設置.

9.30危機突破生産復興運動要綱,闇 9. 8 人口動態調査令施行規則改正 9. 5 伝染病予防法等改正,公布・施

市場撲滅の方策,労働争議の平和解 （人口動態調査事務,総理府統計局 行（伝染病予防法,結核予防法,

决について閣議決定. から厚生省に移管.9.1適用）. 「トラホーム」予防法,寄生虫病予

9.30第8回生命表を公表（内閣統計 防法による国庫補助率を2分の1に
局から厚生省に移管されて初めての 引上げ）.

もの.平均寿命男5〇, 06,女53. 96）. > 保健所法改正,公布（昭23.1.1施
9・ー労働省職業安定局新設. 行.保健所業務の拡大,栄養士の配

10. 3閣議,石炭非常増産対策要綱を 10.! 臨時国勢調査実施（総人口7810

置.設置主体は,都道府県,政令 

市）.

9.22「大学等へ死体交付に関する法 

律」公布・施行.

〇 GHQ,公衆衛生対策に関する件 

覚書を指令.

10.- 目の愛護デーを制定（毎年10月10
決定（石炭増産に関する最重点主 万1473人). 日.眼疾患および近視の予防ならび

義). 10. 9社会保険制度調査会,社会保障 に衛生思想の普及運動を展開）•

10. 4日本占領英本国軍,引揚げ発表. 制度要綱を答申（最低生活保障,全 10.31「労働安全衛生規則」公布（11.1
10.14 3直宮家を除く11宮家（51方） 国民対象の総合的制度など提言）. 施行）〈省令〉.

皇籍を離脱 10.15「復員庁の部局に対する措置に関 > 「医師会,歯科医師会及び日本医

10.21「国家公務員法」公布（昭23. 7.1 する政令」公布（復員庁官制廃止. 療団の解散等に関する法律」公布
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6.13生活保護法による医療施設とし 

て国立病院,国立療養所指定.

6.15引揚促進大会開催（皇居前広場）.

6. —財団法人失明者保護協会,大蔵光 

明寮開設.

6. 5政府の管掌する健康保険の保険 

料率告示（保険料率1000分の36に引 

上げ）.

6.14 GHQ,国民健康保険の強化にっ 

き日本政府に要望.

6.1?健康保険法施行令改正（健康保 

険の標準報酬月額を100円〜2000円 

の20等級に改正）.

7. 5全日本生活協同組合連合会創立.

& 6社会事業共同募金中央委員会発 

足,国民たすけあい共同募金運動実 

施要領を決定.

&1〇生協法制定促進消費者大会開催.

9.1厚生年金保険委員会設置（厚生 

年金保険事業の運営に関する事項を 

審議）.

> 保険審査官および社会保険審査会 

設置.

> 「健康保険診療報酬算定協議会規 

程」制定（社会保険診療算定協議会 

を改称）〈厚令〉.

9. 5船員保険法改正法公布（12.1施 

行.船員保険委員会の設置,適用範 

囲の拡大,保険給付の充実等）.

10.18 「災害救助法」公布（10. 20施行. 

災害救助体系の整備）.

10.30フラナガン神父の来日を機とし 

て,厚生省,県の指導により埼玉県 

庄和町に子供の町開設.

10. 第1回政管健保全国軟式野球大 

会開催（東京,後楽園）.
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実施）. 第一復員局は厚生省第一復員局に, （11.1施行）.

10.26刑法改正法公布（不敬罪,姦通 第二復員局は総理大臣所管の第二復

罪廃止）. 員局となる）〈ポツダム政令〉・

10.2?「国家賠償法」公布・施行.

10.31「女子年少者労働基準規則」公布.

11.8「道路交通取締法」公布. 11.1?産別会議第3回大会,社会保障 11.! 社団法人日本医師会,日本歯科医

>「商工協同組合法」公布. 制度の確立を決議 師会発足（日本医療団解散）.

11.14電力危機突破対策要綱閣議決定 11.30「職業安定法」公布（12.1施行）. 11.4厚生省,「保健婦助産婦看護婦養

（電力生産の優先的取扱いなど）. 成所指定規則」を制定.

11.19「農業協同組合法」公布（12.15 11.11「医薬品等配給規則」制定（当初

施行.農業団体の整理）. 135品目を対象）.

A 「海難審判法」公布. 11.29「生物学的製剤製造検定規則」制

11.20「最高裁判所裁判官国民審査法」, 定•施行〈厚令〉.

「裁判官弾劾法」公布. A 「抗菌性物質検定規則」制定,施

A 政府,経済緊急対策を再検討し, 

新経済政策4原則を発表（予算均衡, 

物価体系,賃金安定,労使紛争防 

止）.

11.30所得税法一部改正.

> 「郵便貯金法」公布（12.1施行）.

行〈厚令〉.

12. 6「家事審判法」公布（昭23.1.1施 12.1「失業手当法」,「失業保険法」公 12.10「赤十字の標章及び名称等の使用

行）. 布（11.1から適用）. の制限に関する法律」公布（昭23.
12. ? 「全国選挙管理委員会法」公布 12.12地方自治法改正（都道府県に衛 1-1施行）.

（12.10 施行）. 生局,民生局,労働局必置.昭23.1 12.18「毒物劇物営業取締法」公布（昭

12.10第2回国会召集（翌年1.21開会 全国に設置）. 23.1.1施行.同営業取締規則を法律

式,7. 5閉会）. 12.15「未復員者給与法」公布（7.1適 化）.

12.12「郵便法」公布. 用.旧陸海軍未復員者の給与関係の 12.20「あん摩,はり,きゅう,柔道整

12.13「臨時金利調整法」公布（12.15 一元化,従来の階級別俸給額を一律 復等営業取締法」公布（昭23.1.1施
施行）. 月額100円とする）. 行）.

12.16「食糧の輸入税を免除する法律」 > 「農業災害補償法」公布・施行. 12.24「理容師法」公布（昭23.1.1施行.

公布（昭23.1.1施行）. 12.22「都会地転入抑制法」公布（1都 理容師・美容師の資格と営業を規

> 「道路運送法」公布. 13市への転入禁止,昭23.12. 3!まで 定）.

12.17「警察法」公布（国家地方警察お の時限立法）. > 「食品衛生法」公布（昭23.1.1施
よび自治体警察創設）. 12.- 産別会議第3回定期大会,社会 行•従来の関係法は廃止,食品衛生

> 「食料品配給公団法」公布. 保障の確立を決議. 調査会を設置）.

12.18「過度経済力集中排除法」公布・ > 「医薬部外品等取締法」公布（昭23.
施行. 1.1施行.医薬部外品に駆除剤など

12.20「臨時石炭鉱業管理法」（石炭国 追加）.

営法）公布（昭23. 4.!施行,昭25. 12.29 「出生証明書に関する件」制定

5. 20廃止）. （昭23.1.1施行）く厚令〉.

12.22民法,戸籍法各改正法公布（昭 

23.1.1施行.戸主制度廃止等）.

12.23「消防組織法」公布・

〇 「物品の無償貸付及び譲与等に関 

する法律」公布（昭22. 4.1より適用. 

昭23. 3. 31までの制限立法）.

12.26「内務省及び内務省の機構に関す 

る勅令を廃止する法律」公布（12. 31 
限りで廃止）.

12.30食糧管理法一部改正,公布・施 

行.

12.31GHQ,計画造船を許可（造船業 

復興の契機）.

> 「栄養士法」公布（昭23.1.1施行）.

—— この年,性病蔓延.
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11・8北朝鮮引揚船宗谷九舞鶴入港.

11.17引揚促進団体全国協議会設立.

11.25第1回共同募金全国一斉実施.

11.1「健康保険委員会及び厚生年金保 

険委員会官制」公布・施行〈政〉・

11.11「保険審査官並びに社会保険審査 

会及び地方社会保険審査会規程」公 

布•施行〈政〉.

12.1第1回被保護者全国一斉調査開 

始.

12.12「児童福祉法」公布（昭23.1.1- 
部施行,同年4.1全面施行.児童に 

対する総合的福祉立法）.

＞妊産婦手帳を母子手帳に改正（児 

童福祉法の制定に伴う）.

12.16生活保護法による医療施設とし 

て,日本赤十字社の経営する医療施 

設を指定.

12.1?健康保険法及び厚生年金保険法 

改正,公布（昭23.1.1施行.新憲法 

施行に伴う字句修正,罰則規定の法 

律化）.

12.24船員保険法改正,公布（11.1適 

用.失業保険金制度の創設）.

〇 「船員保険特別会計法」公布（11- 
1適用）.
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昭和23年

1.1建設院設置（戦災復興院廃止）. 1.1復員局官制の改正.厚生省第一 1.2「食品衛生試験法」公布.

1.6 ロイヤル米陸軍長官,日本を共 復員局を復員局に,総理府第二復員 1.16大都市における入院患者に対す

産主義の防壁とするむね演説（アメ 局を復員局内第二復員残務処理部と る食料の増配等に関する措置.

リカ占領政策の転換顕在化）. する. A 「栄養士法施行規則」制定.

1.7「財閥同族支配力排除法」公布・ 1.1?都教組婦人部,男女同-賃金獲 >全国都道府県に衛生部設置（温泉

施行. 得（以後昭27年までに42府県に及 行政は保健所所管となる）.

1.26帝銀事件（帝国銀行椎名町支店 

で,厚生省係官を装った犯人,行員 

12人を毒殺.現金奪取事件）.

1.3!「賠償臨時設置法」公布（2.1施 

行）.

> 「連絡調整事務局設置法」公布 

（2.1施行）.

ぶ).

2. 4 GHQ,農地改革促進に関する覚 2.14公衆衛生局に国立公園部を設置. 2.10各官立医学専門学校を医科大学

書を発表（厳正•強力実施を指令）. 2.16労働省,職業安定法施行にとも に昇格.

2.10片山内閣総辞職（社会党内の左 ない,職業補導実施運営方針を確立. 2.24公衆保健局内に国立公園部設置.

右対立）.

2.15法務庁設置（司法省,法制局廃 

止）.

2.16内閣に臨時行政機構改革審議会 

設置.

2.23社会革新党結成.

2.20食糧配給公団発足.

3.1GHQ,祝祭日に国旗掲揚を許可. 3.17大都市の病院,全国結核・精

3. 7新警察制度発足（国家公安委員 神•癩病院に対し 給食加配米制度

会,国家地方警察本部設置）. および油脂•砂糖•味噌・魚介類・

>自治体消防発足. 燃料の特別加配措置を実施

3. 9米陸軍省,ストライク特使の対 3. 6伝染病予防法改正法公布・施行

日賠償正式報告を発表（賠償著しく （警察法の施行に伴い所轄警察官署

緩和.日本経済復興には外部の援助 を,最寄の保健所長に改める）.

が必要）. 3. 9「理容師法施行規則」制定,公布

3.10芦田均内閣成立（厚相竹田儀一）. ,施行.

3.15民主自由党結成（総裁吉田茂）. 3.26厚相,医薬制度調査会に対し,

3.27 GHQ,徴稅強行措置を指令（財 国民医療法改正の具体的方針如何を

政インフレ阻止のため）. 諮問.

3.30全官公一斉賜暇決行,翌日GHQ 3.3! 各患者団体を統合して日本国立

より禁止を指令. 私立療養所患者同盟結成（後の日患 

同盟）.

3.— モデル保健所として東京都杉並 

保健所を設置（これにならって各県 

に1カ所のモデル保健所を設置）.

4.1新制高等学校発足. 4.28公共事業に失業者吸収率を設定. 4. 2保健所を設置すべき市として人

4.28「夏時刻法」公布（5月〜9月, ロ15万人以上の30市を指定（保健所

時刻を1時間進めるサマー •タイム. 法施行令改正）.

昭27. 4.11廃止). 4・6初の国立病院長会議開催（〜8）.
4. 7「地方衛生研究所設置要綱」を通 

達（地方庁の細菌検査,衛生試験等 

の衛生関係試験検査機関の統合整備 

を図る）.

> 「あん摩師,はり師,きゅう師, 

柔道整復師学校養成所認定規則」制 

定,公布•施行.

4. 8「保健所法施行規則」制定,公布 

•施行.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和23年

1.12東京•台東区の寿産院で,もら 

い児殺害事件発覚.院長夫妻逮捕 

（明19年以来乳児103名をもらい受け, 

養育費配給品を着服し,殺害）•

1.24生活保護法改善期成同盟（全患, 

産別会議,日農等）結成.

1.3!財団法人協助会解散.

2.1旧海軍軍人軍属未帰還者一斉調 

査.

2. 6厚生次官より民生委員の改選通 

達.

2.12フラナガン神父の来日を機とし 

て,E =ダンドン神父,佐々木鉄治 

神父らにより神戸に少年の町開設.

3.14引揚促進全国大会開催（東京・ 

明大講堂）.

3.3!「児童福祉法施行令」公布・施行 

（昭23.1.1適用）.

4. 8厚生省,保母養成施設の設置, 

運営基準を制定

4.— 6大都市の保育所300カ所で,ラ

ラ物資による給食開始.

1.16第1回社会保険中央診療報酬算 

定協議会開催.

2. 5厚生省保険局長,健保組合理事 

長宛に,付加給付に関する件を通達 

（実情に応じ創意工夫することなど）•

2. 6厚生大臣,第1回健康保険委員 

会に,健康保険法改正案要綱を諮問.

2.-健康保険委員会,事務費を全額 

国庫負担せよと建議.

4.28「失業手当審査官及び失業手当審 

査会規程」公布・施行.

3.17 ブリュッセルで「西欧5カ国軍 

事経済相互援助条約」成立.

4.1ソ連ベルリン封鎖（〜翌年5.12）.
9. 9北朝鮮に朝鮮民主主義人民共和 

国政府成立・朝鮮南北に分裂.

（英）5. 一「国民扶助法」制定（貧困家 

庭に対して一定の査定基準により週 

単位の給付.老人•障害者への福祉 

サービス規定を含む.7. 5実施）.

7. 5 「国民保険法」（1946年制定）， 

「国民保健事業法」（1946年制定,ス 

コットランド法は1947年制定）,「産 

業災害保険法」（1946年制定）,「国 

民扶助法」,「児童法」を一斉に実施.

7.13 「雇用および職業訓練法」制定 

（職業紹介所による一般の職業紹介 

と再訓練,身障者雇用に重点）.

（米）1〇.— アメリカ*グループ・ワー 

ク協会,グループ•ワーク（集団指 

導）の統一定義を提唱.

11.-アメリカ医師会,医療保険制度 

の立法阻止のための猛運動展開 

（「任意加入は合衆国の伝統」がスロ 

ーガン）.

-1948年「水質汚染防止法」制定.

0国立心臓研究所,国立歯科研究所, 

国立微生物学研究所がNIHに設置さ 

れる.

（仏）1.17被用者以外の就業者（職人, 

商工業者,自由職,農業自営など） 

の強制的「老齢年金法」制定.

& 23老齢労働者手当における妻の半 

額制廃止,ともに手当を受けるよう 

規定・

〇 社会保険の各種年金にスライド制 

の原則を導入（毎年,現在賃金への 

修正と,過去の賃金の再評価を実 

施）.

（西独）9. 2?フランス占領地域ライン 

ラント・パルワに新「失業保険法」 

制定.

（スウェーデン）子持ち家庭への住宅費 

補助開始.

（ノ儿ウェー）家庭主婦救済のための基 

金設置（老人家庭,反社会家族の更 

生,問題児を持つ家庭へ家政援助）.
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昭和23年(1948)

背 景 社会保障一般 衛生。医療

5.1運輸省に海上保安庁設置.

A 「軽犯罪法」公布.

5.10「石炭庁設置法」公布.

5.18ドレーパー賠償調査団報告（賠償 

を大幅縮小.日本の軍需工業の温存 

を主張）.

6. 9極東委員会,日本の国際会議参 

加許可権をマッカーサー元帥に付与.

6.12全官公,新給与5200円ベースを 

要求（6.19政府,要求を拒否）.

6.16日銀,インフレ処理対策試案 

（中間安定構想）を発表（別に経済安 

定本部•大蔵も同様の案あり）.

6.22経済安定本部,物価改訂発表. 

前年7月の物価体系を手直し（基礎 

物資7割値上げ）.

6.23昭和電工事件（昭和電工社長日 

野原節三,復興金融公庫融資の見返 

りに商工務省課長らへ贈賄容疑で留 

置.12. 7芦田前首相逮捕）.

6.28福井大地震（7. 7福井県,「災害 

時公安維持に関する条例」公布.公 

安条例の初め）.

6.30「国有財産法」公布（7.1施行）.

> 物価改訂第2次発表.鉄道2. 55倍 

など.

7.1「水産庁設置法」公布・施行（農 

林省設置）.

〇 「行政管理庁設置法」公布・施行 

（行政調査部廃止）.

〇 「行政事件訴訟特例法」公布（7.15 
施行）.

7. 2「中小企業庁設置法」公布•施行・ 

■7. 7「地方財政法」公布•施行.

> 地方税法改正法公布•施行.

〇 「取引高税法」公布•施行.

> 「地方配布税法」公布•施行（昭25 
年度分より適用）.

7. 8「建設省設置法」公布（7.10施行. 

建設院廃止）.

7.10「国家行政組織法」公布（昭24. 
1-1施行）.

> 刑事訴訟法改正法公布（昭24.1.1 
施行）.

5.13医務局に管理課を設置.

5.25職業安定委員会設置.

5.29「引揚援護庁設置令」公布（5. 31 
施行）（厚生省復員局廃止）.

6.12公共職業安定所の整理統合を実 

施.

6.22福岡労働基準局,勝田炭坑の炭 

じん爆発事故による46名の死亡者の 

遺族補償金総額1654万円と決定

4.14文部省,「学校清潔方法」訓令 

4.24国立病院の看護婦養成所名称変 

更,高等看護学院となる.

5. 6医療制度審議会,医療機関の整 

備改善方策を答申（公的医療機関の 

迅速な整備と開業医の補完的役割強 

調）.

5. 8医薬制度調査会,医師法,歯科 

医師法,保健婦助産婦看護婦法,医 

療法案を答申.

5.1! 病院給食の実施.

5.12厚生省,'母子手帳'の配布開始.

5.23日本薬剤師協会設立.

5.28 GHQ,日本における発疹チフス 

系諸病の予防について指令.

5.31「墓地,埋葬等に関する法律」公 

布（6.1施行）.

6. 4「学校衛生統計調査規則」制定.

6.30 「予防接種法」公布（7.1施行・

痘そう,ジフテリア,腸チフス,パ 

ラチフス,百日ぜき,結核,発疹チ 

フス,コレラ,ペスト,しょう紅熱, 

インフルエンザ,ワイルス病を予防 

接種を行う疾病と定め,その取扱い 

を規定）.

6.-  らい入所患者によるプロミン獲 

得闘争（治らい薬）起こる.

7.1公共労働安定所廃止.

7.10「船員職業安定法」公布.

7.13ワンデル（アメリカ社会保障制 

度調査団）勧告,日本政府へ手交.

7.15 厚生省官制改正,公布・施行 

（公衆衛生局,医務局,予防局,薬 

務局,社会局,児童局,保険局とな 

る）.

7.29「民生委員法」制定.

7.30「人身保護法」公布（9. 28施行. 

基本的人権の保障を図る）.

7.3!「昭和23年7月22日附内閣総理大 

臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨 

時措置に関する政令」公布（公務員 

の争議権,団交権,罷業権の停止な 

ど）.

7.1「農薬取締法」公布（8.1施行）.

7. 5「輸出入植物検疫法」公布.

7.10「麻薬取締法」公布・施行（阿片 

法と4つのポツダム省令など麻薬取 

締法規の集大成）.

[> 「大麻取締法」公布・施行.

> 「温泉法」公布（8.10施行.中央 

温泉審議会設置）.

7.12「へい獣処理場等に関する法律」 

公布（7.15施行.各都道府県の警察 

命令から全国的法律へ）.

〇 「興行場法」公布（7.15施行.各 

都道府県の警察命令から全国的法律 

へ）.

A 「旅館業法」公布（7.15施行.各 

都道府県の警察命令から全国的法律 

へ）.

> 「公衆浴場法」公布（7.15施行.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5. 5ソ連引揚げ再開第1船舞鶴港入 

港

5.11 GHQ,ソ連に対し日本人毎月16

（フィンランド）児童手当制度実施（家 

族賃金制度廃止.雇用主の支出を主 

な財源.16歳未満のすべての子を対 

象）.

（オーストリア）10. 一 家族手当制度制

万人の引揚げを勧告. 定（1949年まず被用者に,1954年自

6.30国民健康保険法一部改正,公布

家雇用者にも拡大,第1子から支 

給）.

・年金受給者に,生計費補助給付 

（食料費,家賃補助）を支給（一般 

生計費上昇のため）.

（ソ連）1〇, 25閣僚会議,「生産企業に付 

属する医療施設および託児所建設に 

関する規定」決定（女子500人以上 

の企業は,託児所,ベッド,夜間の 

医療施設を確保）.

（7.1施行.保険者を市町村,組合お 

よび社団法人とする）. （ニュージーランド）政府の諮問機関医

〇 「国家公務員共済組合法」公布 療サービス委員会（いわゆる7人委

（7.1施行.現業職員,非現業職員の 員会）,診療支払方式,報酬額など

組合を統一整備）. について勧告.

>労働者災害補償保険法一部改正, 

公布（7.1施行.保険料の滞納処分 （国際）4. ?世界保健機関（WHO）憲

を規定）. 章効力発生（9月本格的活動開始）.

7.15「国立光明寮設置法」公布•施行 7.1「失業保険審査官及び失業保険審

6.17 ILO第31回総会サンフランシス 

コで開催（〜7.10）.条約87号「結 

社の自由及び団結権の保護に関する 

条約」,88号「職業安定組織の構成 

に関する条約丄89号「工業に使用 

される婦人の夜業に関する条約丄 

90号「工業に使用される年少者の夜 

業に関する条約」を採決.

12.10第3回国連総会,世界人権宣言 

を採択（第22条および第25条に社会 

保障を規定）.

一 国連国際避難民機関（IRO）正式

（国立東京光明寮および国立塩原光 査会規程」公布・施行. に設立（前年の準備委員会の発展）.

明寮設置.視覚障害者の保護,更生, 7.10厚生年金保険法改正法公布（8.1
福祉）. 施行.インフレーション等に対する

> 少年法改正法（全改）公布（昭 年金制度の防衛.養老年金の凍結と

24.1.1施行.14歳未満の犯罪少年, 寡婦,遺児年金の引上げ）.

14〜18歳の家裁送付児童は,児童福 >健康保険法改正法公布（&1施行.

祉法で扱う）. 政令規程中の重要事項を法律化,保

> 「少年院法」公布（昭24.1.1施行）. 険医制度の任意指定制,官公吏を形

7.24社会局長,授産施設の設置運営 式上健保法の被保険者とする.哺育

についてを通知. 手当金の法定給付化と政管の附加給

7.29 「民生委員法」公布・施行（民生 付廃止,保険料率1000分の40に引上

委員令廃止）. げ）.

7.30「消費生活協同組合法」公布（10.1 >船員保険法改正法公布（9.1施行.

施行）. 障害年金受給者に対する被扶養者加

7.31「少年審判所令」公布・施行. 給金制度ならびに,寡婦,かん夫,

遺児年金の新設）.

> 「社会保険診療報酬支払基金法」
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昭和23年（1948）

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

〇 「市町村立学校職員給与負担法」 各都道府県の警察命令から全国的法

公布. 律へ）.

>「風俗営業取締法」公布. 7.13「優生保護法」公布（9.11施行.

7.12「石炭鉱業権等臨時措置法」公布. 国民優生法廃止.不良子孫の出生防

>民事訴訟法改正,公布（7.15施 止と母性の保護）.

行）. > 「食品衛生法施行規則」公布・施

〇 商法改正法公布・施行（株主権の 行.

強化など）. > 厚生省,「食品,添加物及び器具

〇「警察官等職務執行法」公布. 容器包装の規格基準」を告示.

7.15 GHQ,経済安定10原則（自立促 > 「墓地•埋葬等に関する法律施行

進のため,増産,公定価格,徴税な 規則」公布・施行.

ど）を政府に指令（7.20閣議で政 7.15「性病予防法」公布（9.1施行・

策として発表）. 性病から国民の健康な心身を守り,

> GHQ,新聞事前検閲を廃止. 子孫を守るためにその予防につき規

> 「教育委員会法」公布（11.1施行）. 定）.

7.20「国民の祝日に関する法律」公布 7.16「あん摩,はり,きゅう,柔道整

•施行（元日,成人の日,春分の日, 復営業法の特例に関する法律」公布

天皇誕生日,憲法記念日,こどもの •施行（試験および免許に関する経

B,秋分の日,文化の日,勤労感謝 過措置）.

の日）. 7.20「国民医療法施行令特例法」公布

> 「食糧確保臨時措置法」公布・施 （法令名変更.医師,歯科医師の国

行（主食の生産供給数量の事前割当 家試験の受験資格者の範囲を旧朝鮮,

制）. 樺太,南洋庁,台湾,満州国に拡

7.24「消防法」公布（&1施行）. 大）.

7.29「政治資金規正法」公布•施行. > 「医薬品等配給規則」公布•施行.

> 「事業者団体法」公布・施行・ 7.29 「薬事法」公布・施行（医薬品製

7.30米陸軍省,対日復興援助費を決 造業の登録,薬事監視員制度の採用

定. など.医薬部外品等取締法廃止）.

7.30「医療法」公布（10. 27施行.病 

院基準の引上げ（10->20床）,総合 

病院の制度,診療所の患者収容制限, 

人員諸施設の基準の法定,助産所の 

規定,公的な医療機関制度の確立, 

広告制限の強化）.

> 「医師法」公布（10. 27施行）.

> 「歯科医師法」公布（10. 27施行）. 

〇 「保健婦助産婦看護婦法」公布

（看護婦,昭25. 9.1施行.保健婦・ 

助産婦,昭26. 9.1施行）.

> 「歯科衛生士法」公布（10. 2？施 

行）.

7.- 吉富製薬,らい治療薬プロミン 

発売.

8.1「経済調査庁法」,「工業技術庁設 8. 6経済同友会,失業対策案を発表. 8. 3アメリカ医師会調査団来日.

置法」公布・施行（総理庁に経済調 8.11 社会局に更生課設置（身体障害 8. 6結核ベッド不足の対策として療

査庁,商工省に中小企業庁,工業技 者更生事業を専管）. 養所長に患者の退所を命ずる権限を

術庁を設置）. 8.20「食糧確保臨時措置法施行令」公 付与（日本患者同盟,反対）.

8.17 GHQ,金融制度の全面改正を指 布•施行. 8.10温泉法施行.

示. 8.15覚せい剤を薬事法の劇薬に指定

8.- 米国,エロア資金（占領地域経 〈省令〉.

済復興資金）による対日物資供給開 >東京軍政部,結核療養所から軽症

始. 患者を退所さすよう命令（軍政部担 

当者の名前に因みマニトフ旋風とい 

われた）.

8.31明23年創立の衛生組合,GHQの
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

公布（8.1施行.財団法人社会保険 

協会と健保連の審査支払事務の代 

行）.

7.29 「恩給法臨時特例」公布・施行 

（7.1適用.公務員の給与の変更に伴 

う特例措置）.

7.31「健康保険及び船員保険の保険医 

及び保険薬剤師の指定に関する件」 

公布（8.1施行.一斉指定替え）〈省 

令〉.

> 「健康保険組合に対し交付する国 

庫負担金の概算払に関する件」公布 

（昭23年度より適用）.

8.1第8次生活扶助基準改定（生活 

扶助基準改定方式についてマーケッ 

卜•バスケット方式（全物量方式） 

を採用）.

8. 3「引揚同胞対策審議会設置法」公 

布（9.1施行.総理庁に設置.引揚 

促進,遺家族•留守家族の援護,在 

外資産等に関する調査審議機関）.

8.10 「民生委員法施行令」公布•施行 

（昭23. 7. 29より適用）.

8.26 「矯正院令」公布・施行.

&30アメリカの三重苦のヘレン=ケラ

&1社会保険診療報酬算定協議会 

（旧健康保険診療報酬算定協議会） 

設置.

8. 9「国民健康保険運営協議会令」公 

布（7.1施行）.

8.17「共済組合審査会に関する政令」 

公布•施行.

8.26厚生保険特別会計規則および船 

員保険特別会計規則一部改正,公布 

•施行（社会保険診療報酬支払基金 

に対し概算払を認める）•

8.31「保険審査官,健康保険審査会,
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昭和23年(1948)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

9.11GHQ集中排除審査委員会,集排 

法実施の4原則を提示（適用の大幅 

緩和）.

9.15アイオン台風,関東東北地方水 
害

9.28 GHQ,食糧配給と経済安定に関 

し声明を発表.

10.1財閥系7銀行,再建整備法によ 

り新発足.

10. 7昭和電工疑獄により芦田内閣総 

辞職.

10.11 第3回臨時国会召集（11.8開会 

式,11.30閉会）.

10.15第2次吉田茂内閣成立（厚相林 

譲治）.

11.11GHQ,企業合理化3原則を発表 

（特に賃上げの禁止や価格差補給金 

の禁止）.

11.12極東国際軍事裁判判決（有罪25 
人,東條ら7名絞首刑）.

9.15奥むめおら,主婦連合会結成.

10.21GHQ,労働組合活動の指導者の 

遵守すべき原則に関し声明.

11.1 主食増配（2合7勺）を実施

11.9国家公務員給与改定（6307円べ 

ース）.第1回人事院勧告（臨時人 

事委員会）.

11.20第1回勤労者陸上競技大会開催.

覚書により解散.

> 原子爆弾の影響研究のため,国立 

予防衛生研究所の支所を広島,長崎 

に設置.

9.2!「第一版国民医薬品集」公布・

9.30環境衛生監視員設置要綱決定.

10.!「輸出品取締法」公布•施行.

10. 7新日本医師協議会（新医協）結 

成.

10. 8「動物用医薬品等取締規則」制定 

（細菌学的予防治療品及び診断品取 

締規則は廃止）.

10.25日本薬剤師協会設立.

10•  治らい薬プロミンの効果が発表 

される.

A厚生,建設両大臣間覚書,国民公 

園の管理は厚生省が行い,建設事業 

は建設省が行う.

11.5「医療施行規則」制定.

11.1!「予防接種施行心得」の制定（痘 

そう,ジフテリア,腸チフス,パラ 

チフスおよびコレラ）.

11.16ジフテリア注射禍事件発生（京 

都,鳥取において無毒化の不完全な 

ワクチン接種により68名死亡）.

11.19「医道審議会設置令」公布（翌年 

2.1,厚生大臣の諮問機関として正 

式発足）.

>医療機関整備中央審議会および診 

療報酬審議会設置.

〇 「公的医療機関運営審議会令」公 

布•施行.

〇 「医師国家試験審議会令」,「医師 

国家試験委員令」,「医師実地修練審 

議会令丄「医師国家試験予備試験委 

員令」,「歯科医師国家試験審議会 

令」,「歯科医師国家試験委員令」, 

「歯科医師実地修練審議会令」,「歯 

科医師国家試験予備試験委員会令」 

公布•施行.

11.20 全日本国立医療労働組合（全医 

労）結成.

11.24医療民主化全国会議開催.医療 

制度の民主化,社会保障制度の確立
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険

一女史来日・ 国民健康保険審査会,船員保険審査 

会,厚生年金審査会規程」公布 

〈政〉.

> 「社会保険診療報酬支払基金登録 

令」公布・施行（8.1適用）.

9. 3 GHQ,ソ連代表に対し引揚げが 

協定どおり進拶しないことにつき抗 

議発送.

9. 7浮浪児根絶緊急対策要綱閣議決 

定（浮浪児の収容保護の徹底）.

9. 9財団法人日本肢体不自由児協会 

設立.

9.15厚生省,母子衛生対策要綱実施 

を通知.

9.2?引揚促進留守家族大会開催（築 

地と日比谷,各地代表400名断食祈 

願を行う）.

10. 4厚生事務次官,里親等家庭養育 

の運営に関してを通知（家庭養育運 

営要綱実施）.

10.13厚生省児童局長,児童文化向上 

対策要綱の実施を通知（母親クラブ, 

児童育成クラブの結成促進）.

10.15ソ連代表部,GHQに対し日本人 

捕虜送還費用は日本政府が負担すべ 

き旨書簡送達.

10.17引揚者に対する応急援護金増額 

支給実施.

10.18社会事業学校,大阪に開設.

11.1第9次生活扶助基準改定（世帯 

構成員•性別・年齢別組合せ方式の 

採用,勤労控除制度の創設）.

11.5厚生省,「浮浪児根絶緊急対策要 

領」を通達.

11.9社会事業共同募金中央委員会, 

財団法人中央共同募金委員会となる.

11.15地方引揚援護局に日本国旗の掲 

揚許可覚書（全面的許可は昭24.1. 
1）.

11.24未帰還者対策要綱閣議決定（ソ 

連,中国共産党支配地域残留邦人の 

引揚げ促進）.

11. - 転落女性の更生福祉に関する具

体的施策を示す.

io.- 日本医師会,健康保険および国 

民健康保険等の直営診療所の設置に 

ついて厚生大臣に申入れ.

11.20第1回政管健保全国勤労者陸上 

競技中央大会開催（埼玉県大宮市）.
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昭和23 ・ 24年（1948 • 49）

背 景 社会保障一般 衛生。医療

12.1 第4回通常国会召集（12.1開会 12. 3国家公務員法改正法公布・施行

を要求

12. 9 GHQ,厚生省•東京都に血液銀

式,12.23解散.内閣不信任案を可 （人事院設置,公務員罷業禁止等）. 行を設置して輸血対策を確立するよ

決）. 12. 7政府,57万4075人の人員整理を う指示.

12. 2労働者農民党結成（黒田寿男）. 言明. 12.25「医療機関整備審議会令」公布・

12.11炭鉱国家管理事件摘発（炭鉱国 ＞ 家庭裁判所を設置する旨,公布. 施行.

家管理法案に係る収賄事件）• 12.20「公共企業体労働関係法」公布 A「食品衛生試験法」告示.

12.15「郵政省設置法」公布（昭24. 4.1 （昭24. 6.1施行）. 12.29「児童福祉施設最低基準」制定.

施行）. 12.2!「公共船員職業安定所令」公布・ 12.-輸入雑豆中毒事件（兵庫県下で

〇 「電気通信省設置法」公布（昭24. 施行 31名中毒,うち4名死亡.ビルマ産

4.1施行）. 12.23「社会保障制度審議会設置法」公 サルタニ豆に含まれていた青酸が原

12.18 GHQ,米政府指令により経済安 布（社会保険制度調査会廃止.第1 因）.

定9原則を発表（歳出引締め,均衡 回総会,昭24. 5.19）.
予算,徴税強化など）.

12.20「日本専売公社法」公布（昭24. 
4.1施行）.

A 「日本国有鉄道法」公布（昭24. 4. 
1施行）.

—— この年,日本住血吸虫病の有病

地の溝渠のコンクリート化工事によ 

る宮入貝撲滅事業の開始.

〇秋,百日ぜきワクチン禍起こり, 

65人が障害を受ける.

＞国立国府台病院,精神衛生センタ 

一的機能を有する機関として発足 

（同病院に初めて,精神医学ソーシ 

ヤル•ワーカー設置）.

＞厚生（医療）農業協同組合連合会 

設立.

＞ムシ歯予防デー開始.

昭和24年

1.1マッカーサー元帥,国旗の自由 1.1大都市転入制限解除. 1.20「優生保護法施行令」公布・施行

使用を許可. [＞公務員の勤務時間週48時間制,制 （昭23. 9.11より適用）.

1.4内閣に行政機構刷新審議会設置. 定. 1.26病人栄養に関する協議会,病人

1.12「教育公務員特例法」公布・施行. 1.13「船員職業安定審議会令」公布・ の栄養所要量を決定.

1.14 GHQ,外国人の対日投資活動を 施行.

許可. 1.20「企業整備にともなう雇用状態の

1.16第1回国家公務員採用試験実施. 把握収集要領」制定.

1.20総理庁に日本学術会議設置. 1.3!世界労連,日本（全労連）の加

1.23第24回衆議院総選挙（民自264, 入を承認.

民主68,社会49,共産35,国民協同

14.初の最高裁判所裁判官国民審査 

実施）.

2.1「学校施設の確保に関する政令」 2.10行政機構刷新審議会,各省3割 2.1GHQ,輸入食糧特にとうもろこ

公布・施行（学校教育以外の目的で （約9万人）の整理方針を政府に答 しについての栄養,資料の研究,発

の学校施設の使用禁止）〈ポツダム 申. 表及び配布に関する指令の件を指示.

政令〉. 2.16中央職業安定委員会,失業対策 2. 5厚生省,「医薬品製造登録基準」

2.1!第5回特別国会召集（3.19開会 答申を発表. を告示.

式,5. 31閉会）. 2. 9米国立公園局リッチー,国立公

2.16第3次吉田茂内閣成立（厚相林 園の候補地視察結果の覚書手交（国

譲治）. 立公園行政の重要な指針となる）.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 外

12.29「児童福祉施設最低基準」公布・ 

施行（児童福祉施設に従事する職員 

の基準を定め,身体障害者福祉司等 

の資格の法定化）〈厚令〉.

> 「特別未帰還者給与法」公布（昭 

24.1.1施行.ソ連地域に抑留中の一 

般邦人に対し,未復員者給与法に準 

じた給与等の支払）.

12.13「社会保険診療報酬請求書審査委 

員会規程」公布•施行（8.1適用）.

12.29健康保険法改正法公布（昭24.1. 
1施行.標準報酬等級区分の最高額 

を8000円から1万3600円に改定）.

—— この年,母子寮開設.

昭和24年

1.12 「未復員者等についての届に関す 

る政令」公布（3.1現在の未復員等 

について届出）.

1.30中国からの引揚げ再開.

1.24 「社会保険診療協議会令」公布・ 

施行（昭23. 8.1より適用）.

> 「社会保険診療報酬算定協議会令」 

公布•施行（昭23. 9.1適用）.

2.1労働省,前年より北関東,東北 

地方の少年少女の人身売買事件続出 

に対し,労働基準の監督徹底を通達.

2. 5生活保護法に関する保護請求権 

の存在に関する疑義照会（愛知県知 

事より）.

2.- GHQのA=H=マーカソン,児童 

養育上考察さるべき諸問題を発表

2.-保険局,ペニシリン使用方針を 

決定（ただし,その使用が健保経済 

におよぼす影響が懸念された）.

>厚生省,健康保険法改正案要綱を 

作成（健康保険の財政対策）.

4. 4西欧12カ国,北大西洋条約（N 
ATO）に調印（8.24発効）.

10・1中華人民共和国成立（主席に毛 

沢東）.

（英）「司法援助•助言法」制定（無料 

または低廉な費用負担での司法援 

助）.

A1949年「住宅法」制定（公共住宅 

政策が低所得者に重点を置くように 

なる）.

>国立精神衛生研究所設立.

（米）9. 28フォード自動車と自動車労 

組間で年金制度の新設協定（65歳退 

職後の年金,月額100ドル）.

-社会事業調査研究会設立.

[> 住宅法により公共住宅政策が低所 

得者に重点を置くようにする.

〇 the National Institute of Mental
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昭和24年(1949)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

2.25行政機構刷新および人員整理に >山形県上ノ山温泉の共同浴場で,

関する件,閣議決定（行政機構の3 少女84人に性病感染（問題化）.

割程度縮減,定員の3割減員）. 2.15第1回栄養士試験実施.

3. 7ドッジ米国公使,経済安定9原 3. 4経済安定9原則の実施にともな

2.20 GHQ,税金,移民,検疫の実施 

についての覚書を指令

2.2!「生物学的製剤製造規則」公布 

（3.1施行）.

2.26厚生省予防局長,性病予防の徹 

底について通知.

3.19 「学校身体検査規程」制定〈文

則の実行に関し声明（竹馬経済から う大量失業者の対策要綱,閣議決定. 令〉.

の脱却,超均衡予算によるインフレ 3.1!中央職業安定委員会,行政整理 3.23「予防衛生研究所講習者規程」告

収束策を強調.ドッジ•ライン）. および失業対策につき政府に建議. 示.

3.16総理庁に外国為替管理委員会設 3.12薬務局資材課,審査課が監視課,

汽. 細菌製剤課となる.

3.18野菜の統制撤廃（4.1実施）閣議 3.15生活権擁護人民大会,皇居前広

決定. 場で開催.

3.24「輸出品生産用資材確保要領」を 3.25失業対策審議会設置,閣議決定.

公布（傾斜生産を変更し,能率の高 3.3! 行政整理による離職者に対する

い企業を優先）. 失業対策,次官会議決定.

3.29行政制度審議会設置. 3.- この月,行政整理のため,厚生

4.1GHQ,日銀にガリオア•エロア

省児童局の廃止論が起こり,反対運 

動展開される.

4.10第1回婦人週間.'もっと高めま 4.20旧皇室苑地運営審議会,旧皇室

対日援助見返資金特別勘定設置を指 しよう,わたしたちの力を,地位を, 苑地整備運営に関する答申・

令• 自覚を’（労働省主催）.

4. 4「団体等規正令」公布（左翼団体 

にも適用）〈ポツダム政令〉.

4. 6経済安定本部,今次戦争の被害 

報告書発表（平和的国富のみで4兆 

2450億円）.

> 衆•参両議院,阿波丸事件に基づ 

く日本国の請求権放棄を決議（4.14 
日米協定成立）.

4.15ドッジ公使,昭24年度予算に対 

し均衡予算,補給金廃止などを声明・

4.23 GHQ,!ドル360円の単一外国 

為替レート設定を指令（4.25実施）.

5.12極東委員会米代表,対日中間賠 5. 2「国民金融公庫法」公布・施行. 5.1病院給食,全国10床以上の病院

償の取立て中止の措置を通達. 5.12三田職業安定所で自由労働者, に適用.

5.24 「年齢のとなえ方に関する法律」 仕事よこせ闘争開始. 5. 7「飲食営業臨時規整法」公布・施

公布（昭25.1.1施行.満で数える）. 5.13主要食糧配給制度強化に関する 行（料飲店再開）.

5.25通商産業省設置（商工省,貿易 措置要領を閣議決定. 5.1! 新宿御苑,国民公園として一般

庁廃止）. 5.16「鉱山保安法」公布・ に公開.

5.3!「行政機関職員定員法」公布（28 5.19社会保障制度審議会,第1回総 5.14医師法,歯科医師法改正法公布

万5124人の行政整理）. 会（会長に大内兵衛選出）. -施行（病院,診療所の広告規制の

> 「国立学校設置法」公布. 5.20失業保険法改正（6.1施行・日雇 緩和.公衆衛生上重大な危害を生ず

〇中央'行政機構大改革',各省設置 失業保険制度の創設）. る場合の医師,歯科医師に対する指

法公布（6.1施行.国家行政組織法 > 「緊急失業対策法」公布•施行. 示権を規定）.

に基づく,総理府,外務省,大蔵省, 〇 職業安定法改正,公布・施行（学 5.19全国国立病院長協議会発足.

文部省,厚生省,農林省,運輸省, 生生徒等の職業紹介の原則,身体障 >伝染病予防法改正法公布（6.1施
労働省,経済安定本部,特別調達庁, 害者に対する職業補導等を規定）. 行.衛生組合に関する規定の削除.

地方自治庁,郵政省,電気通信省, 5.3!「厚生省設置法」公布（6.1施行. 都道府県駐在防疫職員を防疫監吏お

法務府）. 大臣官房および公衆衛生,医務,薬 よび防疫技師として都道府県に移譲.

務,社会,児童ならびに保険の6局 国と地方公共団体との費用負担の明
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

（児童福祉施策の6項目を示し,特 

に児童施設の家庭的指導を強調）•

Health 設立.

（仏）5. 9法律により,ホームへルパ 

一を専門的業種と認める.

8. 2「重症の身体障害者に対する社会 

保護法」制定（盲人と重症身体障害 

に対する年金と手当金を新設,盲人 

の職業更生）.

-専門医制度創設.

3.15外蒙ウランバートル抑留所での 3.31船員保険特別会計法改正,公布 ＞自営業者に対する年金制度創設.

吉村隊長（池田）による同胞の酷使 •施行（決算剰余金の積立て制度を

•虐殺が報道（暁に祈る事件• 7.14 導入）. （西独）4. 22「労働協約法」公布.

池田逮捕）. t＞失業保険特別会計法改正,公布・ 6.1?「社会保険適応措置法」制定（分

施行（一般会計からの繰入金の過不 割占領による労働者•職員年金保険

足額に対する翌年度調整を規定）. の不均衡の統一化）.

8.10災害保険法改正（年金の賃金•物 

価スライド制導入）.

8. 22 「社会保険におけるナチズムの被 

迫害者の取扱いに関する法律」を制 

定（補償措置を講じた）.

一「緊急援助法」制定（公的扶助を 

統一）.

4.14衆議院,青少年犯罪防止に関す 4.19船員保険法施行規則改正,公布 （伊）9.28失業保険給付に補足給付追

る決議. •施行（失業保険金,寡婦年金,鳏 加（生計費高騰に対処）.

4.21厚生省社会局長,国民に積極的 夫年金および遺児年金の手続きにつ

保護請求権はない旨を通知（不服申 いて規定）. （スウェーデン）1.30「労働者保護法」

立に対し,正しい法の運用を求め 4.30厚生年金保険法改正法公布（5.1 制定（婦人労働者の出産につき,産

る）. 施行.業務外障害年金額を引き上げ, 前6週間産後6週間の有給休暇,婦

4.26衆•参両議院,引揚げ促進を決 業務上障害年金との均衡を保つ.保 人の危険な産業への雇用禁止など規

議. 険料滞納者につき,国税滞納処分の 定）.

4.28青少年指導及び不良化防止対策 例によることを規定）.

基本要綱,閣議决定（児童の不良化 〇健康保険法改正法公布（5.1施行. （デンマーク）4.12 「家庭福祉援助法」

防止強調運動の実施等）. 一部負担金制度復活,標準報酬等級 制定（地方自治体が母親などの一時

4.30生活保護法施行規則改正,公布 区分の改正,保険料率1000分の50に 的疾病,老人家庭にホームヘルパー

（5.1施行.不服申立制度の導入）. 引上げ.健康保険審議会を設置）. を派遣）.

（オーストリア）「失業保険法丄「児童

5.1生活保護第10次生活扶助基準改 5.1健康保険審議会設置. 手当法」（第1子から支給）,「戦争

定（各種加算（母子加算,障害者介 ＞厚生年金保険審議会設置. 犠牲者に関する法律」制定.

護加算,妊婦加算）制度の創設,薪 5.16「簡易生命保険法」公布.

炭費の地域差設定）. A 「郵便年金法」公布. （国際）6. 8 ILO第32回総会ジュネー

5. 2「中学校,盲学校及びろう学校の 5.19労働者災害補償保険法改正,公 ブで開催（〜7. 2）.条約91号「船員

就学義務に関する政令」公布•施行 布（6.1施行.概算保険料制の導入）. の有給休暇に関する条約」,93号
（4.1適用.保護者の義務は,中学校 5.30国家公務員共済組合法改正法公 「賃金,船内労働時間および定員に

では子女が15歳に達した日の属する 布（非現業被用者に年金制度適用）. 関する条約丄95号「賃金の保護に

年度,盲・ろう学校では8歳）. 5.31社会保険診療報酬支払基金法改 関する条約」,96号「有料職業紹介

5. 5初の'こどもの日'，'こども週間’ 正法公布（6.1施行.審査委員会の 所に関する条約」を採択.

（2週間）催される. 設置）.

＞第1回全国赤ちゃんコンクール開 ＞船員保険法改正法公布（6.1施行.

催. 船員保険審議会の設置,漁船船員に

5. 8初の'母の日'. 対する特別の養老年金制度の創設,

5.14衆議院,遺族援護に関する決議. 

〇 親元を離れ,他人の家庭に養育, 

雇用されている児童（同居）の保護

標準報酬等級の改定）.
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