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と外局弓1揚援護庁となる）. 確化）.

>労働省設置法全面改正,公布（6. A国立公園法改正,公布（6.1施行・

1施行）. 受益者負担,特別保護地区の制度化,

〇 「人権擁護委員会法」公布（6.1施 国定公園指定の制度化,国立公園審

行). 議会の設置等を定める）.

>失業対策委員会廃止. 5.20厚生省,「保健婦助産婦看護婦学

〇 「国民食糧及び栄養対策審議会令」 校養成所指定規則」制定.

公布（6.1施行）. 5.3!「衛生統計協議会令」公布（6.1
A 「住宅対策審議会令」,「経済復興 施行）.

審議会令」公布（6.1施行）. 〇 「地方財政法の一部を改正する等

> 「衛生統計協議会令」公布（6.1施 の法律」により保健所法一部改正

行.厚生大臣の諮問機関.衛生統計 （国庫補助は保健所経費の2分の1
の総合的企画,改善整備）. 以内から保健所の創設費・初度調弁 

費2分の1,その他3分の1とす 

る）.

A 「トラホーム予防法」改正法公布 

•施行（都道府県の市町村に対する 

補助率を明記,3分の2）.
> 食品衛生委員会を食品衛生調査会 

に改める.

> 薬事委員会を薬事審議会と改称.

〇 「国民公園管理規則」制定（皇居 

外苑,新宿御苑,京都御所,厚生省 

所管となる）.

6.1「中小企業等協同組合法」公布 6.1労働組合法,労働関係調整法改 6.1 地区駐在防疫事務所を全国9力

（7.1施行.大企業に対抗する自主的 正法公布. 所に設置.

な組織化を促進）. >厚生省,統計調査部設置. 6. 3「国立病院特別会計法」公布（7.
6.10「弁護士法」公布（9.1施行）. 6.10労働省,失業対策事業就労者の 1施行）.

> 「社会教育法」公布•施行. 賃金制定. 6.10「死体解剖保存法」公布.

6.1?日銀政策委員会発足（最高意思 6.11 東京都,失対事業の日当を245円 6.14厚生省,「医薬品広告基準」を通

決定機関を設け自主性を高める）• に決定（ニコヨンの呼称始まる）. 知.

6.18独禁法改正（株式保有および役 6.20「婦人少年問題審議会令」公布・ 6.20「保健婦助産婦看護婦試験審議会

員兼任の制限を緩和）. 施行. 令」公布•施行.

6.30行政整理に関し政府声明.平事 6.2!「緊急失業対策法施行規則」制定, 6.24 優生保護法改正,公布・施行

件（福島県平市で,労働者・市民, 公布（5. 20適用）. （本人または配偶者が精神病または

警官と衝突）. 6.25労働省,失業対策要綱発表. 精神薄弱者である者および経済的理 

由のある者に適用）.

6.- 口腔衛生週間制定（昭27年,ロ 

腔衛生強調運動,昭33年以降,歯の 

衛生週間と改称）.

7. 4 マッカーサー元帥,日本は反共 7.1政府,住宅建設の建坪制限を30 7.1アメリカ薬剤師使節団来日.

の防壁と声明. 坪までに緩和. 7. 5 「保健体育審議会令」公布・施行.

7. 5国鉄総裁下山定則,登庁の途中 7. 3全日本労働組合連盟結成.

行方不明,7. 6常磐線北千住•綾瀬 7. 4国鉄,定員法に基づく第1次人

間の線路上で礫死体となって発見 員整理3万700人の通告を開始と発
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対策を実施.

5.16国会各党代表,ソ連代表部へ引 

揚げ促進を陳情.

>地方引揚援護局内において引揚者 

の再教育を実施.

〇参議院で,未亡人並びに戦没者遺 

族の福祉に関する決議を行う.

5.18厚生省,私立教護院の認可を差 

し控えるよう指導通知.

5.20参議院,青少年不良化防止に関 

する決議.

5.3!「犯罪者予防更生法」,「犯罪者予 

防更生法施行法」公布（7.1施行）.

> 「国立身体障害者更生指導所設置 

法」公布（10.1施行）.

E> 「矯正保護審査会令」公布（6.1施 

行）.

6. !職業安定法施行規則改正,公布 

•施行（求職者に職業紹介ができな 

い場合で,生活保護の適用を要する 

者について,公共職業安定所は民生 

委員に連絡することを規定）.

6.14内閣に,青少年問題対策協議会 

を設置.

6.15児童福祉法改正,公布・施行 

（盲ろうあ児施設を追加.昭22年末 

栃木 福島で起きた人身売買事件を 

契機とし,文化財の推薦勧告,人身 

売買の防止,少年法との調整など規 

定）.

> 少年法改正,公布•施行（家庭裁 

半IJ所の審判制を導入）.

6.27ソ連ナホトカ引揚第1船高砂丸, 

舞鶴入港（騒乱事件等を起こし,引 

揚業務に非協力な,いわゆる赤い引 

揚者時代始まる）.

6.28児童福祉審議会設置（児童福祉 

委員会を改称）.

>中央児童福祉審議会,児童憲章制 

定準備委員会設置を决定

6.—厚生省児童局長および建設省都市 

局長,「児童公園の設置運営につい 

て」通知.

7. 5「学徒厚生審議会令」,「青少年教 

育審議会令」公布•施行.

7. 7シベリアからの赤い弓揚者178名, 

引揚援護庁訪問夜半退却.

7.10シーボルト対日理事会議長声明

6.1船員保険特別会計令および失業 

保険特別会計令改正,公布・施行 

（歳入・歳出予定額各目明細書の作 

成を義務づける）.

>失業保険法施行規則改正,公布・ 

施行.

6.22日本医師会,厚生省が東京都の 

保険医監査結果を発表したことに対 

し抗議.
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（下山事件）. 表.

7.15中央線三鷹駅で,無人電車の暴 7.12国鉄,第2次人員整理約6万2000
走事件起こり6人死亡（三鷹事件）. 人の通告を開始.

8.1「旧占領地会社整理令」公布〈ポ 8.1 人口問題審議会設置（昭25. 3. 31 8.15栄養士試験審議会設置.

ツダム政令〉. 廃止.10月,人口調節に関する建議

8. 2米価審議会設置,閣議決定. 提出,産児調節知識の普及を述べ

8. 3 GHQ,集中排除審査委員会の任 る).

務終了を発表. & 4「中央労働委員会規則」公布•施

8. 6「広島平和記念都市建設法」公布. 行.労働委員会発足.

8. 9「長崎国際文化都市建設法」公布. 8. ?労働省1月以降7月までの民

8.10「出入国の管理に関する政令」公 間企業整理人員12万3000人と発表.

布〈ポツダム政令〉. 8.11郵政,電気通信両省,2万6500
8.17東北線松川,金谷川駅間で列車 

転覆・乗務員3名死亡（松川事件）.

8.19日銀政策委,金融緩和策として 

資金放出を決定.デフレ対策にのり 

だす.

8.3!キティ台風関東を襲う.

人の人員整理を通知.

9.15 GHQ,シャウプ税制勧告全文発 9.15シャウプ勧告,社会保障税を提 9. 6「特定医薬品検定規定」制定,公

表（税制の根本的改革・直接税中心, 案. 布（9.10施行.医薬品の国家検定品

資本蓄積のための減税,地方税制の 9.19公務員の政治活動制限の人事院 目としてスルファチアゾール外8品

再編強化）. 規則公布. 目,初めて指定）.

9.13来日中のアメリカ薬剤師協会使 

節団,医薬分業の実施を勧告.

9.22ストレプトマイシン国内生産確 

保要綱,閣議決定.

9.24 厚生省,「BCGワクチン（乾燥） 

基準」を制定.

10.6学術会議,学問•思想の自由に 10. 2公務員の勤務時間1週44時間制 10.12「歯科衛生士法施行規則」制定,

ついて政府に勧告. 実施（人事院）. 公布•施行.

10.25第6回臨時国会召集（11.1開会 10. 4「船員労働委員会規則」制定,公 10.18 警視庁,少年ヒロポン患者の取

式,12.3閉会）. 布・施行. 締りを命令（ヒロポン禍,問題化）.

10.27エカフェ会議,対日貿易の拡張 10.25「厚生省組織規程」制定. 10.19「死体解剖保存法施行規則」制定，

を決議 10.28人口問題審議会,産児制限に指 公布•施行.

10.29 ローガン,日本の対外貿易に関 導機関が必要と答申. 10.27厚生省,医薬品製造業者に対し

する意見発表（ローガン構想・官僚 

統制撤廃.自由貿易を基本）.

覚せい剤製造の全面的中止を通知.

11.1 米国務省,対日講和条約を起草 11.14社会保障制度審議会,社会保障 11.- 第1回栄養改善普及運動実施.

準備中と発表（全面説•単独説の論 制度確立のための覚書を発表.

議活発化す）. 11.- 産別会議第5回大会,当面の社

11.3湯川秀樹,ノ ー-ル物理学賞受 会保障闘争と社会保障制度の確立に

賞決定（12.10受賞式）.

11.2?新聞の夕刊復活.

ついて決議.

12.1お年玉つき郵便葉書初発売. 12. 4国家公務員給与改定第2回人事 12.10厚生省,「国立病院療養所勤務看
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（残留者40万以上に対し本年のソ連 

引揚予定数は少なすぎる.32万が病 

気で死亡したとしては多すぎる）•

7.25ナホトカ出港後,船長吊し上げ 

事件の発生したソ連引揚第9船信洋 

丸,舞鶴入港（船内業務拒否,診療 

拒否,甲板撒水事件などにより上陸 

不能に陥る）•

&11「引揚者の秩序維持に関する政 

令」公布〈ポツダム政令〉.

&18生活困窮児童救護のユニセフ原 

綿,横浜港に到着.

8.29「司法保護委員令」公布•施行・

8.-  社会局,授産事業の整理につい 

て通知.

9. 2 GHQ,ソ連が9月中1万8000人 

引揚げのための配船を要求と発表.

9.12「少年院処遇規則」制定,公布・ 

施行.

9.13社会保障制度審議会,生活保護 

制度の改善強化について勧告（最低 

生活の保障,不服申立制の確立,保 

護の欠格条項の明確化を勧告保護 

費地方負担の軽減,事務費の2分の 

1国庫負担）.

10.1国立身体障害者更生指導所設置.

10. 3中国（大連）から引揚船山澄丸 

が舞鶴に帰港（以後,昭28. 3まで中 

国からの集団引揚げ中断）.

10.26厚生省児童局長通達,ユニセフ 

の救援物資配給始まる.

10.3!厚生省社会局長,民生委員,児 

童委員の公的保護事務における活動 

範囲について通達（民生委員は公的 

保護の協力機関となる）.

11.6全国引揚者大会（都立一高講堂） 

ソ連政府発表の在ソ邦人数全面否定, 

修正要求.

11.16ユニセフ全粉乳配給開始.

11.29 GHQ,社会福祉行政6項目とし 

て,地区制度の確立,公私の分離, 

専門職員の訓I練等を指示•

11.30母子福祉対策要綱閣議決定（母 

子家庭に対する公的扶助,母子寮の 

整備,母子家庭の母に対する就職の 

あっせん,資金の貸付け等を決定）.

12.1生活扶助基準に入院患者日用品

8.1社会保障制度審議会,「健康保険 

等の給付費に対する国庫負担」勧告.

8. 8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55に引 

上げ）.

11.11社団法人全国国民健康保険団体 

中央会設立（財団法人国民健康保険 

協会と国民健康保険刷新連盟を合 

体）.

11.17 「社会保険診療協議会令」公布・ 

施行.

11.- 第1回全国健康保険組合大会開 

催.
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＞ 「外国為替及び外国貿易管理法」 院勧告（7877円ベース）. 護婦業務指針」制定.

公布. 12.10全国産業別労働組合（新産別） 12.16「医師国家試験予備試験の受験資

12.4第7回通常国会召集（12.15開会 結成. 格の特例に関する法律」公布.

式,5. 2閉会）. 12.13大蔵省,社会保障制度審議会に, 12.20 薬事法に基づき「ストレプトマ

12. 7「食糧確保臨時措置令」公布（超 社会保険税法案を諮問（各省間の意 イシン基準」を制定〈告示〉.

過供出の法制化）〈ポツダム政令〉・ 見不一致により審議困難と返上）•

12.15「漁業法」公布.

＞ 「私立学校法」公布.

この年,ドッジ・ラインによる —— この年,ワクチン等の国家買上

不況. げ開始.

＞性病予防週間始まる（都道府県が 

実施主体となり,性病予防思想の普 

及運動を全国的に行う）.

＞国立公園協会設立.

〇避妊薬製造許可.

＞政府は，らい患者完全収容を決意 

し,翌年から増床計画を実施.

昭和25年

1.1「刑事補償法」公布•施行. 1.23労働省,企業監理による被解雇 1.2食品の営業施設の基準を定め秀

＞マッカーサー元帥,年頭の辞で日 者の実態調査結果を発表（解雇者51 優等の等級表を店頭に表示（食品衛

本の自衛権を強調. 万人）. 生法施行規則一部改正）.

〇満年齢実施. 1.9厚生省,「国立病院•療養所勤務

1.6コミンフォルム,日本共産党野 看護婦及び助産婦の勤務時間に関す

坂参三の占領下平和革命論を批判. る省令」を公布.

1.71000円札を発行. ＞ 日本医師会,歯科医師会,日患同

1.10アチソン米国務長官,日本をア 盟,医薬分業で話合い.

ジアにおける共産主義の主要な防壁 1.26第一生命保険相互会社,保健文

であると言明. 化賞創設.

1.15国家公務員法附則第9条による 

高級公務員試験実施.

1.19社会党分裂,左•右両派別個に 

大会（4. 3両派再統一）.

1.3! ブラッドレー米統合参謀本部議 

長ら来日（軍事基地強化を声明）.

2. 3ソ連の天皇戦犯裁判要求に米国 2. 9医療機関整備中央審議会,医療

務省拒否声明. 機関整備計画を答申（医療機関全般

2.10 GHQ,沖縄に恒久的基地建設を の体系的整備）.

開始と発表. 2.15「百日咳予防接種施行心得」告示.

2.16電力制限の全面解除. 2.17「歯科衛生士学校養成所指定規

2.25米国政府,GHQに日本の国際会 則」制定.

議参加許可を指令.

3.1 民主自由党,民主党連立派と合 3.!全繊同盟,全鉱連,炭労などス 3.27栄養士法一部改正,公布（4.1施
同し,自由党を結成. トライキあいつく •（〜3. 28）. 行.栄養士試験審査会設置）.

3. 7マッカーサー元帥,戦犯仮釈放 3. 6増田官房長官 炭労•電産など 3.28性病予防法等改正,公布（4.1施
を指令 重要産業のストはマッカーサー元帥 行.性病予防法,癩予防法,「トラ

3.3!日本勧業銀行法等廃止法公布 指令違反で処すると言明. ホーム」予防法,寄生虫病予防法,
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

費の創設.

12.22第102回対日理事会でシーボルト 

議長,説明のつかない残留者37万 

6929名につき情報提供方要請,ソ連 

代表退場.

12.26「身体障害者福祉法」公布（昭 

25. 4.1施行.18歳以上の障害者に, 

身体障害者手帳•補装具の交付,更 

生援護など規定）.

＞中央社会事業審議会設置（後称, 

中央社会福祉審議会）.

昭和25年

1.14「児童福祉施設最低基準の特例に 

関する省令」公布（1.1実施.特別 

の場合の基準緩和）.

1.- ルバング島で元日本軍人赤津勇 

一氏発見•救出（3月帰国）.

2.1 対日理事会で,シーボルト議長 

より特別報告発表（ソ連における推 

定生存者15万）.

2. 6各都市に多数の浮浪者.林厚相, 

上野地下道・浅草でその状況視察.

2.1!横須賀市に国立身体障害者更生 

指導所開設（同年4月,肢体不自 

由児施設となり,昭53年東京新宿区 

戸山町に移転）.

3.14日本社会事業短期大学開設.

3.30「盲学校及びろう学校の就学義務 

に関する政令」公布（4.1施行.保 

護者の義務を子女の満9歳の学年ま 

でとし,以降昭28年度までに1歳ず

3.3!「社会保険審議会,社会保険医療 

協議会,社会保険審査官及び社会保 

険審査会の設置に関する法律」公布 

（4.1施行.社会保険診療協議会,社 

会保険診療報酬算定協議会廃止）•

6.25朝鮮戦争勃発.

（英）1〇.- 老化に関する第1回全国会 

議開催.

〇 ラウントリー,第3次ヨーク調査 

（貧困率大幅低下）.

（米）1〇.-全米科学財団設立.

12.-第5回ホワイトハウス児童会議 

招集（「児童に対する誓約」が採択）. 

-全米精神薄弱児育成会（NRC） 
創立.

〇社会保障法改正（老齢遺族保険の 

適用範囲を常用農業労働者,一部の 

地方公務員,非営利団体使用人（医 

師,弁護士など専門職業,自営農民 

を除く）に拡大.公的扶助に18歳以 

上の完全身障者に対する障害扶助追 

加.州の医療機関への低所得者医療 

費負担に対し,連邦政府が補助）.

（仏）2.11「団体協約を推進する法律」 

制定.

4. 4各種社会事業間の連絡調整を義 

務づける法律制定.

4. 20農業社会保険の適用範囲の拡大 

（労働災害法の適用される農業労働 

者,職人,農業労働組合や社会保険 

金庫の職員などに拡大.任意加入を 

60歳未満の小作農一般農民に認め
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（特殊銀行解消）. 3.30労働省,失業者求職闘争の激化 

にともない,失業者団体は団体交渉 

権,労働協約締結権なしと通牒・

3.3!「食糧品配給公団解散令」公布 

（4.1施行）.

伝染病予防法,旅館業法,興行場法, 

公衆浴場法,理容師法,墓地•埋葬 

等に関する法律,食品衛生法,屠場 

法,医療法,あん摩•はり•きゅう 

・柔道整復等営業法の運用につき保 

健所設置の市長に権限の付与）.

3.31中央温泉審議会廃止.

4.13熱海市大火. 4.1厚生省組織規程一部改正,公布 4.1医師試験審議会,歯科医師試験

4.15「公職選挙法」公布（衆議院議員 •施行（国立身体障害者更生指導所 審議会,保健婦助産婦看護婦審議会

選挙法,参議院議員選挙法廃止）. 設置）. 設置.

4.25「資産再評価法」公布. >衛生統計協議会の名称を厚生統計 > 都道府県または市町村に,ねずみ

4.28国民民主党結党. 協議会に改称（社会福祉統計等も審 

議対象に加える）.

4. ?労働省,失業対策事業の強化刷 

新を図る.

族•昆虫駆除職員設置（伝染病法予 

防法一部改正）.

〇 都道府県および保健所を設置する 

市の食品衛生検査施設の基準を制定 

（食品衛生法施行規則改正）.

> 食品衛生法による許可営業に魚介 

類販売業等を追加.

4.22参議院において結核予防対策強 

化について決議（4.28衆議院でも決 

議）.

4.- 温泉行政懇談会設置.

5.1「北海道開発法」公布. 5.1佐世保引揚援護局閉局（地方引 5.1医療法改正法公布（8.1施行・医

5. 2「電波法」公布. 揚援護局は舞鶴一局となる）. 療法人制度設定）.

>「放送法」公布. >社会保障制度審議会設置法一部改 > 「精神衛生法」公布・施行（発生

5. 4「国籍法」公布（明33年の国籍法 正（社会保障制度審議会に事務局設 予防の見地から,精神衛生相談所,

廃止）. 置). 訪問指導の新設.私宅監置は1年経

>「火薬類取締法」公布. 5. 6「住宅金融公庫法」公布•施行. 過後に廃止.仮入院,仮退院制度の

5. 8吉田首相,単独講和は事実上で 5. 9「社会保障制度審議会事務局組織 新設）.

きていると発言. 規程」公布・施行. 5. 4「植物防疫法」公布.

5.10 「外資に関する法律」（外資導入 A中央職業安定審議会,失業者救済 5.17 公衆浴場法一部改正,公布•施

の基準法規）公布. に関する建議. 行（公衆浴場の距離制限,構造設備,

5.11「富裕税法」公布. 5.15「国家公務員の職階制に関する法 衛生規制等を導入）.

5.20「臨時石炭鉱業管理法」廃止（炭 律」公布. 5.2? 「クリーニング業法」公布（7.1
鉱国管終わる）. 5.22失業対策審議会,GHQへ雇用対 施行）.

5.24「建築基準法」公布.

5.26「国土総合開発法」公布（6.1施 

行）.

5.30「地方財政平衡交付金法」公布.

> 「地方財政委員会設置法」公布.

> 「文化財保護法」公布.

>民主民族戦線人民総決起大会,皇 

居前で開催（労働者・学生8人,米 

軍人に暴行の理由で検挙）.

5.31「商工会議所法」公布.

策報告書を提出. 5.30「予防接種法等による国庫負担の 

特例に関する法律」公布•施行（地 

方財政平衡交付金法施行による調 

整）.

> ねずみ族•昆虫等の駆除に関する 

都道府県および市町村の事務分担を 

明確化（人口1万3000人以よの市町 

村は,自前で実施.伝染病予防法改 

正）.

6.1総理府に北海道開発庁設置. 6. 6住宅金融公庫発足. 6. 2食品衛生法施行規則改正（食品

> 日本放送協会設立. 6.12社会保障制度審議会,社会保障 の製造,加工,使用,調理および保

6. 4第2回参議院議員選挙（自由52, 制度要綱を作成（GHQ,同要綱を13 存に関する一般的な基準制定）•

社会36,緑風9,国民民主9,無所 項目にわたり批判）. 6.20「歯科用貴金属地金管理規則」制

属⑼. 6.23労働省,『失業の実相』を発表. 定,公布（5.1適用）.

6.6マッカーサー元帥,共産党幹部24 6.30新医協,社会保障制度私案を発 6.24「精神衛生法施行規則」制定,公

名を追放（6.26アカハタ30日間発 

行停止,7.18無期限停刊を指令）.

6.16国家警察本部,デモ•集会を全 

国的に禁止.

表. 布•施行.
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つ延長する）.

3.31保育所給食用脱脂粉乳,ユニセ 

フに代わりガリオア資金（アメリカ 

占領地救済費）によることとなる 

（希望施設全部に配給）.

＞厚生年金保険法等の一部改正法公 

布（4.1施行.任意継続被保険者の 

暫定保険料率の設定）.

＞国民健康保険法改正法公布（4.1 
施行.各都道府県診療報酬審査委員 

会の設置）.

4.10社会局長,授産事業の刷新にっ 

いてを通知（戦後急増した授産施設 

に対してGHQの意向を受け不良施 

設の大幅な整理を実施）•

4.22ナホトカから引揚船信濃丸が舞 

鶴に帰港.タス通信,日本人捕虜の 

送還完了と発表（以後,昭28.12ま 
でソ連からの集団弓揚げ中断）.

4.30「青少年問題協議会令」公布.

5. 4「生活保護法」公布・施行（旧法 

廃止.憲法第21条に基づく最低生活 

の保障,自立助長,不服申立制度等 

を確立）.

5. 8「質屋営業法」公布（7.1施行）.

5.10対日理事会においてシーボルト 

議長,引揚げ問題で日本の国連提訴 

を伝達する旨発表.

5.15「社会福祉主事設置に関する法 

律」公布•施行（民生安定所等の基 

幹職員として社会福祉主事を設置）.

5.25「更生緊急保護法」公布（保護観 

察中の者の更生保護を国で行うこと 

を規定）.

＞ 「保護司法」公布（5. 25施行）.

5.30児童福祉法改正法公布（児童保 

護費の地方団体の支弁区分,療育施 

設を虚弱児施設とし体不自由児施設 

とに明確化）.

5.31「保護司の選考に関する規則」制 

定,公布.

5.1 健康保険法等改正法公布・施行 

（延滞金の額の引下げ）.

5.16恩給法等一・部改正,公布•施行.

5.22保険審査官並健康保険審査会, 

国民健康保険審査会,船員保険審査 

会及び厚生年金保険審査会規程一部 

改正,公布（4.1施行.題名変更 

「社会保険審査官,社会保険審査会 

及び国民健康保険審査会規程」）.

る）.

8. 23最低賃金制度（SMIG）確立.

（西独）4.1引揚者（難民援護）法実 

施

6.13「戦争捕虜家族生計補助法」制定.

6.19「帰還者援護措置法」（帰還者法） 

制定（一時扶助金.住宅職業の優先 

斡旋.俘虜期間の社会保険支給な 

ど）.

11.28「戦争災害援助法」（連邦給養法） 

制定（主として追放者,逃亡者,戦 

争負傷者,出獄者を対象）.

12. 20 「戦争犠牲者の救護に関する法 

律」公布（戦傷者,遺家族の医療援 

護,生計扶助,身障者年金,職業指 

導,生業資金供与など）.

（伊）7. 8結核保険における被保険者 

の収入限度を撤廃.

（スウェーデン）6. 2国民年金法改正 

（給付額に,生計費指数による自動 

スライド制導入）.

（オランダ）「失業保険法」成立.

（オーストラリア）6.28家族手当法改 

正（支給対象を第2子から第1子に 

拡大）.

-所得税および社会保障拠出制採用 

（社会保障の拠出を所得税と同時に 

徴収）.

（国際）国際ジェロントロジー（老人社 

会学）協会,リージェで第1回の大 

会開催.

6.1社会事業研修所開設（東京,大 

阪・社会福祉主事の短期養成•現任 

訓練）.
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6.21 ダレス公使来日,対日講和条約 

締結の見通しを検討.

6.26 GHQ,国内航空路の創設を許可.

6.28吉田内閣改造（厚相黒川武雄）.

〇「首都建設法」公布.

7. 2金閣寺,放火で炎上.

7. 8マッカーサー元帥,警察力と海 

上警備力の強化を指令（国家警察予 

備隊7万5000人新設,海上保安隊 

8000人を増加）.

7.12第8回臨時国会召集（7.13開会 

式,7. 31閉会）.

7.17朝鮮戦争で株式市場盛況（特需 

ブーム起こる）.

7.24 GHQ,言論報道関係に共産党員 

と同調者の追放を勧告（レッドパー 

ジ始まる）.

7.25国連軍総司令部東京に設置.

7.3!「地方税法」公布（地方税制の根 

本的再編成）.

8.10「警察予備隊令」公布•施行（警 

察予備隊発足）.

8.24閣議,特需景気にともなう暴利 

取締対策要綱を決定.

9.!閣議,公務員のレッドパージの 

基本方針を決定.

9・3ジェーン台風関西を襲う.

9.1!「自作農の創設に関する政令」公 

布（10- 9,自作農創設特別措置法お 

よび農地調整法の適用を受けるべき 

土地の譲渡に関する政令と改称） 

〈ポツダム政令〉.

9.14トルーマン米大統領,対日講和 

締結のため予備交渉を行うと言明.

9.21シャウプ,第2次税制勧告書発 

表（平衡交付金の大幅増額など）.

10. 7ドッジ来日（3回目）.朝鮮戦争 

の新情勢にさいし,日本経済のディ 

ス・インフレ堅持を声明.

10.13政府,1万90名の公職追放解除

7. 4失業対策,閣議決定（失業対策 

事業費の繰上げ支出,対日援助見返 

資金の公共事業への吸収,日雇失保 

の改正,公共事業の実施）.

7.1!日本労働組合総評議会（総評） 

結成大会.

8. 9国家公務員給与改定第3回人事 

院勧告（8058円ベース）.

8.10「低性能船舶買入法」公布.

8.30 GHQ,全労連の解散を指令.

9.15厚生省統計調査部,各種計算機 

械を輸入（機械製表方式を確立）.

9.26厚生省組織規程改正,公布・施 

行（公衆衛生局に結核予防課新設）.

10.1 国勢調査実施（総人口 8319万9637 
人 産業別就業人口割合:第1次産 

業48.5%,第2次産業21.8%,第3 
次産業29. 6%）.

7. 3医薬品等配給規則（昭22.11.11） 
を医薬品配給規則と改題.

7. 5「医療法人登録令」公布（8.1施 

行）.

7. 7 「保健婦助産婦看護婦法施行規 

則」制定,公布（9.1施行）.

>伝染病予防法施行令一部改正,施 

行（保健所を設置する市の区域以外 

の区域に対する責任体制を都道府県 

とする）.

7.10サムス准将,医薬分業問題で公 

開状発表.

7.18臨時医薬制度調査会,臨時診療 

報酬調査会設置を公布（7.26発足, 

医薬分業問題を調査）.

7.21自然に親しむ運動始まる.

8.24医師国家試験予備試験の受験資 

格の特例に関する法律一部改正,公 

布・施行（昭2〇. 8.15以前に朝鮮, 

満州および中国で実施した医師試験 

の第1部試験合格者の受験資格を認 

める）.

> 「歯科医師国家試験予備試験の受 

験資格の特例に関する法律」公布・ 

施行（弓揚特別試験の受験資格を認 

められた終戦以前の朝鮮,満州およ 

び中国での歯科医師試験の第1部試 

験合格者に,予備試験の受験資格を 

認める）.

8.26「狂犬病予防法」公布・施行（家 

畜伝染病予防法から分離独立）.

8. -各都道府県薬剤師協会,日本薬

剤師協会が社団法人として正式に設 

立.

9.1医療保険指定病院に完全看護, 

完全給食の実施.

9.21 国立病院•療養所に総看護婦長 

制度採用.

9.22厚生省,「抗菌性物質製剤検定規 

貝IJ」を制定.

9.27結核対策本部設置要綱決定（11. 
16設置）.

10.1 原爆障害調査委員会（ABCC） 
で全国原爆被爆生存者調査を実施 

（国勢調査の付帯調査）.

10. 9海港検疫法施行規則改正,公布
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7.3!災害救助法一部改正,公布•施 

行（災害救助費の国庫負担率の改正・ 

昭25年度より適用）.

7.12健康保険法施行規則一部改正, 

公布・施行（毎年1回の被保険者証 

の検認または更新の実施を規定）.

> 社会保険診療報酬請求書審査委員 

会規程改正,公布•施行（指定医療 

機関に生活保護法の指定医療機関を 

加える）.

8. 5生活保護法による診療方針およ 

び診療報酬告示（5.1適用）.

8.23生活保護法による指定医療機関 

担当規程告示（8.23適用）.

8.26第1回政管健保全国勤労者水上 

競技中央大会開催（栃木県宇都宮 

市）•

9.21国連議案委,未帰還捕虜問題を 

総会の議題とすることを採択.

9.27中央児童福祉審議会,文化財推 

薦勧告に関する規程制定.

9.一児童局,保育所運営要領を作成.

9.20「健康保険保険医療養担当規程」 

告示（昭24. 4.1適用）.

> 「健康保険保険歯科医療養担当規 

程」告示（昭24. 4.1適用）.

10.21「健康保険及び船員保険保険薬剤 

師療養担当規定」告示（昭25. 4.1適 

用）.

10.24「国民健康保険療養担当者療養担
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

を発表. 10.16社会保障制度審議会,社会保障 •施行.

10.16政府,国土総合開発計画基本方 制度に関する勧告を提出. 10.16「乳,乳製品及び類似乳製品の成

針発表. 10.24全国医科大学の衛生学および公 分規格等に関する省令」を制定,公

10.3!「占領目的阻害行為処罰令」公布 衆衛生学の担当教授懇談会,講義の 布・施行・

〈ポツダム勅令〉. 範囲に社会保障の追加を決定 10.28 ストレプトマイシン国内製造許

10.26社会党,社会保障制度審議会の 

勧告案支持を声明.

可.

11.4沖縄の群島政府発足.

11.10政府,旧軍人3250名の初の公職 

追放解除を発表.

11.15電気需給調整規則全面改正,公 

布•施行・

11.21第9回臨時国会召集（11.22開会 

式,12.91 閉会）.

11.24米国務省,対日講和に関する覚 

書発表.

> 「電気事業再編成令」,「公益事業 

令」公布（9分割による電力再編 

成）〈ポツダム政令〉.

11.25奄美群島政府設置.

11.25中央賃金審議会設置. 11.16結核対策本部設置.

12. 7政府,公職追放非特免2万名の 12. 4総理府に社会保障審議連絡室設 12. 5臨時診療報酬調査会に,医薬分

氏名発表. 置. 業に関する特別委員会設置.

12.10第10回通常国会召集（翌年1.25 12. 9マイアーズ,日本国政府職員に 12.16薬事法に基づき「クロラムフェ

開会式,6. 5閉会）. 対する恩給制度に関する勧告を提出. ニコール基準」を制定〈告示〉・

12.13「地方公務員法」公布（昭26. 2. 12.28厚生省および健康保険組合連合 12.22 薬事法一部改正,公布•施行

13施行.地方公務員•公立学校教職 会,国際社会保障協会（ISSA）に （保健衛生上の観点より,用具また

員の政治活動・ストを禁止）. 加盟承認さる. は化粧品につき,品質の最低基準を

12.14「中小企業信用保険法」公布. 設けることを規定）.

12.15公益事業委員会発足. 12.26日本医師会,医薬強制分業に反

12.20 一鉱業法」公布（明38年公布の鉱 対の声明.

業法および明42年の砂鉱法廃止）. 12.28「毒物及び劇物取締法」公布（毒 

物劇物の取締強化）.

12.-厚生省,'飲料水検査指針'を編纂.

この年,朝鮮戦争による特需景 この年,平均寿命,初めて60歳 この年,犬および人の狂犬病多

気起こる（GHQの指令により,各 を越える（男58. 0歳,女61.5歳） 発.

種経済統制あいついで撤廃）. [> パスカルシュウム国内製造許可・ 

>完全給食制度制定.

昭和26年

1.1 マッカーサー元帥,年頭書簡で 1.24臨時診療報酬調査会,医薬分業

講和と集団安全保障を強調. に関する診療費算定の基礎方式にっ

1.15全面講和署名運動始まる. き答申（医療報酬を物の報酬と技術

1.20自立経済審議会,経済自立3力 

年計画（昭26〜28年）を発表（昭28 
年度に生活水準を戦前（昭9〜11 
年）の89%にする）.

1.25米ダレス特使を団長とする講和 

使節来日.

の報酬に分離）.

2.1日本輸出入銀行設立（輸出金融 2. 7炭労大手4社,無期限スト突人 2.1! 厚相,保健所の整備と結核病床

の促進）. （以後,賃上げ・平和擁護を中心に !万7000床新設発表.

2. 9産業合理化審議会,近代化の促 他の産業労組に拡大.15〜39%の賃 2.26最初の血液銀行株式会社ニッポ

淮に関し答申案を決定. 上げに成功）. ンブラッドパンク設立.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

11.9 GHQ覚書交付（非日本人の送還 

引揚げは,今後日本政府の責任では 

ない,本人の自費出国とする）.

11.14「更生保護会の設備及び処遇の基 

準並びに幹部職員の資格に関する規 

貝リ」制定,公布•施行.

11.29全国未亡人団体協議会結成.

11.- 全国社会事業大会.

当規程」告示（昭25. 4.1適用）.

io.-健康保険,船員保険の規定によ 

る「医療に要する費用の額の算定方 

法」による「使用内用薬,使用外用 

薬および使用注射薬の購入価格に関 

する基準」発表（薬価基準の最初）.

11.21船員保険法施行規則改正,公布 

•施行（船員保険診療券および家族 

療養証明書,船員保険被保険者証お 

よび被扶養者証に改正）.

11.28国民健康保険危機突破全国大会 

開催（適正単価を要求）.

12.14国連総会,戦時捕虜の平和的解 

決に関する決議を採択（国連捕虜特 

別委員会設置を決定）.

12.19中央身体障害者福祉審議会発足.

12.12旧令の共済組合などからの年金 

受給者のための,特別措置法公布• 

施行.

12.19船員保険法等改正法公布（昭26. 
1.1施行.疾病部門における財政危 

機に対処するため保険料率の引上げ, 

遺族年金・遺児年金の支給について 

規定）.

12.22健康保険法改正法公布（昭26.1.
1施行.保険料率を1000分の60に引 

き上げ,継続給付等に受給資格期間 

を設置）.

この年,社会保険診療における 

看護料の加算が認められ,完全看護 

制度が誕生.

昭和26年

1.1!中央社会福祉協議会設立（後の 

全国社会福祉協議会.日本社会事業 

協会,同胞援護会,全日本民生委員 

連盟合体）.

1.10埼玉県民生部に,全国で初の国 

民健康保険課設值.

2.- 厚生省児童局長•社会局長連名 

で,精神薄弱児施設における年齢超 

過者の保護についてを通達（児童福 

祉施設に生活保護施設の併設を認め,

3.16米国務長官,対日講和にソ連の 

参加希望を表明.

5.23ソ連,対日講和覚書全文発表.

7.10朝鮮休戦会談開始（開城）.

7.14米国務省,対日講和に関するソ 

連提案を拒否.

8.12ソ連,対日講和会議に参加を米 

大使に通告.

（英）4. 一 '大砲かバターか'の論議高 

まる（朝鮮戦争国際的緊張のなかで, 

アトリー内閣は,社会保障を抑制. 

ベヴァン,この政策に反対して辞
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

2.11 物価庁,価格統制の大幅撤廃に 2.28臨時医薬制度調査会,昭30年か
ついて検討を開始. らの強制分業の実施を答申.

2.22池田蔵相,衆院予算委で対日援 2.- 全国ライ患者協議会（現全国ハ

助費は講和後は債務となると言明. ンセン病患者協議会）発足.

3.31 ダレス特使,対日講和草案発表. 3.29労働者災害補償保険法改正法公 3.1 第6改正日本薬局方公布•施行・

＞ 「資金運用部資金法」公布（大蔵 布（保険料について,メリット制採 3.27 衆議院において,世界保健機関

省預金部資金を,資金運用部と改 用). 憲章受諾について承認を求める件承

称). 認される.

4.1米屋の民営復活・ 4.25農村人口問題研究会創立（会長

3.31「結核予防法」（全面改正）公布 

（結核健康診断の整備,結核患者の 

登録,医療費公費負担の規定を置 

く）.

＞厚生省保険局長「結核治療方針」 

通知.

〇予防接種法改正（結核予防法制定 

のため予防接種法上より結核の規定 

を削除）.

4.1あん摩,はり,きゅう,柔道整

＞琉球臨時中央政府発足. 東畑精一）. 復等営業法を身分法に改正.

4. 5 GHQ,経済政策の基本的原則に 4.27リッジウェイ最高司令官,皇居 ＞地区麻薬取締官事務所設置.

関する覚書を首相に手交（物資割当, 前メーデー禁止の声明発表. 4. 2 予防接種法改正法公布・施行

貿易,予算などの権限をできるだけ （一般医師について自発的に受けた

早期に日本に委譲）. ものも,定期の予防接種とみなす）.

4.11マッカーサー元帥,最高司令官 〇公的医療機関整備補助金の交付始

を解任される.後任にリッジウェイ まる.

中将・ 4.14保健婦助産婦看護婦法改正法公

4.20日本開発銀行設立. 布（9.1施行.乙種看護婦廃止,准

4.2!国際捕鯨取締条約加入書寄託. 看護婦学校養成所発足）.

5.1 電力再編成による9電力会社発

4.- 厚生科学研究補助金の取扱いを 

文部省から厚生省に移管・

〇 地方麻薬取締官事務所を設置.

5.1「4エチル鉛危害防止規則」制定

足（北海道・東北•東京•中部•北 5.11「診療エックス線技師法」公布

陸・関西・中国・四国・九州）• （施行6.11.診療エックス線技師制

＞リッジウェイ最高司令官,ポッダ 度創設）.

ム政令等の修正再検討の権限を日本 5.16 世界保健機関（WHO）に加盟

政府に付与との声明発表. （第4回WHOの保健総会において日

＞新聞,出版用紙統制撤廃. 本の加盟が承認される）.

5.14占領法規改定のため政令諮問委 5.1?「船員予防接種規則」制定.

員会開催（追放解除,行政機構,教 5.29北海道の岩内町で,鯨のいずし

育制度,独占禁止法,労働関係法令, による本邦初のボツリヌスによる食

警察制度など再検討）. 中毒発生.

＞ GHQ,対日ガリオア援助打切り 

を声明.

5.1?皇太后陛下御逝去.

5.25内閣,「人名用漢字別表」公布 

（当用漢字のほかに92字を制定）.

6.1政令諮問委員会,追放解除の大 6. 2「国家公務員災害補償法」公布. 6.1 薬剤師国家試験は厚生大臣が行

綱を決定. 6. 4「公営住宅法」公布（7.1施行. うこととし,その下に薬剤師試験審

〇「国土調査法」公布. 低額所得者を対象とする公営住宅の 議会を設置.

6. 5「相互銀行法」公布. 供給）. ＞ 地方食品衛生調査会を廃止し,中

6. 8商法改正法公布（株主権の乱用 6. 5「失業対策審議会令」公布. 央食品衛生調査会を食品衛生調査会

制限等）. 6.21ILO総会,日本の加盟を承認. と改称.

＞ 「住民登録法」公布. 6.29失業対策審議会,日雇労務者の 6. 6「検疫法」公布（昭27.1.1施行.

6. 9「民事調停法」公布. 救済を答申. 海港検疫法廃止）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

年齢超過者を引き続き保護）. 職）.

3.28ルバング島投降の赤津勇一ら14 3.27中央社会保険医療協議会,結核

5. 26 国民保健サービスにおける処方 

せんに「一枚1シリング」と薬代, 

義歯（約半額）,包帯,眼鏡の一部 

（レンズ代,眼鏡枠の代金）を有料

名神戸着（小野田少尉以下3名残留 の治療指針を採用. にする法律施行.

判明）. > 「厚生年金保険法特例」公布（4.1
3.29「社会福祉事業法」公布（6.1施 施行.障害年金,遺族年金の額の引 （米）住宅法の修正により,低所得者家

行.社会事業法廃止.社会福祉法人 上げ）. 庭に対し家賃の補助制度設立.

制度設置）. 3.3! 地方税法改正・施行（昭26年度 〇鉄道産業退職者制度の財政危機を

分地方稅から適用.国民健康保険税 解決するため,老齢遺族障害年金保

を創設）. 険（OASDI）との財政調整を行う

4. 9濠州マヌス島でマヌス裁判完了 4.1 資金運用部資金法施行（政府の

こととする.

> 病院の認定,定期検査等を行う民 

問機関（JCAH）が設置.

> 医薬品が処方せんの必要なものと 

そうでないものとに分類され,前者 

については処方せんがなければ購入

（全戦争裁判終結）. 特別会計の積立金•余裕金は資金運 できないこととされた.

5.1日本生活協同組合連合会設立.

用部へ預託を義務づけ）.

5.19船員保険東京中央病院開設許可

（仏）11.8政令で,母子保護法による 

貧困妊婦の保護を強化.

（西独）2.22 「社会保険自治復活法」 

（社会保険の領域における自治の復 

活およびその他の改正に関する法 

律）制定（社会保険は民主的な自治 

機関（労使同数の管理機関）によっ 

て運営）.

3.14「一般労働者および一般職員の年 

金保険における高額保険に関する法 

律」制定（任意の高額保険の保護を

>生活保護基準改定（3段階の地域 （病床数22）. 規定）.

区分をCPSに基づく1級地〜5級地 3. 29失業保険の連邦法制定（各地の

の5段階とし,薪炭費,電灯料の季 制度を統一）.

節差を設け,教育,住宅扶助の独立 &10「解雇制限法」制定（一般的な社

化を図る）. 会的不当解雇を禁止）.

5. 5児童憲章制定会議,「児童憲章」 ー 「物価騰貴年金加給法」制定（各

を制定宣言. 年金保険の年金額を平均25%引上

5.13国立神戸光明寮設置. げ）.

5.31生活保護法改正法公布（10.1施
行.福祉事務所制度の発足にともな （伊）11.4「病院法」を公布.

いこれを保護の実施機関とする）.

5.—厚生省,生活保護の被保護者実 （スウェーデン）「不健康な職業に従事

態調査を5月から12月にわたり実施 する従業員に長期年次休暇を与える

（被保護世帯約1000と,ほぼ同数の 法律」制定.

普通世帯を比較）.

6. 6身体障害児の療育指導,補装具 （フィンランド）「心身障害者手当法」

の交付制度創設. 制定（これまでの諸手当を統一）.

6.21ユネスコ総会,日本の加盟承認. 〇 「市町村ホーム•ヘルプ法」制定

6.28アナタハン島日本兵降伏（7.6生
残者20名羽田着）. （カナダ）連邦の制度として「老齢保障

6.- 岡山県民生委員,民生委員1人 法」,「視覚障害者法」制定.

1世帯自立更生運動を開始.

>社会福祉事業職員研修所設置. （オーストラリア）「病院給付法」制定
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〇 「土地収用法」公布.

6.15「信用金庫法」公布.

6.18公職追放令改正.

6.20第1次追放解除発表（石橋湛山, 

三木武吉ら政財界人2958人6. 30地 

方指定分6万6000人の追放解除発 

表）.

6.2!政令諮問委員会,経済関係法規 

の検討終わる（独占禁止法の大幅緩 

和,財閥解体関係法令の原則的廃止 

など決定）.

6.23政府,新経済政策を発表（イン 

フレ抑制,経済規模拡大による国民 

生活の向上,国際収支の均衡など経 

済協力体制確立の8項目）.

7. 4吉田内閣改造（厚相橋本龍伍）.

7.10財閥解体完了.

7.11 GHQ,インフレ抑制措置を強調.

7.2!第1回文化功労者決定.

8. 6第2次追放解除（鳩山ら1万3906 
名）発表.

&14政令諮問委,行革答申案決定（人 

員整理中央,地方あわせて74万人）.

8.15政府,対日講和最終草案受理.

8.16第11回臨時国会召集（同日開会 

式,8.18閉会）.

〇 旧陸海軍正規将校1万1000余名追 

放解除

8.28閣議,行政改革基本方針を決定. 

行政簡素化本部設置.

8.29 GHQ,通産相に輸出振興,石炭 

増産,電力配分の合理化,ダンピン 

グ防止等につき見解発表・

8.31 吉田首相ら全権団,対日平和会 

議出席のため米国訪問に出発（9.14 
帰国）.

9. 2政府,昭29年度を目標に講和後 

の長期経済政策作成.電源開発重視・

9. 6公益事業委,北海道•四国•九 

州をのぞく各地区の電力使用を制限.

9. 8対日平和条約および日米安全保 

障条約署名.

9.26米価審議会,米価算定方式に所 

得パリティー方式を採用（都市と農 

村の所得均衡を図る）•

10.1元軍人5267人追放解除.

10・4 「出入国管理令」公布〈ポツダム 

政令〉.

10・5人員整理に関する件,閣議決定

9. 5行政改革により廃止の予定され 

た労働省婦人少年局,厚生省児童局 

の廃止反対協議会結成,運動を展開 

する.

9.24労相,最近の雇用情勢と行政整 

理にともなう就職者対策を閣議報告.

7.11中央賃金審議会,低賃金部門か 

ら最低賃金制度を確立する方針を決 

定.

7.24社会保障制度審議会,政府に社 

会保障制度推進に関する申入書を提 

出.

8. 8人口問題研究会,『日本人口白 

書』を発表.

8.10モロハン書翰事件（GHQ公衆衛 

生福祉課長モロハンの,厚生省に関 

する行政機構改革を批判する厚相宛 

書簡漏洩）.

8.20国家公務員給与改定第4回人事 

院勧告（1万1263円ベース）.

8.31東京都,「日雇労働者就職資金貸 

付条例」を制定

>児童福祉法一部改正（児童の保健 

についての衛生思想の普及,児童の 

健康審査•保健指導など）.

6.14医師法,歯科医師法改正,引揚 

者の特例の範囲拡張.

6.20「医師法,歯科医師法及び薬事法 

の一部を改正する法律」（いわゆる 

医薬分業法）公布（昭30.1.1施行）.

6.21厚生科学研究補助金交付規程施 

行•

6.22厚生省公衆衛生局,「輸出入食品 

の検査実施要領」を通知.

6.24日本病院協会創立総会.

6.25 癩予防デーを救らいの日と改称.

6.30 理容師法改正法公布・施行（理 

容師法を「理容師美容師法」に改 

称）.

> 「覚せい剤取締法」公布.

7.10日本助産婦看護婦保健婦協会が 

日本看護協会と改称.

8.1医療審議会,基幹病院整備計画 

要綱を決定（一般病院の病床の新増 

設に助成）.

> 輸入食品検査のため駐在官設置 

（全国7つの主要港,小樽,横浜, 

清水,名古屋,神戸,門司,長崎）.

8. 9「診療エックス線技師法施行規 

貝U」公布・

8.10「保健婦助産婦看護婦学校養成所 

指定規則」制定.

8.22公的医療機関の開設者として日 

本赤十字社,済生会,厚生医療農業 

協同組合連合会等告示.

8.24貞明皇后記念救癩事業募金運動 

発足.

10.20社会保障制度審議会,社会保障 

制度推進に関する勧告を提出・

10. 9「国立療養所入所規程」告示.

10.13厚生省,「結核予防法指定医療機 

関医療担当規程」制定.

10.14 ECG有害論争起こる（日本学術
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

（公的病院の一般病室の入院料にー 

部負担導入.医療費は,政府と健康 

保険により支出）.

（国際）5. 7第4回WHO総会,ジュネ 

ーブで開催（〜5. 25）.日本は西独, 

スペインとともに加入を認められる. 

国際衛生規則採択される.

6. 6 ILO第34回総会,ジュネーブで 

開催（〜6. 29）.条約99号「農業に 

おける最低賃金決定制度に関する条 

約」を採択.

— 第2次大戦の避難民に対する「避 

難民の地位に関する条約」（国際避 

難民条約）締結.

7.25外務省『引揚白書』を発表（7. 
27留守家族大会,引揚白書返上.8. 
3まで断食抗議）.

7.—厚生省児童局長,保育所の入所 

措置等の指導についてを通知.幼稚 

園化を是正するよう指示.

＞第1回身体障害者福祉展開催.

& 8国連捕虜特別委員会,その性格 

について公式声明一非政治的人道的 

協力.

&ー 生活難から児童福祉法違反事件 

（人身売買）激増.

9.15第1回としよりの日実施（全国 

社会福祉協議会の主唱による）.

9.29グアム島の日本兵8名投降（10. 
9羽田着）.

10.23厚生省児童局長,保護受託者制 

度の運営についてを通知.

10.26福祉事務所発足（民生安定所が 

改組され,社会福祉事業法に基づく

10.28日本医師会,総評,総同盟等共 

催の社会保険医療強化国民大会開催 

（制限診療反対,単価引上げ,日雇 

健保創設等決議）.
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昭和26 ・ 27年（1951• 52）

冃 尿 社会保障一般 衛生 ・ 医療

（12万3052人）. 会議第7部会,BCGワクチンの慎重

10.10第12回臨時国会召集（翌日開会 投与の意見を厚相に提出.厚生省,

式,11.30|閉会）. 接種続行を声明）.

10.11政府,電力緊急対策を決定（こ 10.3! アメリカ歯科医師会使節団,金

の月,電力不足深刻.全国的異常渇 歯廃止を厚生省に勧告.

水のため）.

10.14ルース台風,本州各地に大被害.

10016共産党第5回全国協議会,新綱

領を採択（武装闘争方針の具体化始 

まる）.

10.20吉田首相,主食統制撤廃断行を 

指示,GHQでは反対.

> GHQ,税関,出入国並びに検疫 

の業務の覚書を指令.

10.24社会党,左右に分裂（平和•安

保両条約に対する態度をめぐり）.

10.25民間航空国内線復活.

10.26平和•安保両条約,衆議院承認

（11.18参議院承認,批准成る）.

11.1 入国管理庁設置（出入国管理庁 11.1全国健保組合大会,社会保障制度 11.8結核予防審議会,BCG有害論争

改組）. に関する勧告の即時実施を要求 に関し,有効無害の意見書.

11.24ドッジ,政府の経済政策を批判 >厚生省,名古屋市•富山市•静岡 11.12「診療所における同一患者の収容

し物資統制の必要を強調. 県桜木村の社会保障調査実施. 時間の制限に関する医療法の特例に

11.26「連合国財産補償法」公布. 11.14参議院本会議,社会保障制度推 関する法律」公布（24時間を48時間

11.28 平和条約の批准書を米国政府に 進決議案を可決. まで認めることとする.施行から3
寄託. 11.21日本,国際連合食糧農業機関 年間）.

11.29「公職追放覚書該当者解除法」公 （FAO）に加盟.

布. 11.22全日本同和対策協議会発足（西 

日本同和対策協議会発展的解消）.

12. 4閣議,国土開発特定19地域を決 12.14部落解放京都府連合会が雑誌 12.11「診療エックス線技師学校養成所

定. 『オールロマンス』の創作（京都市 指定規則」公布・

12.10第13回通常国会召集（翌年1.22 吏員作）につき差別行政を糾弾する 12.27厚主省,「乳及び乳製品の成分規

開会式,7. 31閉会）. 請願書を提出. 格等に関する省令」を制定（乳,孚L
12.26吉田内閣改造（橋本厚相留任）. 製品及び類似乳製品の成分規格等に

12. 27改造完了. 関する省令廃止,もっぱら乳幼児お 

よび病弱者の必需品である乳製品の 

みを対象）.

この年,日本精神衛生会発足.

>結核死因の2位に下がる（1位 

脳溢血）.

> 済生会,社会福祉法人となる.

昭和27年

1.16公益事業委員会,電源開発5力 1.14労働省職業安定局長,新規学卒 1.1国立精神衛生研究所設置（2.19
年計画を発表（戦後の電源開発,急 者の職業紹介について通達 内部組織が定められ発足.厚生省の

速に展開）. 1.19軍人恩給調査会設置,閣議決定. 附属機関.千葉県市川市）.

> 復興金融金庫解散（その権利義務 1.11厚生省,結核医療の公費拡大を

を日本開発銀行が継承）. 決定（4.1施行）.

1.18橋本厚相,遺家族援護費につい 1.12厚生省,冷凍乳菓の規格基準等

ての閣議決定を不満として辞任,吉 を設定.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

福祉事務所が正式にスタート）.

> 受胎調節の普及に関する件,閣議 

了解.

この年,年末生活保護の被保護 

者の総員204万6000人となる.

> NHK歳末助け合い運動開始.

昭和27年

11.13第12回臨時国会衆議院本会議で 

国民健康保険強化に関する決議.

11.20大蔵省資金運用部地方資金融通 

規則施行（厚生年金積立金の社会保 

険団体への還元融資実現）.

11.29中央社会保険医療協議会,診療 

費新単価に関し3本建の答申.

12.1日本医師会,保険医一斉辞退決 

議（回避さる）.

12. 8厚生省,新医療費単価を甲地12 
円50銭,乙地11円50銭とすることを 

告示（日本歯科医師会は直ちに受諾. 

日本医師会は翌9日,暫定措置とし 

て受諾）.

12.25国稅庁,社会保険診療収入の所 

得を30%程度とみなすことを各税務 

署に通達.

（英）6.1 国民保健サービスで,処方 

せん,歯科診療,義歯,かつらに全 

額患者負担が実施される.

6- 5国民保健サービスの特別委員会, 

診療報酬の支払いについて勧告（過 

大患者受持ちの是正,共同経営医業 

の勧奨,開業手当金の創設,医療サ
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昭和27年(1952)

冃 泉 社会保障一般 衛生 •医療

武労相兼任. 1.13農林省神戸検疫所が輸入ビルマ

> 日本•インドネシア間賠償中間協 米に多量の黄変米を発見（昭31年に
定仮署名. かけ含有毒性,配給の是非問題とな

〇 韓国大統領,漁業資源保護のため る).

李承晩ラインの設定を宣言. 1.18 厚生省,BCGの有効無害を再確

1.21 札幌で白鳥一雄警部射殺される 認.

（白鳥事件）. 1.29国立病院の整理について閣議決

1.28日比賠償会議開始. 定（国立病院60カ所の地方移管を決

1.29日米安全保障条約第3条に基づ 定,反対運動起こる）.

く行政協定交渉開始（2.28同協定署 

名）.

2.1第1回経済協力最高会議開催 2.22総評,マーケット•バスケット 2.14 米国（在日米軍共済組合）より

（日米両国による東南アジアとの協 方式（理論生計費）による賃金綱領 国立東京第1病院に鉄の肺1基寄

力を打ち出す）. 草案発表. 贈.

2. 8改進党結党（国民民主党,農民 

協同党,新政クラブ合同）.

2.15第1次日韓正式会談開始（4. 26 
事実上打切り）.

2.25通産省,綿紡績4割操短を各社 

に通達

3. 4十勝沖地震. 3.19労働関係法令審議会,労調法と 3. 8薬事法に基づき「日本抗生物質

3. 6吉田首相,参院予算委で自衛の 労組法の改正を答申. 医薬品基準」を告示（個別基準の統

ための戦力は違憲でないと答弁（3. 3.29住宅緊急措置令の廃Lb 一)•

10前言訂正）. 3.3!総評,労働法規改悪反対闘争委 3.2?麻薬に関する協定,条約および

3. 8 GHQ,兵器製造禁止を緩和. 員会との合同破防法反対闘争を決定. 議定書を改正する議定書,受諾書寄

3.10 GHQ,航空管理権を返還. 託（国際連盟の任務を,国際連合,

3.14「企業合理化促進法」公布（重要 WHOに引き継ぐ）.

産業32業種を指定し,近代化の奨励 3.28 「医薬品配給規則を廃止する省

指導を行う）. 令」公布.

3.2?「私立学校振興法」公布.

3.28池田蔵相,手持外貨の積極的活 

用による経済振興策を打ち出す.

3.31「外務公務員法」公布.

4.1砂糖の統制撤廃. 4.1身体障害者の雇用促進に関する 4.10日本赤十字社中央病院に日赤初

>琉球中央政府発足. 重要事項について閣議決定. の血液銀行開設.

4.11「ポツダム宣言の受諾に彳半い発す 4.28「ポツダム宣言の受諾に伴い発す 4.-簡易水道国庫補助制度創設（補

る命令に関する件の廃止に関する法 る命令に関する件に基づく厚生省関 助率4分の1以内）.

律」公布・ 係諸命令の措置に関する法律」公布・

4.17鳥取市大火. >「町村職員恩給組合法」公布（組

4.21公職追放令廃止. 合経費の町村義務負担など.4.1よ

4.26海上保安庁法改正法公布（海上 り適用）.

警備隊を設置）.

4.28極東委員会,GHQ廃止.

>賠償庁廃止.

> 「外国人登録法」公布.

〇 日華平和条約署名（8. 5批准書交 

換）.

〇 対日平和条約発効により小笠原諸 

島および奄美群島の施政権の分離.

> 「平和条約第11条による刑の執行 

及び赦免等に関する法律」公布（戦 

犯の刑の執行および赦免等を規定）•

> 対日平和および日米安保両条約発 

効.

> 日米行政協定発効.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

ービス普及度に応ずる3地域区分の 

設定など）.

一一般医（GP）の医学水準向上の 

ため単科大学設立.

> ストーク•マンデヴィル病院の脊 

髄損傷センターで,下半身マヒで車 

イスを使用する身体障害者の第1回 

競技会開催（ストーク•マンデヴィ 

ルゲームと呼ばれ,パラリンピック 

の発祥）.

2.-次官会議の決定により,厚生事 （米）2.一 結核新薬ヒドラジド発見さ

務次官から人身売買防止対策の強化 れる.

推進を各都道府県知事に対して要請•

〇厚生省児童局長,児童福祉事業を （仏）7.18最低賃金制度のスライド制

営むことを目的とする社会福祉法人 確立.

または民法法人等と学校教育との関

係について通知. （西独）1.24新「母性保護法」制定 

（産前産後の労働の制限および超過 

労働,夜間労働,日曜労働の禁止,

3.!厚生省,肢体不自由児実態調査 3.3!船員保険法改正法公布（4.1施行. 健康保険加入者に対する出産,授乳

を実施. 失業保険金の最高日額の引上げ,漁 手当金の支給などを規定）.

3.18対日平和条約発効後の海外邦人 船船員の失業保険の適用範囲の縮 6.12「薬局設if法」公布（薬局開局の

の引揚に関する件,閣議決定（現在 小）. 条件などを規定）.

に至る弓1揚援護業務の根拠）. 8.13「年金保険と災害保険年金の給付

3.31厚生省,施設入所の混血児調査 を調整する法律」公布.

実施（養護施設等に収容中の児童, ・「戦争負担調整法」制定（戦争に

482人）. よる財産•貯蓄の損害を補い,被害

>ララ物資援助終了. 者の社会復帰を援助）.

（デンマーク）家族手当制度制定（第1 
子から支給,収入制限）.

〇 住宅省「老人ホームの設計指針」

4. 8「身体障害者旅客運賃割引規程」 4.-年金積立金還元融資の復活. 制定.

を国鉄告示（4.15施行）.

4.16社会保障制度審議会,戦争遺族 （オランダ）7.1失業給付法実施（彼

等の援護に関する立法の件を勧告 用者,音楽家,屋外労働者,商業旅

（国民的公平の立場を強調）. 行者,週2回以上働く家事労働者を

4.30「戦傷病者戦没者遺族等援護法」 対象）.

公布（4.1遡及適用.軍人軍属,そ

の遺族に年金等支給.戦傷病者に更 （カナダ）「障害者の職業リハビリテー

生医療の給付）. ション法」制定.

（国際）6. 4 ILO第35回総会をジュネ 

ーブで開催（〜6. 28）.条約101号 

「農業における有給休暇に関する条 

約」,102号「社会保障の最低基準に 

関する条約丄103号「母性保護に関 

する条約」を採択.

ー ホーム•ヘルパーの第1回国際会 

議ロンドンで開催.

> WHO,「国際衛生規則」制定.
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昭和27年(1952)

背 景 社会保障一般 衛生。医療

5.1独立後,最初のメーデー.皇居 

前広場で騒乱事件起こる（メーデー 

事件）.

5.29国際通貨基金（IMF） •世界銀行 

に加盟承認.

5.3!「耐火建築促進法」公布.

5.-日米合同委員会.

6.1麦の統制廃止.

6. 7「会社更生法」公布.

6. 9日印平和条約署名.

6.10エカフェ,日本その他を準加盟 

国にすることを承認.

6.12「長期信用銀行法」公布.

6.14「貸付信託法」公布.

6.23政府,国際連合加盟を申請（9.18 
ソ連の拒否権で否決）.

7.1!万国郵便条約署名.

7.15「農地法」公布.

7.2!「公安調査庁設置法」公布・

> 「破壊活動防止法」公布（主とし 

て共産主義活動に対処）.

7.31統計審議会設置.

> 「電源開発促進法」公布.

8.1日本電信電話公社設立（電気通 

信省廃止）.

> 新行政機構発足（法務省設置（法 

務府等廃止）,内閣に法制局再置, 

総理府に自治庁（地方自治庁廃止）, 

保安庁,経済審議庁（経済安定本部, 

経済調査庁廃止）,調達庁設置（特 

別調達庁廃止））.

> 「地方公営企業法」公布.

8. 8「義務教育費国庫負担法」公布. 

（昭28. 4.1実施.教職員給与,教材 

費等の国庫負担を定める）.

8.13日本,国際通貨基金,国際復興 

開発銀行に加入-

8.18総理府に地方制度調査会設置.

&26第14回通常国会召集（8. 28解散）.

9. 4池田蔵相,英米財政首脳部と会 

談（米の対日軍事援助の基本方針を 

決定）.

9.16電源開発株式会社発足.

9.24電産,電源スト開始（12.18中 

止）.

5.14社会保障制度審議会,社会保障 

の最低基準に関する国際条約案に対 

する要望書を採択.5. 20政府に提出.

6.19全日本同和対策協議会,国会内 

に特別委員会設置の陳情決定.

6.20総理府に恩給法特例審議会設置 

（軍人恩給復活の動き盛ん）.

7.3! 労働3法改正法公布（8.1実施）.

>労働省設置法の一部改正（各都道 

府県に婦人少年室を置く）.

> 「地方公営企業労働関係法」公布.

[> 「保安庁職員給与法」公布.

8.1国家公務員給与改定第5回人事 

院勧告（1万3515円ベース）.

8.2!統計報告調整法施行（統計報告 

作成の負担軽減）.

9.2？総評,最低賃金法要綱発表.

9・一 事務次官会羲 中央官庁•地方 

公共団体が身体障害者を優先雇用す 

べきことを決定

5. 5麻薬の製造制限及び分配取締に 

関する条約の範囲外の薬品を国際統 

制の下におく議定書,受諾書寄託.

5.28結核死亡半減記念式典ならびに 

結核対策推進大会開催.

6・4厚生省,「結核医療の基準」告示

6.13歯科医師国家試験予備試験の特 

例法改正（受験回数2回を撤廃）.

〇財団法人癩予防協会を財団法人藤 

楓協会と改称.

6.18「外国軍用艦船等に関する検疫法 

特例」公布・施行・

6.23国立療養所の診療報酬を定める 

告示（4.1に遡及適用）.

A 輸血に関し,医師又は歯科医師の 

準拠すべき基準を告示.

6.30ヒドラジド国内製造許可.

7.1 輸入医薬品等の取締りのため, 

横浜,神戸検疫所に薬事監視員を駐 

在させる.

7.31「栄養改善法」公布（国民栄養調 

査の実施,栄養審議会の設置,集団 

給食施設における栄養の確保等規 

定）.

>厚生省,全国の無医町村調査を実 

施（1038町村が明らかになる）.

8.1薬価調査事務を経済安定本部か 

ら厚生省に移管.

8.25「国立病院特別会計所属の資産の 

譲渡等に関する特別措置法」制定.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険

5. 2全国戦没者追悼式,新宿御苑で 

挙行・

5.10厚生大臣の認可があり,中央社 

会福祉協議会全国社会福祉協議会連 

合会（略称全社協）となる.

5.17受胎調節相談の制度化.

＞日教組,児童文学者協会など,日 

本子どもを守る会結成.

5. - 厚生省,各都道府県に小地域社

会福祉協議会組織の整備についての 

社会局長通知発する.

＞社会福祉法人中央共同募金会設置.

6.16衆議院,海外諸地域等に残存す 

る戦没者遺骨の収集および送還等に 

関する決議を採択.

6. -昭28年度より各種の措置費が平

衡交付金から国庫負担制度に切り替 

わることを国会で決定.

＞身体障害者更生相談所の設置およ 

び運営の基準制定.

7.1児童福祉法改正（児童の街頭労 

働等禁止,措置費の国庫負担を図り, 

また児童福祉司の福祉事務所駐在制 

などを規定）.

7.15第1回全国保育事業大会,松江 

で開催（〜7.17.この大会から幼稚 

園と保育所は分離）.

7.19精神薄弱児育成会（手をつなぐ 

親の会）結成.

&14「日本赤十字社法」公布（特殊法 

人に改組）.

&26第7回民生委員児童委員大会で 

世界更生運動展開を決議.

5.20「国民健康保険再建整備資金貸付 

法」公布・施行（長期資金貸付制度 

の創設）.

＞国保奨励交付金制度を実施.

6.-臨時医療保険審議会設置.

8. 8国民健康保険災害特別貸付金制 

度実施

8.19全国自由労働者80万人を含む健 

康保険適用獲得期成同盟,厚生省に 

健保適用を申請.
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昭和27・28年(1952・53)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

10・1 第25回衆議院議員総選挙（自由 

240,改進85,右派社会57,左派社会 

54,共産〇）.

10.15警察予備隊,保安隊に改組.

10.24第15回特別国会召集（11.8開会 

式,翌年3.14解散）.

10.30第4次吉田茂内閣成立（厚相山 

縣勝見）.

11・1経済同友会,資本蓄積促進法の 

制定などを決議.

11.11経団連,日経連,米の消費者価 

格値上げ反対を農林省に申入れ.

11.12日米船舶貸借協定署名（海上警 

備のためフリゲート艦借入）.

11.28池田勇人通産相発言（中小企業 

の倒産•自殺もやむを得ない）に対 

する池田通産相不信任決議案可決 

（29日辞任）.

12.1日本長期信用銀行設立・

12.20通産省,中小企業金融緩和に新 

措置を発表.

12.22国際電気通信条約署名.

12.29「農林漁業金融公庫法」公布.

—— この年,個人国民所得,昭9〜11
年水準の98. 6%に回復.

昭和28年

1.2!農民組合総同盟結成.

1.27労相,閣議で公益事業のスト制 

限強化の必要を言明.

2.1NHKテレビ放送開始.

2.10閣議,電気•石炭に関するスト 

規制法案の要綱決定（炭労その他反 

対）.

2.14民労連（全国民主主義労働運動 

連絡協議会）結成.総評の極左化に

10.13炭労,賃金交渉決裂によりスト 

突入そのため減産10万トン（政府 

の緊急調整権発動により12.17妥結）.

11.20老齢元軍人等へ特別給与金支給 

要綱,閣議決定.

11.-恩給法特別審議会,旧軍人軍属 

およびその逍族等の恩給に関する件 

について825億円にのぼる措置など 

を答申.

12.23社会保障制度審議会,厚生年金 

保険,公務員の恩給,軍人恩給等年 

金問題に関する件の意見書を提出.

1.30傷病者団体中央連合会主催の全 

国戦傷病者要求貫徹決起大会（階級 

別軍人恩給制反対,全戦傷病者に終 

身医療の国家補償要求など決議）.

io.1米国研究財団より国立大阪病院 

に鉄の肺1基寄贈.

11.29栄養審議会設置.

12.1 国立秋田病院を秋田県に移譲 

（地方移譲第1号）.

12.23内閣,厚生省を麻薬の国際的不 

正取引の防止に関する中央官庁とす 

る.

—— この年,第1回母と子のよい歯 

のコンクール実施.

> 厚生省,WHOフェローシップに 

よる中国人研修員を国立予防衛生研 

究所,国立公衆衛生院等に受け入れ 

る.

1.7 米国シカゴ市民より国立東京第 

1病院に鉄の肺1基寄贈.

1.20 あん摩師,はり師,きゅう師及 

び柔道整復師法および診療エックス 

線技師法改正,学校養成所の入所資 

格の範囲を拡張.

> 診療エックス線技師法改正法公布 

•施行.

1.- 昭27年末に輸入されたビルマ米 

から黄変米発見.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

10.23米国管理地域における戦没者の 

遺骨の送還,慰霊等に関する件,閣 

議了解.

10.15厚生省,社会保険審議会に健康 

保険法の一部を改正する法律案要綱 

諮問（健康保険の療養期間を2年か 

ら3年に延長する案）.

10.22東京厚生年金病院開設.

11.1国立別府保養所設置（戦傷病者 

を収容,医学的管理のもとに保養）.

12. 3北京放送日本人3万人の送還を 

発表.

12.29「母子福祉資金の貸付等に関する 

法律」公布（昭28. 4.1施行.母子福 

祉資金の貸付け,母子相談員制度, 

売店等の設置の許可等を規定）•

12.23臨時医療保険審議会,医療保険 

の財政につき事務費の全額と給付費 

の一部（少なくとも2割）を国庫負 

担とすべきことを答申.

12.24社会保険審議会,積立金の運用 

および国庫負担の増額に関して建議 

を行う.

12.25第15回特別国会衆議院本会議で, 

国民健康保険の危機突破に関する決 

議採択.

この年,静岡県伊豆長岡市で初 

めて老人クラブを創設.

昭和28年

1.14国立伊東保養所設置（1.1適用）.

1.31太平洋諸島（南方八島）戦没者 

遺骨収集団,日本丸にて東京港出発 

（3.19帰国,最初の遺骨収集）.

1.17国民健康保険給付費の1割5分 

を,昭28年度予算で国庫負担として 

計上を閣議決定（国会解散で廃案）.

2.1生活保護世帯の医療に,新薬で 

あるクロマイ,ストマイ,オーレオ 

マイシンなどが使用できることとな 

った.

>厚生省,全国的な混血児実態調査 

を実施（施設外3490人,施設収容482

2.13社会保険審議会,健康保険法の 

一部を改正する法律案要綱について 

答申.

7.27朝鮮戦争休戦協定署名.

（英）10. 5公衆衛生法改正（1945年法. 

母子保護センターの新設.棄児,非 

行児などの社会的保護など）.

（米）4.11 連邦保障庁（1939. 7.1設 

置）から新保健•教育•福祉省にそ 

の権限,機能の全部を移管.児童局 

も移管.

> ピッツバーグ大学のソーク教授, 

ポリオワクチンとしてのソークワク 

チン発見

（仏）2.17医師会と全国社会保障団体 

連合会,新しい保険診療契約締結
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昭和28年(1953)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

反対.

2.24公務員2割削減の行政制度改革 

に関する件,閣議決定.

2.28衆議院予算委員会の西村議員に 

対する吉田首相のバカヤロー発言問 

題化.

3. 5スターリン死亡により,軍需株 3. 6厚生行政基礎調査,指定統計に 3.14らい予防法改正案,国会に提出

中心に株価大暴落（スターリン暴 指定 （国会解散により廃案・未成立）.

落). 3.-失業対策審議会,潜在失業に関 3.1?「麻薬取締法」公布.

3. 7大蔵省,米対日援助は債務であ する調査報告書作成. 3.19医師,歯科医師国家試験予備試

ると見解発表. 験の特例一部改正,範囲を拡張.

3.9通産省,合成繊維育成5カ年計 

画を決定.

3.14吉田内閣不信任案可決.衆議院 

解散.

3.16「消費生活協同組合資金の貸付に 

関する法律」公布（4.1施行）.

3.18自由党分党派結成（総裁鳩山一 

郎）.

3.24国際電信電話株式会社設立・

3.26国立大学に新制大学院設置・

4.!農林漁業金融公庫設立. 4.-厚生省に地方改善事業の補助金 4.-国立公園管理員初めて配属され

＞保安大学校開講（昭29. 9防衛大学 予算計上（隣保館設置費）. る.

校と改称）. ＞農林漁業金融公庫設凰.

4.15第2次日韓会議開始（7.23請求 

権・漁業問題で対立のまま自然休 

会）.

4.19第26回衆議院議員総選挙（自由 

199,改進76,左派社会72,右派社 

会66,鳩山派自由35,労農5）.
4.24第3回参議院議員選挙（自由46, 

左派社会18,緑風16,右派社会10, 
改進8,無所属30）.

5.12日仏文化協定署名. 5.1 第1回農薬危害防止運動の実施

5.18第16回特別国会召集（6.16開会 （5.1から1カ月間）.

式,8.10閉会）. 5. 2厚生省,「検疫執行規程」を公布

5.19経済審議庁,国民所得報告を発 （検疫法に基づき検疫所長が検疫そ

表（消費支出の激増と国際収支の悪 の他の衛生措置を行う場合の基準）.

化を説明）. 5. 9 「インフルエンザ予防接種施行心

5.2! 第5次吉田茂内閣成立（厚相山 得」制定.

縣勝見）. 5.14厚生省,魚肉ねり製品の製造,

5.30電源開発会社とパンク•オブ・ 取扱等に関る指導基準を通知.

アメリカ間に借款成立（佐久間ダム 5.21「検疫執行規定」公布.

建設用機械瞒入のため）. 5.26精神障害者の入院措置要綱を決

6. 2閣議,石川県内難村米軍試射場 6. 4日経連 失業対策をふくむ労働

定.

6.1 国立飯坂•若松の各病院を福島

無期限使用を決定（基地反対闘争激 7原則を決定. 県に移譲.

化). 6.27労働福祉協会設立・
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

人,合計3972人）. （診療報酬に賃金スライド表を結び

2. 4「児童福祉施設最低基準に定める つける）.

保育所の保母の特例に関する省令」 5.13「農業労働者の社会保障制度と他

公布・施行（】・1遡及適用・無資格 の制度との交渉法」（通算制度）制

保母の代用を認める）. 定.

3. 3 CAC （アメリカの宗教3団体）

11.5「公衆衛生法」公布.

11.29政令で各種社会扶助制度の一元

援助物資開始（社会福祉事業施設入 化（軍務召集者の家族•老齢者•障

所者の救済を目的）• 害者•盲人に対する社会扶助,医療

3. 5中国と3団体（日赤,日中友好 扶助,住宅扶助に大別.社会扶助事

協会,日本平和連絡会）との間に日 務所の設置）.

本人居留民帰国問題に関する共同コ

ミュニケ成立（北京協定.中国から （西独）5.19「連邦追放者法」制定（戦

の集団引揚再会）. 争により追放された者の補償）.

3.16厚生省,中国引揚孤児対策要綱 6.16「重度身体障害者法」制定（所得

を実施（3月から9月までの同地区 能力50%以上の喪失者に,医療・雇

弓1揚孤児は103名）. 用•整形外科・保護具の支給•社会

3.18日本遺族会を創立. 復帰の援助など）.

3.23生活保護法改正法公布（医療扶 一「連邦強制移住者法」制定（戦争

助の診療報酬支払いを社会保険診療 により強制移住をさせられた者への

報酬支払基金に委託できることとす 補償）.

る）. > 引揚者避難民のための社会保険

> 中国から集団弓1揚再開（興安丸, （在外年金法）を創設.

高砂丸,舞鶴に帰港）.

3.31身体障害者福祉法,児童福祉法 （伊）1.-「登録医師および歯科医師の

改正,更生医療の給付始まる. ための公定料金表」公布（1896年以

3.- 厚生省児童局,『市町村と児童福 来の医師の報酬改定）.

祉活動』編纂. ー家庭省設置.

4.1児童保護措翟費の国庫負担制復 4.1中央社会保険医療協議会,社会

活（昭25年に地方財政平衡交付金が 保険における抗生物質療法の基準採 （スウェーデン）6.19新「国民健康保

発足して以来打ち切られていた児童 用決定. 険法」成立（1955.1から実施.全国

福祉措置費の国庫負担制度復活）• 4.- 大阪保険医監査拒否問題起こる. 民の強制加入制度）.

4.15第1回厚生行政基礎調査の結果 ー ー般アパートに老人用を割り当て

により被保護者とボーダーライン層 ると,政府が資金援助をする規定,

1000万人に達すると発表. 発足.

5.-日本社会事業組合結成.

（ノノしウェー）医療保険を全被用者に強 

制適用.

（オーストリア）「国民保健法」改正 

（医療保険の償還率を最高90%,政

6.1厚生省,全国要保護児童調査を

府補助と健康保険で賄う）.

（オーストラリア）「国民保健法」制定 

（医療給付,病院給付の運営を健康 

保険基金に委託.償還払方式）.

（国際）3. 2世界労連（WFTU）の国 

際社会保障会議,ウィーンで開催 

（〜3. 6）.「社会保障綱領」（社会保 

障の原則と規準）および国連に対す 

る会議の声明を採択.

6. 5世界婦人大会,コペンハーゲン

実施（その結果は74万3600人と推計 で開催（〜6.11）.
された）. 9. 3 WHO西太平洋地域委員会東京で
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6.25北九州に豪雨,行方不明1200人 

（7.17和歌山県,8.15近畿地方に豪 

雨）.

7. 2経済審議庁,長期自立5カ年計 7. 4総評,スト規制法反対スト第1 7. 3らい予防法案に反対し,らい患

画案を岡野試案として発表. 波. 者,国会•厚生省に座り込み抗議

7.15 MSA （相互防衛援助）日米交渉 7. 7医療施設統計,指定統計に指定. （強制収容,所長の戒告,謹慎処分

開始（9.30中断）. ＞患者調査,指定統計に指定 権に対する反対）.

＞「金管理法」公布. 7. 9労働省,全日土建の失対事業賃 7.-熊本県水俣市に水俣病患者が発

7.22「離島振興法」公布. 金値上げ,完全就労等5大要求に回 生.

7.3!「公衆電気通信法」公布. 答.

＞ 「有線電気通信法」公布. 7.14社会保障制度審議会,私立学校

&1「日本航空株式会社法」公布（10.1

教職員共済組合法案要綱の諮問に対 

し,反対の意見書を提出.

7.17「産業労働者住宅資金融通法」公 

布•施行.

7.18国家公務員給与改定第6回人事 

院勧告（1万5480円ベース）.

8.1 恩給法改正法公布（旧軍人軍属 8・1「Z畜場法」公布・施行（屠場法

株式会社日本航空発足）. とその遺族に対する恩給が復活.4 廃止）.

〇「中小企業金融公庫法」公布（8. 20 月分から適用）. ＞ 食品衛生法の改正に伴い,食肉の

設立）. & 8「国家公務員退職手当暫定措置 輸入に際し衛生証明書の添付を義務

8. 5「港湾整備促進法」公布. 法」公布. づける.

8. 7「電気事業及び石炭鉱業における &14厚生省に人口問題審議会を設置. 8.10歯科医師法改正（死亡診断書の

争議行為の方法の規制に関する法 8.15 6月および7月の水害地におけ 交付可能となる）.

律」公布（スト規制法）. る救済に関する特別措置法公布（失 ＞ 「中共引揚者のため医師等の免許

＞三井鉱山労連,人員整理反対闘争 対事業,病院診療所の復旧,社会福 及び特例に関する法律」公布.

を実施 祉事業などに適用）. 8.15「らい予防法」公布（旧法廃止.

8.12全駐労,調達庁に対し人員整理 8.17「労働金庫法」公布（10.1施行）. 国の責任の明確化,福祉行政の確立.

反対を宣言し,スト突入 8.25「駐留米軍の行為による特別損失 9項目附帯決議がつく）.

8.14臨時行政改革本部設置. の補償に関する法律」公布. ＞保健所運営協議会制度設定（保健

8.1?「農産物価格安定法」公布. 所の運営に地区住民の意思を尊重）.

8.27「農業機械化促進法」公布. ＞厚生大臣,都道府県知事に臨時接

〇「公立学校施設費国庫負担法」公 種を行わせる場合の条件を政令で定

布. める.

9.1 独占禁止法改正（不況カルテル, 9. 4閣議,労働問題協議会設置を決

8.一 日本精神衛生連盟結成,世界精 

神衛生連盟に加盟.

9.24国民健康調査,指定統計に指定.

合理化カルテルの許可等）. 定（国民経済的見地から問題を検

〇「町村合併促進法」公布. 討).

9.15通産省,中国向け11品目の輸出 9.16失対就労者賃金,1割増給措置

禁止解除を発表. 実施.

9.25台風13号,近畿・東海地方に来 9.29「恩給給与細則」公布•施行（旧

襲.被害甚大. 軍人軍属とその遺族の恩給請求は都

10. 2防衛問題で池田•ロバートソン会

道府県知事および厚生大臣を経由） 

〈総理府令〉.

10.1厚生省に各省の連絡協議機関で 10. 2「国立公園集団施設地区管理規

談（10. 30日本の自衛力漸増で意見 ある地方改善事業協議会設置. 則」制定.

一致）. 10.13行政改革本部,社会保険関係機 10. 5医師国家試験審議会,インター

10. 6日韓会談（第3次）再開（21日決 構を一元化する社会保険庁案を作成. ン制度に関し現行制度の改善答申.

裂). 10.30米極東軍司令部,労務者の大幅
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6.27キリノ大統領（フィリピン）,日 

本人全死刑囚特赦.

海 外

開催（〜9. 9）.

7.21中央児童福祉審議会,混血児対 

策について答申.

7.3! 昭28年度予算成立により,国民 

健康保険医療給付費の2割国庫負担 

実現

&1民生委員法一部改正（民生委員 

の職務を関係行政機関に対する協力 

として位置づけた）.

> 「未帰還者留守家族等援護法」公 

布•施行（留守家族に手当の支給な 

ど）.

& 7戦傷病者戦没者遺族等援護法改 

正法公布（給付改善,軍属の範囲拡 

大（船舶運営会船員）,遺族年金支 

給者の拡大（拘禁中死亡者の遺族） 

など）.

& 8マヌス島より内地服役者147名送 

還（ソ連•中国を除き,国外服役者 

皆無となる）.

&12「財団法人日本遺族会に対する国 

有財産の無償貸付に関する法律」公 

布（旧軍人会館（昭32年九段会館と 

改称）を日本遺族会に無償貸付）.

&19「社会福祉事業振興会法」公布 

（昭29. 4.1施行.社会福祉法人等に 

資金を融資する特殊法人の設置）.

〇厚生省児童局長,混血児問題対策 

要綱実施を通知（混血児の援護,偏 

見の除去）.

9.18生存者に対する叙勲の取扱いに 

ついて閣議決定.

8.1厚生年金保険法改正法公布（9.1 
施行.標準報酬の等級改正,適用事 

業所の拡大）.

>健康保険法改正法公布（9.1施行. 

標準報酬等級区分改定,標準報酬の 

定時改定制,適用事業所の拡大,療 

養給付期間3年に延長）.

A 船員保険法改正法公布（11.1施行・ 

療養の給付および傷病手当金の支給 

期間の延長）.

>国民健康保険再建整備資金貸付法 

改正法公布•施行（貸付要件の緩和, 

貸付年度の延長,貸付対象額の増 

額）.

&14 「日雇労働者健康保険法」公布 

（11.1—部施行,昭29.1.15全面施 

行）.

> 「社会保険審査官及び社会保険審 

査会法」公布（8.1施行）.

&21「私立学校教職員共済組合法」公 

布（昭29.1.1施行）.

8. -薬価基準の大改正（毎年厚生省

が実施する薬価調査の結果に基づき, 

90%バルクライン方式を適用）.

9. 2日経連,社会保険の統合に関す 

る意見を発表.

9.16厚生省,厚生年金から25億円を 

勤労者の住宅・医療施設に融資.
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10.13電源開発審議会,電力5カ年計 

画（昭28〜32年）を決定.

10.26国際連合の軍隊に対する刑事裁 

判権の行使に関する議定書署名（米 

軍人等の公務外犯罪を日本側裁判権

整理を発表.

＞国家公務員の特別待命制度制定.

10.-左右両派社会党,社会保障制度 

政策発表.

＞厚生省地方改善事業協議会設置.

10.29第17回臨時国会召集（同日開会 

式,11.7閉会）.

10.30新日中民間貿易協定署名.

11.25日銀総裁一万田尚登,緊縮政策 

の実行を強く発言

11.30第18回臨時国会召集（同日開会 

式,12. 8閉会）.

＞自由党分党派分裂,一部の議員自 

由党に復帰（残留議員,日本自由党 

結成）.

11.1啓成会,総合職業補導所設超・

11.16 昭28年度冷害による被害農家に 

対する融資特別措置.

11.21冷害地帯就職促進対策要綱発表.

11.1 厚生省,国民健康調査（傷病, 

治療の状況,治療費,生活費,世帯 

の種類など）実施.

11.10 青少年のヒロポン白書,国警本 

部発表.

11.24第1回全国精神衛生大会（施設 

の拡充,医療保護の強化など決議）.

11.-政府,原爆症調査研究協議会設 

置.

12. 9旧三菱系4大商社合併,正式調 

印.

12.10第19回国会召集（翌年1.25開会 

式,6.15閉会）.

12.19吉田首相,昭29年度予算編成の 

指針として,各省予算の1割天引を 

指示.

12.24奄美群島返還日米協定署名,国 

会承認（12. 25 H本復帰）.

12.14第1回国民平和会議社会保障委 

員会,社会保障要綱を提出.

12.2!失業対策事業労力費補助の基本 

日額を改定（昭29.1.15実施を通達）.

12. 8「医師法施行令丄「歯科医師法施 

行令」,「保健婦助産婦看護婦法施行 

令」公布.

12.17厚生省,「簡易水道布設助成規 

貝U」公布（補助率4分の1）.
12.3! 厚生省,医師•歯科医師の全国 

一斉調査実施.

12.-人事院,看護婦の勤務時間は週44 
時間制が正しいとの判定を出した.

この年,WHO顧問レムカウ,ブ 

レイン来日（わが国精神衛生および 

国立精神衛生研究所に対し勧告）•

＞ 厚生省によるし尿処理施設への国 

庫補助開始.

昭和29年

1.2皇居参賀者38万人,二重橋で大 

混乱のため死者16人（二重橋事件）.

1.8日銀政策委,輸入金融引締め強 

化策を決定.

＞ 昭29年度の厚生省予算をめぐり山 

縣厚相辞任,新厚相草葉隆圓.

1.9農林省,昭28年度上半期農家現 

金収支概算を発表（農家1戸当たり 

赤字1176円）.

1.15人員整理に関する閣議決定.

1.23通産省,思惑輸入抑制を図る.

1.4昭29年度予算内示,生活保護児 

童福祉関係の8割国庫負担を5割に 

肖IJ減（全国知事会をはじめ,関係方 

面より反対運動起こる）.

1.7自由労働者2000名,社会保障予 

算削減反対で労働省にデモ.

1.9社会保障制度研究連絡会,社会 

保障予算削減に反対

1.11 社会保障制度審議会,社会保障 

费に対する国庫負担の切下げに反対 

の建議案を提出・

1.9東京都,街頭広告放送など騒音 

増加に対し「騒音防止条例」公布.

1.19総理府資源調査会,日本人の栄 

養基準量を発表.
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11・1厚生省,第1回手足の不自由な 

子どもを育てる運動を実施（〜12.
1）.

11・5中央青少年問題協議会,精神薄 

弱児対策基本要綱具申.

11.9総理府の中央青少年問題協議会, 

精神薄弱児対策基本要綱を首相に具 

申.

11.19日ソ赤十字代表間で日本人送還 

協定調印（在ソ既決日本人軍事俘虜 

名簿（104?名）を手交）.

12.1 赤十字協定によるソ連からの集 

団引揚再開（第1船興安丸,舞鶴に 

帰港）.

12.1!無名戦没者の墓に関する件閣議 

決定

12.18売春問題対策協議会設置を閣議 

了解（昭3〇. 9. 2,いわゆる売春問題 

対策について答申）.

12.22中央児童福祉審議会,性的出版 

物映画等の児童に対する悪影響の防 

止に関し決議・

12.- 未熟児保護のため,WHOから工 

リザベス=ヒル,チップマン両氏派 

遣される.

この年,東京に全未の家（母子 

福祉施設）設立.

12.1厚生年金保険で坑内夫について 

初の養老年金受給資格が発生（昭29. 
1より支給）.

12.10社会保障制度審議会,年金制度 

の整備改革に関する勧告を提出（現 

行年金制度の一元化,自営業者•零 

細企業被用者の年金適用）.

昭和29年

1.-未熟児保育器がWH〇より世田谷 

孚L児院と日赤病院に贈られ,わが国 

未熟児保育始まる.

1.1私立学校教職員共済組合設立.

1.28健康保険保険医療養担当規程改 

正告示（昭28.12.1実施.完全看護, 

完全給食,完全寝具設備制度実施）.

7.2!ジュネーブ協定署名（ベトナム, 

カンボジア,ラオスの独立.仏軍撤 

退）.

9. 8東南アジア集団防衛条約機構 

（SEATO）の創設について条約調印 

（マニラ）.

（英）英国がん委員会発足（がんについ 

て国内,海外を問わず検討協力す 

る）•

> 「職業病給付法」公布.
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2. 4通産省第2次鉄鋼合理化案決定.

1.12労相,第7回労働問題協議会に 

て標準賃金調査の計画を発表.

1.15昭29年度予算案,閣議決定（社 

会保障費の削減は多少緩和された）.

1.22国家公務員の臨時待命制度,閣 

議決定.

1.28炭労,請負給廃止•賃上げ要求 

（第1波時限スト参加20万におよぶ）.

2.18労働省,地域間移動労務需給状

2. 9大蔵省,オーバー •ローン解消 況調査を実施.

策を日銀政策委に提示. 2.19内閣に配置転換対策本部設置.

2.14日経連,賃金3原則を決定（生 2.24失業対策事業.労務管理適正化

産性との関連を指摘）. 措置決定（4.1実施）.

2.15憲法擁護国民連合会発足.

2.23衆議院,汚職容疑で有田二郎の 

逮捕許諾請求を期限付で許諾（造船 

疑獄）.続いて衆•参両議院で4議 

員の逮捕許諾.

3. 8日米相互防衛援助協定（MSA協 3.30公務員制度調査会設置（人事院 3.1 ビキニ水爆実験で第5福龍丸被

定）,農産物の購入に関する協定, 勧告の国家公務員退職年金法案を検 害（原水禁平和運動起こる）.

投資の保証に関する協定署名（5.1 討). 3. 5日本薬剤師協会,医薬分業実施

発効）. 促進大会開催.

3.12輸入外貨節約のための国産品の 3.13結核実態調査結果発表（患者数

使用について閣議決定. 推計292万人,調査昭28. 7〜10）.
>自由党憲法調査会,発会式（11.5 3.14ビキニ環礁で水爆実験の降灰を

日本国憲法改正案要綱を発表）• 浴びたマグロ漁船第5福龍丸,焼津

3.18海員組合,ユニオン•ショップ に入港（23人全員,急性放射能病と

制要求争議（10.21解決）. 認定）.

4.1刑法改正公布（執行猶予者に保 4.1 厚生省内局として引揚援護局設

3.15 青少年覚せい剤問題対策要綱を 

決定.

3.18 厚生省等,ビキニ水爆実験によ 

るマグロの放射能検査に着手.

〇 東大都築博七,死の灰の実体を知. 

らせよと米国に申入れ.

4. 6医療法改正法公布（診療所の患

護観察制度を新設）. 置（引揚援護庁廃止）. 者収容制限緩和,罰則適用の除外）.

4. 7改進党憲法調査会,第1回総会. 4.15中央賃金審議会,最低賃金に関 4. 8黒髪小学校事件（熊本県黒髪町

4.10「外国為替銀行法」公布（東銀ほ する答申を提出. でらい未感染児童通学拒否）紛糾.

か33行に限定）. 4.22全日本労働組合会議（全労会議） 4.22「清掃法」公布（7.1施行・清掃

4.13日銀政策委,輸出優遇策を講ず. 結成・ 行政の体系化.清掃事業,市町村の

4.17日比賠償正式交渉開始（マニラ）. 4.— 厚生省,未帰還調査部を設置. 固有事務）.

4.2!犬養健法相,造船疑獄事件にっ > 「あへん法」公布（けし栽培の許

き検事総長に対し指揮権発動. 可制,国のあへん買収•販売の独

4.22国連経済社会理事会,日本など 占).

7カ国のアジアおよび極東経済委員 4.27らい患者家族援護の確立（らい

会（エカフェ）加盟を承認（6.24正 予防法一部改正）.

式加盟）.

5.13「入場税法」公布. 5.15水産庁,ビキニ海域調査船を派

5.15地方財政平衡交付金法改正法公

布（平衡交付金を地方交付税と改め, 5.26船員の性病治療指針を定める.

交付税率を定める）.

〇「利息制限法」公布（6.15施行）.

5.20「土地区画整理法」公布（昭3〇.
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2. 8全国23婦人団体代表,売春禁止 

法期成全国婦人大会開催.

2.11生活保護法の適用に濫給がある 

として,厚生省は生活保護法による 

医療扶助の適性実施についての通達 

を出す.

3.31児童福祉法改正法公布（4.1施行. 

身体障害児の育成医療の給付）.

〇身体障害者の更生医療給付創設.

4.1厚生省,保育所入所児童措置費 

徴収基準設定.

A点字図書出版貸出事業の民間委託 

開始

4.15戦傷病者戦没者遺族等援護法改 

正法公布（障害年金対象者の拡大 

（第3款症まで）,勤務関連死亡者遺 

族に弔慰金支給）.

4.18日本家族計画連盟創立.

4.20社会福祉事業振興会発足（政府 

の出資額初年度3000万円）.

4.30消費生活協同組合法改正法公布 

（生協の名義貸し禁止）.

〇厚生省,精神薄弱児施設運営要領 

を作成.

5. 8厚生省,生活保護法による医療 

扶助入退院基準を全国に通達（結核 

患者の座り込み反対運動起こる）.

A 外国人に対する生活保護に関する 

基本通知施行.

5. 9母子家庭を明るくする運動展開

2. 8社会保険審議会,厚生年金保険 

法および船員保険法の改正に関する 

答申（被保険者側委員および事業主 

側委員の対立した意見ならびに公益 

側委員の意見を列挙）.

2.27社会保障制度審議会,厚生年金 

保険法および船員保険法の改正に関 

する答申.

3.1社会保障制度審議会,年金制度 

の総合調整について首相に建議.

3.3!日雇労働者健康保険法改正法公 

布（4.1施行.給付費の1割国庫負 

担,療養期間6カ月に延長）.

5.19 「厚生年金保険法」公布（5.1実 

施.厚生年金保険法を全面改正.老 

齢年金を定額部分と報酬比例部分と 

紐・み合わせ,財政方式を修正積立方 

式とする）.

>船員保険法改正法公布（5.1適用.

（米）8. 28「社会保障法」改正（小企業 

の雇用者（4人以上）にも失業保険 

適用（1956.1施行）.

一 「ヒル•バートン法」が改正され, 

公共団体立および非営利の長期入院 

病院,リハビリ施設,ナーシングホ 

ームに対し連邦政府の補助が行われ 

ることとなる.

Aマサチューセッツ州に精神病患者 

のハーフウェイハウス設立・

A1942年内国歳入法改正（年金・私 

的医療保険への課税上の優遇措置強 

化.雇主の掛金に対する税控除な 

ど）.

（仏）9.一「業務災害および職業病にっ 

いて,立法の受益権者に対する補償 

年金の再評価に関する法律」公布.

-公衆衛生法に精神衛生,アルコー 

ル中毒者に関する規定を追加.

（西独）6.15「連邦公務員労働時間令」 

を公布（週45時間制）.

11.13「児童手当法」制定（雇主の拠出 

を財源に第3子から月25マルク（19 
55年）で発足）.

一 「営業法」改正（公害に関する規 

制強化）.

> 「戦時捕虜補償法」制定（ドイツ 

の旧戦時捕虜の補償）.

> 「連邦難民法」制定.

（伊）自営農民健康保険組合金庫の設立 

（政府の補助）.

（スウェーデン）5.21 健康保険法改正 

（出産給付の無料,割引薬品の支給 

などを規定.1955.1.1実施）.

-国民年金受給者に対し,地方自治 

体からの家賃手当の支給開始.

（オランダ）年金基金と芬蓄法発効（将 

来の年金約束のための企業貯蓄）.

（べ儿ギー）労働者の社会保険への拠出 

を賦課方式に変更.

（オーストリア）自営業に対する家族手 

当制度を制定.「家族負担に対する 

補償に関する法律」（特別扶助制度） 

公布.

> 「青少年福祉法」公布.

（オーストラリア）「老人ホーム建設に 

関する法律」制定（老齢年金受給者
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4.1施行）.

> 第1次道路整備5カ年計画閣議決 

定.

5.28「補助金などの臨時特例等に関す 

る法律」公布（国庫補助金,負担金 

の範囲縮小など）.

6.1「企業資本充実のため資産再評価 6.30恩給法改正（拘禁中の戦犯者に 6.1「医薬関係審議会設置法」公布・

の特別措置法」公布. 対する恩給の支給）公布•施行. 施行（昭30.1実施の医薬分業法の省

> 「厚生省関係法令の整理に関する 6.-労働基準法改正（放送事業関係 令を制定する際の厚生大臣の諮問機

法律」公布. の女性の深夜業禁止除外となる）. 関）.

6. 3教育公務員特例法改正法,「義務 〇 伝染病予防法改正法公布・施行

教育諸学校における教育の政治的中 （伝染病届出規則を廃止し,伝染病

立の確保に関する臨時措置法」（教 予防法に吸収.日本脳炎を指定伝染

育2法）公布. 病から法定伝染病に変更）.

>衆議院本会議,会期延長問題に関 A有毒飲食物等取締令廃止（厚生省

し混乱,大乱闘（警察官初めて院内 関係法令の整理に関する法律によ

に出動）. る）.

6. 4近江絹糸待遇改善要求争議,い > 「トラホーム」予防法改正法公布

わゆる人権スト（9.16解決）. ・施行（医師の保健所長への患者届

6. 8「警察法」公布（7.1施行・国家 出の義務づけ）.

地方警察および自治体警察廃止.都 6. 3「学校給食法」公布.

道府県警察創設.警察庁設置）. 6.14精神衛生法改正法公布（覚せい

6. 9「自衛隊法」公布（7.1施行）. 剤中毒者を精神障害者に準じて取扱

6.14「酪農振興法」公布 う）■

6.18経済審議庁,国民所得が戦前水 6.18原爆対策に関する調査研究連絡

準を突破したと発表. 協議会設置,閣議決定.

6.21「奄美群島復興特別措置法」公布・ 6.29医薬関係審議会第1回総会,医

7.1 総理府に防衛庁設置（保安庁廃 7. 2国家公務員臨時待命制度実施

薬分業の具体的措置を検討.

7.1 厚生省,精神衛生実態調査を実

止）. （9010 名）. 施（精神障害者数:総数130万人,人

7.19労働対策連絡会議設置,次官会 ロ1000対14. 8,精神病45万人,精神

議で決定. 薄弱58万人,その他27万人）.

7.27労働省,千葉総合職業補導所を 7.21けしの栽培並びにあへんの生産,

設置. 国際取引,卸取引及び使用の制限及

8. 8原水爆禁止署名運動全国協議会 8.1労働省,広島総合職業補導所を

び取締に関する議定書,批准書寄託・

7.24厚生•農林両省,滞貨中の有毒 

黄変米（6万トン）を条件つきで配 

給決定.

7.30黄変米配給閣議了解.

7.- 国立東京第1病院に,坂口康蔵 

院長によりわが国初めての人間ドッ 

クが発足.

&10参院厚生委,黄変米配給一時中

結成（5. 9結成の杉並協議会がその 設置. 止を決議.

発端）. > 厚生省児童局保育課を母子福祉課 8.27厚生省は黄変米調査会を設置.

8.16政府,ソ連向け禁輸緩和措置. に改称 &一政府,「原爆症治療指針」公表.

9. 3通産省,鉄・石炭の合理化対策

8. 3公共事業等による失業者吸収措 

置の強化,閣議決定.

8.19米極東軍司令官,近く労務者5000 
名解雇と発表.

8.21駐留軍関係労務解雇者に対する 

就職対策強化.

8.24人口問題審議会,人口調整の必 

要を強調.受胎調節の徹底を要望・

9.28失業対策審議会,当面の雇用失 9. 4厚生省,結核対策強化要綱を発

1250



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

（厚生省,全社協,全国未亡人団体 

協議会主唱）.

〇日本社会福祉学会発足（代表理事 

四宮恭二）.

5.29厚生省,「更生医療指定医療機関 

医療担当規程」を告示

6.23厚生省,「育成医療指定医療機関 

担当規程」を告示.

分娩費,出産手当金,育児手当金制 

度の創設,年金給付の改善）.

A 「厚生年金保険及び船員保険交渉 

法」公布（5.1適用.厚生年金保険 

と船員保険の被保険者期間の通算等 

の調整措置を制定）.

6.17健康保険,船員保険の療養費用 

の算定方式改正告示（昭29. 7.1実施. 

主として抗生物質点数引下げ）.

6.21医療保険関係従業者,保険点数 

引下げ反対で厚生省に座り込み.

の住宅確保）.

（国際）5. 4第7回WHO総会,ジュネ 

ーブで開催（〜5. 21）.日本,WHO 
執行理事会の理事国に選出される 

（〜昭32年）.

> 国連第9回総会,インドほか6力 

国の共同提案になる「世界こどもの 

日」（だいたい毎年10月の第1日曜 

B）を採択.日本も1955年閣議了解

一 WHOの依存性薬物専門委員会, 

アンフェタミン類の国内規制を厳し 

く勧告.

7. 6厚生省,海外戦没者遺骨の収集 

等に関する実施要綱を策定

7.27日患同盟の患者2000名,生活保 

護法による医療扶助の入退院基準 

（付添制限）に反対し,都議会に座 

り込み（1名死亡）.

8. 7「消費生活協同組合共済事業財務 

処理規則」公布.

8.17中国政府,戦犯日本人417名（閻 

錫山軍参加者）の赦免発表.

7.1ストマイ,ペニシリン等約50種 

の診療点数引下げ実施.

> 「市町村職員共済組合法」公布 

（昭3〇.1.1施行.市町村職員を組合 

員とする市町村職員共済組合が新た 

に発足）.

7. 3学徒厚生審議会,学生健康保険 

制度の必要を議决.

7. 5日本医師会,点数表の不合理是 

正,社会保険収入に対する課税問題 

等,厚相に要望.

7.15都内の保険医,社会保険の点数 

弓|下げに対し一斉休診各地へ波及・

8.23日経連,休診スト反対,保険医 

制度改正につき政府に要望.

9.23精神薄弱児育成会,社団法人全 9.30厚生省,新医療費体系構想を発
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を決定

9.21内閣に,最高輸出会議設置を決 

定.

9.26青函連絡船洞爺丸ほか4隻沈没 

（千数百名死亡）.

10.28日中,日ソ国交回復国民会議結 

成.

11.5日本・ビルマ間平和条約,日本 

・ビルマ間賠償および経済協力に関 

する協定署名.

11.13家族制度復活反対連絡協議会結 

成.

11.15全国農業協同組合中央会設立.

11.24日本民主党結成（総裁鳩山一郎）.

11.30第20回臨時国会召集（同日開会 

式,12.9閉会）.

12. 8緒方竹虎,自由党総裁に就任.

12.10鳩山一郎内閣成立（厚相鶴見祐 

輔）.

＞第21回通常国会召集（翌年1.21開 

会式,1.24解散）.

12.23経済審議庁,経済5カ年計画の 

試案を作成.

この年,スフ生産高世界一とな 

る.

業対策に関する意見書を提出.

10.1労働省,岐阜総合職業補導所を 

設置.

11.15労働省,北海道総合職業補導所 

を設置.

表.

9.10医薬関係審議会,医師•薬剤師 

の対立激化し,医師会委員総退場.

9.23ビキニ被災の久保山愛吉死去・

1〇・5医薬分業反対の声,閣内に起こ 

る.

10. 7食生活改善協議会中央大会開催 

（〜10. 8）.
10.1! 国民保養温泉地として青森県:酸 

ケ湯温泉,栃木県日光温泉,群馬県 

四万温泉を指定.

11.24医薬分業問題を自由党政調会に 

一任.

11.25全国医師大会開催.強制医薬分 

業,新医療費体系などに反対を決議, 

デモ行進.

11.29全国薬剤師総決起大会,医薬分 

業実施を決議.厚牛-省へ陳t青・

12.13建設省,緊急就労対策実施要領 

を決定.

12.24社会保障制度審議会,社会保障 

制度の推進に関する要望および結核 

対策強化改善に関する申入れを首 

相に提出.

12. 8医師法,歯科医師法および薬剤 

師法改正法公布（いわゆる医薬分業 

延期法.医薬分業の実施を昭31.4.1 
に延期）.

12.22原爆被害対策協議会食品衛生部 

会,マグロの安全宣言（マグロの放 

射能検査12.31で打切り）.

—— この年,中小企業金融公庫発足.

昭和30年

1.10鳩山首•相,中ソとの国交回復, 

憲法改正に積極的意志を表明.

1.15憲法擁護国民連合結成（片山哲）.

1.18閣議,総合経済6カ年計画を決 

定（12. 23,'経済自立5カ年計画'と 

して成立）.

1.22褒章条例改正公布（黄綬•紫綬 

褒章増設）.

1.25ドムニッキー氏,鳩山首相私邸 

へ日ソ交渉を行いたいという無署名 

書類持参.

2. 4閣議,対ソ国交正常化交渉開始

1.11労働省,緊急就労対策事業実施 

について通達.

1.16日本中小企業労働組合総連合結 

成.

1.18閣議,昭30年度予算大綱を決定 

（社会保障費を強化,低額所得者に 

減税）.

〇 総評,東京地評,憲法擁護国民連 

合,’平和と生活を守る国民大集会' 

開催.

1.28炭労•私鉄•電産など民間6単 

産,春季賃上げ共闘会議総決起大会 

（この年,全国23地区で共闘組織形 

成され,以後の〈春闘共闘ゝ方式の 

端をひらく ）•

2.-総選挙に際し各党は政治綱領

1.4ビキニ被災事件の補償問題に関 

し日米の合意成立,公文を交換（法 

律上の責任と関係なく 200万ドルの 

慰謝料を支払う）.

1.13主婦連主唱の10円牛乳運動起こ 

る（販売機構の合理化による乳価低 

下）.

1.28内閣に,覚せい剤問題対策推進 

本部を設置.

1.29日本助産婦会設立（日本看護協 

会会員の助産婦大多数が日本看護協 

会ならびに国際看護婦協会を離脱.

5. 27,日本助産婦会設立.会長横山 

フク）•

1. 水道行政の取扱に関する件,閣 

議決定.

2. 4厚生省,流感対策本部を設置し,
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国精神薄弱児育成会と改称 表するとともに衆・参両議院へ提出 

（医療費を医師の技術料と使用薬品 

費に区分）•

10・1第1回里親委託促進月間実施

10.30中国紅十字会の李徳全女史来日 

（翌日,日本人抑留者名簿発表）.

10. 8日本医師会,新医療費体系に絶 

対反対声明.

11.3李徳全女史と3団体の懇談（在 

中国日本人8000A,帰国希望者の帰 

国援助,生死不明者の安否照会に協 

力など）.

11.12孤児,母子家庭児童等の就職援 

護に関する対策要綱実施.

11.26中央児童福祉審議会,児童に有 

害な映画および出版物の悪影響防止 

策に関し決議.

11.25全国医師大会,医薬分業,新医 

療費体系に反対決議し,デモ行進.

12.15租税特別措置法改正法公布（社 

会保険診療収入に対する課税優遇措 

置規定.これによって所得率28%に 

確定）.

12.29健康保険財政の赤字,保険医の 

監査,医療費単価問題など起こる. 

政管健保に初めて国庫負担10億円導 

入.

この年,厚生省児童局長,性的 

出版物•映画等の児童に対する悪影 

響の防止に関する決議の趣旨徹底を 

通達.

昭和30年

1.5厚生事務次官,授産施設運営要 

綱を通達.

4.18アジア•アフリカ会議,バンド 

ンで開催（29カ国代表参加,平和10 
原則採択）.

5.14東欧8カ国会議,ワルシャワ条 

約署名.

7.18米英仏ソ4巨頭会談開催（ジュ 

ネーブ）.

（英）「食糧および薬品法」を制定.

> 精神錯乱老人のための特別老人ホ 

ームを設立（1960年以後急速に発 

達）.

（米）9. 30全国社会事業家協会（NAS 
W）を設立（既存の社会事業家協会, 

グループワーク,医療社会事業,精 

神医学的社会事業,学校社会事業,
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を決定. に'社会保障政策の充実’を掲げた. ワクチン20万人分を用意（インフル

2.14日本生産性本部設立. > 厚生行政基礎調査により全国の貧 エンザ全国的流行）.

2.27第27回衆議院議員総選挙.民主 困者1100万人と発表される. 2.15全国看護労組,国立療養所の付

党第1党に躍進,革新派3分の1を 添廃止に反対表明.

確保（民主185・自由112・左派社会 2.26食品衛生調査会,黄変米処理要

89・右派社会67）. 領を作成.

3.14防衛庁,防衛6カ年計画案を決 3. 8建設省,42万戸の住宅建設案を 3.1東京都内の小学校で,脱脂粉乳

定（昭35年に陸上18万人,海上12万 発表. による食中毒発生.

トン,航空機1200機を目標）. 3.29失業対策審議会,失業対策答申 3.30社会保障制度審議会,結核対策

3.18第22回特別国会召集（4.25開会 案を作成. の強化改善に関する勧告を提出.

式,7. 30閉会). 3.30社会保障制度審議会,社会保障

〇通産省,中小企業振興対策案を作 制度の企画,運営方法の改善に関す

成. る勧告を提出.

3.19第2次鳩山一郎内閣成立（厚相 

川崎秀二）.

4.14運輸省,総合交通6カ年計画発 4.1川崎厚相,社会保障企画庁の構 4.1食品衛生監視員,環境衛生監視

表. 想を発表,閣議了承. 員,そ族昆虫駆除員（7350人）,と畜

4.23第3回統一地方選挙（創価学会 4. 8社会医療調査,指定統計に指定. 検査員,狂犬病予防員（1500人）,全

政治連盟,地方議会に51人当選）. 4.19中央職業安定審議会発足. 額交付税となる（保健所に配置され

5. 7米の事前売渡申込制採用を閣議 5.1?国家公務員の指名退職制度の運

ていた食品衛生監視員等の人件費に 

ついては,保健所運営費補助金とは 

別に国庫補助が行われていたが,昭 

30年に地方交付税制度に引き継がれ 

た）•

〇 6年制大学医学部が発足.医学部 

進学課程を35大学に設置認可.

4.13 アメリカのソーク博士,ソーク 

ワクチン（小児マヒワクチン）を完 

成.米政府使用を許可.

5.3!衆議院社労委,療養所付添婦の全

決定（供出割当制は廃止）. 用に関し,閣議決定. 面廃止は実情に沿わないと反対決議.

5. 8都下立川基地拡張反対の砂川闘 

争始まる.

5.11 宇高連絡船紫雲丸,第3宇高丸 

と衝突沈没.

5.24閣議,石炭合理化法案要綱を作 

成.

5.3!日米余剰農産物協定署名（借款 

分を電源•農業の開発および生産性 

本部の事業に用う）.

6.1日ソ国交正常化交渉開始（ロン 6.1 今月より在宅結核患者の待遇改

ドン.9. 21交渉一時休止）. 善として,栄養加算の6割増し,適

>初のアルミ貨（1円）発行. 用範囲の拡大,勤労者への勤勉控除

6. 7関税と貿易に関する一般協定 などが実施となる.

（GATT）への日本国の加入条件に > 伝染病予防法改正（ねずみ族•昆

関する議定書署名（9.10正式加入）. 虫族駆除を市町村主体で実施等）•

7. 9タイと特別円問題の解決に関す 7.1 厚生省大臣官房に企画室設置.

6. 2性病感染源対策の強化について 

（公衆衛生局長通知.売いん常習者 

に対する性病対策の徹底）.

6.21'蚊とはえのいない生活'実践. 

運動の展開を閣議了解（3カ年間に 

全国にこの運動の普及を図る）.

7.1国立らい研究所開設（国立多摩
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3.29日経連,健保危機対策について

社会事業調査など6つの団体が統 

合）.

・「大気汚染規制法」が制定され, 

州,市等の大気汚染の研究および防 

止のためのプログラムに対し連邦政 

府が補助を行うこととなる.

〇 「ポリオワクチン援助法」が制定

の見解を国会,政府に申入れ（医療 され,州のワクチンプログラムに対

費の不正請求追求,結核対策に国庫 し連邦政府が補助を行うこととなる.

負担導入）. ＞自動車産業の労使間の団体交渉で,

4.-社会福祉法人全国社会福祉協議 4.1群馬県国民健康保険団体連合会,

補足失業保険制度採用（失業時に基 

準賃金の最高65%を確保）.

（仏）5. 20社会保険における医療給付 

期間の延長（最高3年を無期限に）.

11.-「医道法」公布（患者の秘密の厳

会連合会,社会福祉法人全国社会福 全国にさきがけて国民健康保険診療 守,医師選択の自由の保護,経済的

祉協議会と改称. 報酬支払業務を開始. な治療,治療の放棄の禁止,社会医

4.26 7人委員会設置を閣議决定（5.9 療への義務など）•

発足.健康保険,船員保険の財政対 

策審議）. （西独）1.-「児童手当調整法1成立

5. 9厚相の諮問に応じ,健保,船保 

の財政対策を審議する7人委員会設

（災害補償,失業保険,年金から支 

給されていた児童手当を単独法に移 

す）.

12.1占領による損害を受けた国民に 

対する「占領損害補償法」制定.

-「保険医法」制定（医師と疾病保 

険基金との関係を規制する自治的な 

新法）.

（伊）5.30 「家族手当法」,政令により

置. 単一法となる.

5.27社会保険審議会,日雇健保の改 8. 4各年金受給者とその家族に対す

正を除き,社会保険各法の改正法案 る医療給付を決定.

に反対の旨厚相に答申.

5.28社会保障制度審議会,社会保険 （スウェーデン）1.1「国民健康保険

各法（厚生年金保険法を除く）の改 法」公布（16歳以上の全国民を強制

正に反対の答申. 加入）.

5.30政府,社会保険各法の改正案を 12. ー ー時的海外居住者および国内の

国会に提出（7. 30,日雇建保・国保 外国人に疾病保険適用（1956. 3. 23,
を除き,健保•船保•厚年審議未了 全居住者およびその家族に適用拡

•廃案）• 大）.

6.7第1回日本母親大会,東京豊島 -「公的扶助法」改正（新しい出産

公会堂で開催（〜6. 9.参加2000 手当実施）.

人）.

6.14日ソ交渉において,ソ連代表, （デンマーク）「小児マヒ予防接種法」

戦犯以外の抑留者の送還完了と言明. 公布.

7. 8厚生省,『売春白書』発表（全国 7.1 岩手県において戦後初の国民健

（オランダ）4.12政令で,新たに失業 

に対する扶助制度（失業保険法は 

1949年既設）を設置.

（べ儿ギー）9.22王令により,医療保 

険における適切な報酬表の作成と濫 

療防止の任務を持つ「全国共済組合
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る協定署名. 7. 8「日本住宅公団法」公布（大都市 研究所）.

7.20経済企画庁設置（経済審議庁改 周辺の集団住宅の建設と宅地の開 7.11 国立療養所に看護婦,准看護婦

組). 発). の養成所を附設するなどの厚生省設

7.25過度経済集中排除法を廃止. 7.11「住宅融資保険法」公布. 置法の改正を公布.

7.29日本共産党,極左冒険主義を自 7.13労働省,公共事業等による失業 7.28医薬分業推進の全国薬剤師,国

己批判,新活動方針決定. 者吸収措置強化について通達. 会に座り込む.

> 「自動車損害賠償保障法一公布 7.15生活改善,道義高揚を推進する 7.29 「けい肺及び外傷性せき髄障害に

（強制保険制始まる）. 新生活運動方針要綱,閣議決定.

7.25日本住宅公団設立登記.

関する特別保護法」公布.

8. 6広島で第1回原水爆禁止世界大 8.1労働省に失業対策部設置. &1結核予防法改正,結核検診全国

会開催. 8. 5「女子教育職員の産前産後の休暇 民に拡大.

8.10「石炭鉱業合理化臨時措置法」公 中における学校教育の正常な実施の & 8医薬分業法改正法公布（医師の

布. 確保に関する法律」公布（昭31.4.1 調剤権,医薬分業法にて大幅に認め

8.13民主党,うれうべき教科書の問 施行）. られる.処方せん交付規程の整備）.

題を発表（問題化）. 8. 8恩給法改正.軍人恩給の引上げ 8.10クリーニング業法改正（クリー

など. ニング師制度設ける）.

8.16国家公務員の給与に関する人事 &16 歯科衛生士法改正（歯科診療の

院勧告（期末および勤務手当の改 補助業務を追加）.

定). > 「歯科技工法」制定,公布（10.15
8.20人口問題審議会,人口の収容力 施行）.

に関する決議を採択. 8.20覚せい剤取締法改正法公布（覚

8.27部落解放全国委員会,部落解放 せい剤原料の規制強化,覚せい剤の

同盟と改称. 輸出等禁止）.

8.24 5・6月頃から発生していた人

工栄養の乳幼児の間の疾病（原因不 

明の発熱,下痢等）の原因が,粉乳 

に混入したヒ素を含む有害物質であ 

ると判明・問題のドライミルクの販 

売停止を各都道府県に通知.

8.30乳及び乳製品の成分規格等に関 

する省令改正公布•施行（調整粉乳 

等に混和する添加物の規制を強化）•

9.10奄美群島復興信用保証協会設立 9.30新生活運動協会結成（地婦連, 9.16国立療養所長島愛生園に全国初.

（現奄美群島振興開発基金）•

9.19原水爆禁止日本協議会（原水協） 

結成.

9.23 1!本海外移住振興株式会社設立.

主婦連）. のらい患者のための高校開校.

10. 4 9電力会社,電源開発6カ年計 10.1 国勢調査実施（人口8927万5529 10. 7 「医道審議会令」公布・施行.

画を決定. 人,就業人口割合:第1次産業41.0 10.24東京で,国際家族計画会議開催

10.10農地開発機械公団設立・ %,第2次産業23.5%,第3次産業 （この頃,出生率低下顕著.人工中

〇愛知用水公団設立. 35. 5%). 絶問題化）.

10.13日本社会党統一. 10.- 東京都,「ばい煙防止条例」を制 

定.12月より施行.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

で公娼50万人と推定）.

7.-  厚生省児童局長,都道府県に対 

し青少年に有害な出版物•映画等の 

対策の推進強化を通達.

康保険の全県普及達成.

7.16社会保障制度審議会に医療保障 

特別委員会を設置.

8.1厚生事務次官,世帯更生資金貸 

付制度要綱を通達（国,各都道府県 

が各1億円ずつ地方社協に補助）.

8. 5戦傷病者戦没者遺族等援護法改 

正法公布（弔慰金の支給対象拡大 

（陸海軍部内の文官の遺族,3規等 

内の親族）など）.

＞未帰還者留守家族等援護法の医療 

給付2年に延長,留守家族手当の増 

額など実施.

8.10「戦傷病者等の日本国有鉄道無賃 

乗車等に関する法律」公布（昭31. 
4.1施行.運輸省所管）.

&1 国民健康保険法改正法公布（療 

養給付費補助金,保健婦補助金およ 

び事務費補助金につき補助率等を法 

定）.

会」および「地区共済組合」の創設.

（オーストリア）医事に対する医師と基 

金間の紛争•苦情の調停制度を法律 

で規定.

[＞疾病基金,基金と契約を結んでい 

ない医師の診療に対する料金の償還 

制を採用.

〇 「一般社会保険法」制定（年金, 

疾病出産および業務上災害補償の各 

制度を統合.1956.11実施）.

（ソ連）11.23ソ連邦最高会議幹部会の 

布告により,人工妊娠中絶禁止法を 

廃止（堕胎公認）.

（ニュージーランド）8.1 社会保障法 

改正（一般的年金受給年齢（60歳） 

を,妻•女子単身受給者は55歳〜60 
歳間に引下げ）.

（国際）ILO （国際労働機関）,「障害者 

の職業的リハビリテーションに関す 

る勧告」.

9.1旧陸海軍関係資料（戦史に関す 

る資料）を防衛庁に移管（第1回. 

昭53. 6終了）.

9. 2売春問題対策協議会,売春問題 

対策について答申.

9.23児童福祉審議会,映倫委員長等 

に自粛を申し入れる.

9.30厚生・労働・文部各事務次官, 

義務教育諸学校における不就学およ 

び長期欠席児童生徒対策要綱を通知.

9. 厚生省,生活保護法による収支 

の認定の適正化について通達.

10.1文部•厚生•労働3省,義務教 

育の不就学長期欠席児童対策要綱 

（長欠児30万人）を発表.

10.15厚生省社会局更生課,全国の身 

体障害者実態調査を実施（推計総数 

約78万5000人,人口に占める割合は

0.9%,1000人当たり9人,18歳以 

±1.5% （戦傷病者を除く）で全く 

無収入の者46.6%, 3000円以下の収 

入者15. 6%）.
10.16ハバロフスク事件始まる（ハバ

10. 6 7人委員会,現行健康保険の赤

字対策・全国民健保適用拡大必要と 

答申.

10.17社会保障制度審議会,7人委員 

会報告を検討.別個に医療保障制度 

小委員会勧告案を作成することに決 

定.
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11.14日米原子力協定署名（米国より 11.15公務員制度調査会,公務員制度 11.26日本公衆衛生協会,公害許容基

濃縮ウランを賃借）. 改革に関し答申. 準につき答申（衛生公害が社会問題

11.15自由民主党結成（保守合同成る）. A地方制度調査会,公務員制度改革 化するにかんがみ,昭29年,上記協

11.22第3次鳩山一郎内閣成立（厚相 に関する答申案文なる. 会に諮問した公害許容基準について

小林英三）. 11.19厚生省 社会保障5カ年計画試 答申が出された）.

＞第23回臨時国会召集（12. 2開会式, 案として,全国民の健保強制加入,

12.16 閉会）. 老齢年金創設などを内定.

12.19「原子力基本法」,「原子力委員会 12. 8在外財産暫定補償措置絶対獲得 12.11新医療費体系骨子決定.

設置法」公布. 全国総決起大会. 12.3! 結核実態調査の結果に基づき,

12.20第24回通常国会召集（翌年1.25 12.14建設省,全国で270万800〇戸不足 結核病床の拡充計画は26万床を目標.

開会式,6. 3閉会）. と発表. 12.—厚生省,生活環境汚染防止基準

12.23閣議,経済自立5カ年計画案を 要綱作成.

決定（経済成長率5%）.
12.29「地方財政再建促進特別措置法」

公布（赤字団体に再建債発行を認め

る）.

この年,下半期より,輸出船ブ 一・ この年,テトラサイクリン基準

ームに始まる（神武景気.〜昭32年 制定,承認.

上半期）.

昭和31年

1.17日ソ交渉,ロンドンで再開（3. 20 1.12中央青少年問題協議会,定時制

領土問題で行き詰まる）. 高校に学ぶ働く青少年の教育•保健

1.3! オランダの対日戦時請求権問題 •福祉対策要綱を首相に答申.

に関し両国の合意成立. 1.16政府,労働問題懇談会を設置

（会長中山伊知郎）.

2. 3特需の減少および駐留軍•国連 2.2!公共企業体労働関係法改正法公 2.14食品衛生調査会,黄変米につい

軍の引揚げにともなう対策について, 布. て答申（変色していないものについ

閣議了解. 2.24全労会議,週42時間制の労働時 ては再搗精し,無菌のものは食糧に

2. 9衆議院,原水爆実験禁止要望決 間短縮闘争方針を決定. できるとした.黄変米問題は一応結

議案を可決（2.10参議院も可決）. 着）.

3.13政府,教科書法案を国会に提出 3. 7総理府に売春対策審議会設置. 3. 3 '耳の日’制定.

（審議未了・廃案）. 3.19日本住宅公団,初の入居者募集

3.14「日本道路公団法」公布（4.16S 開始.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

ロフスク抑留者のソ連侧の不当な取

扱いに対するストライキ事件）.

10.20アジア盲人福祉会議開催（東京. 

〜26）.
10.27訪鮮国会議員団団長,北鮮残留 

邦人19世帯43名の名簿携行帰国・

10.28政府,内閣に売春問題連絡協議 

会の設置を決定（売春防止立法化準 

備のため）.

10.30ソ連に対し未帰還者の調査要求 

（昭25年以降の生存資料のある385 
名）.

11.26妊産婦•就学前児童に対するユ 11.25社会保険審議会,健康保険・船

ニセフ脱脂粉乳援助に関する日本政 員保険の赤字対策国庫負担,結核対

府とユニセフとの間の協定締結（昭 策等を厚相に建議.

31年より7万人の妊婦,3万人の児 

童に配布）.

12.13厚生省,中国地域引揚孤児援護 12. 7厚生省,健康保険財政対策要綱

対策実施要綱を通知. を発表（総医療費の1割国庫負担,

12.23厚生省児童局長•労働省職業安 診療報酬引上げ,患者一部負担）.

定局長,両親または片親を欠く児童 12.27厚相,中央社会保険医療協議会

の就職援護を通知・ に新医療費体系を諮問.

昭和31年

1.1国際児童福祉連合に厚生省児童 1.16日経連,健康保険対策（医療給 4.1?ソ連,コミンフォルム解散を発

局が加盟. 付に対する国庫負担法文化など）政 表.

1.27ハバロフスク事件（昭3〇.10.16 府国会に要望. 5.20米国,ビキニで初の水爆投下実

〜12. 27,ソ連抑留者の対ソスト）， 1.24総評•全医労•日本医師会など28 験.

関係者処罰される. 団体,健保改悪に反対して社会保障

連絡会議を結成. （英）2.一 「国民保健サービスの費用に

2.2?日赤,北朝鮮赤十字代表,共同 2.12社会保険審議会,健康保険法改 関する調査委員会」（ギルボード委

コミュニケ確認（北鮮引揚げの平壌 正について医療給付費の2割を国庫 員会）,報告書提出（報告書では,

協定成立）. 負担すべしと答申. 制度の費用の増嵩傾向は憂慮する必

2.13社会保障制度審議会,健保法改 要なしと結論.制度の機構改革にっ

正案について健保の抜本改正,結核 いても現状肯定の態度を表明）.

対策,国保の強制設置などを答申. 6. 21政府,イングレビイ委員会設置

2.20日本医師会,新医療費体系,健 （児童に新しい予防的ケースワーク

保法改正に反対し,全国保険医総辞 を行う権限と義務を地方自治体に与

退決議（4. 27全国都道府県医師会, えるべきか否かを諮問）.

保険医辞退届の取下げ決定）. 12.1 国民保健サービスで,処方せん

3.1第1回この子たちの親を探そう 3.27医薬分業にともなう点数表改正 の1処方につき1シリングの患者負

運動（〜5.31.朝日新聞•全社協等 告示. 担開始.

主催,親の判明者336人）. 3.30大分県,「敬老年金条例」を制定, 12.一 「空気清浄法」制定（各家庭の暖
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本道路公団設立）. 3.2!第1回部落解放全国大会婦人大

> 「道路整備特別措置法」公布. 会開催.

3.19政府,小選挙区法案を国会に提 3.313月の完全失業者数106万人,戦

出（審議未了・廃案）.

3.22日米技術協定署名（MSA協定に 

基づく防衛生産のため）.

3.30第1次行政制度改革要綱閣議決 

定（占領行政の行き過ぎ是正,内政 

省新設,課の2割削減など）.

3.31甌東国際軍事裁判,受刑者最後 

の1名出所（佐藤賢了氏）.

後最高を示す.

4.20「都市公園法」公布. 4.1公衆衛生局に精神衛生課設置. 4.1 厚生省,本年度よりへき地医療

4.26「首都圏整備法」公布. 4. 9売春対策審議会,売春等の防止 対策実施（無医地区に対する財政援

4.29河野農相ら,モスクワで日ソ漁 及び処分についてを首相に答申（売 助).

業交渉開始. 春防止法の立案の基礎）. >医薬分業実施.

4.15総評等主催の第1回働く婦人の 4.1!検疫法改正法公布（検疫所支所

中央集会開催（以後毎年開催）. 長および出張所長の権限を検疫所長 

と同様にする）.

〇伝染病予防法改正法公布（7.1施 

行.検疫法の改正にともない,届出 

伝染病に黄熱および回帰熱を加えた. 

検疫港以外の港においても検疫始ま 

る）.

5.1結核予防法施行規則改正（外科5. 4「核原料物質開発促進臨時措置 5. 6労働省,労働基準行政運営方針

法」,「日本原子力研究所法」,「原子 を指示（中小企業労働に新対策）. 療法に必要な入院等,公費負担の対

燃料公社法」（原子力3法）公布. 5.28自民党社会保障新政策起草委員 象となる）.

5. 9日比賠償協定,経済開発情報に 会,老齢年金など新政策を決定. > 熊本県水俣町新田の新日本窒素附

関する交換公文署名. 属病院で,水俣病患者発見.

5.12「農業改良資金助成法」公布. 5. 8 第9回WH〇総会開催（〜25）.
5.14日ソ漁業条約および日ソ海難救 日本,WHO執行理事会の理事国に

助協定署名（12.12発効）. 選出される（1年間のみ）.

5.19科学技術庁設置. 5.15 ペニシリン•ショック死事件

5.22「中小企業振興資金助成法」公布. （尾高朝雄教授死亡.& 28厚生省,

5.23「百貨店法」公布（百貨店の床面 ペニシリン製剤による副作用の防止

積制限）. についての指針を発表）.

5.25通産省,石炭鉱業合理化実施計 5.21行政管理庁,薬事法の監査制度,

画を決定. 許認可制度につき再検討勧告.

5.30小児マヒ予防薬,ソークワクチ 

ンの初の注射を国立東京第1病院で 

実施

6. 5 繊維工業設備臨時措置法」公布. 6.1「下請代金支払遅延防止法」公布. 6. 6厚生省,へい獣処理場等に関す

6. 7日ソバーター協定成立（日本繊 る法律一部改正により市街地等にお

維とソ連木材）. ける畜舎の届出を義務化（昭34. 9. 25
6. 8北海道開発公庫設立（翌年4. 27 許可制に改正）.

北海道東北開発公庫と改称）. 6.1!「工業用水法」公布.

6. 9総理府に首都圏整備委員会設置. 6.25 「採血及び供血あっせん業取締

6.1!「工業用水法」公布（揚水規制）. 

>「憲法調査会法」公布（同調査会 

設置）.

6.12地方自治法改正法公布（大都市 

制度（指定都市）創設）.

6.15原子力研究所設立.

6.30「地方教育行政の組織及び運営に 

関する法律」公布（新教育委員法, 

公選制を任命制に改める）.

法」公布・施行.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

3.-厚生省,第1回生活保護動態調 

査を実施.

〇全社協保母会結成.

4.-長野県,家庭養護婦派遣事業を 

開始（老人家庭奉仕員の前身）.

5.1精薄児の通園施設•小金井児童 

学園（東京都小金井町）開設（全国 

の先駆となる）.

5. 2中央児童福祉審議会,児童福祉 

の諸問題に関する意見具申（教護院 

の施設整備,要教護児の分類収容の 

促進）.

5.24「売春防止法」公布（昭32. 4.!か 

ら売春婦に対する保護更生規定を, 

昭33. 4から罰則規定を施行）.

t>厚生省,児童福祉施設における給 

食業務要綱を実施.なお民生委員が 

婦人相談所,婦人相談員に協力する 

ことも規定•

6.-生活保護法の生活扶助基準に勤 

労控除を設定

公布（4.1より実施.90歳以上の高 

齢者に年金（年額6000旧）を支給）.

4.1岩手県久慈市,埼玉県蕨市,福 

岡県若宮町などで敬老年金支給開始 

（国民年金制度創設の引き金となる. 

久慈市は88歳以上に年2400円,若宮 

町は85歳以上に年3000円）•

6. 6「公共企業体等共済組合法」公布 

（7.1施行）.

6.- 社会党,第24回通常国会に慰老 

年金法案,母子年金法案を提出.

炉改造に地方自治体が10分の7を補 

助）.

（米）7.1戦争孤児教育扶助制度を実 

施（学校教育を受けている年少者に 

月額110ドル支給）.

一 「水質汚濁規制法」により,水質 

汚濁防止プログラムの作成,下水処 

理に関し連邦政府が州に補助を行う 

こととなる.

> 老齢遺族年金保険を改正（軍人, 

法律家,農場主にも適用,50歳から 

64歳までの労働者および18歳以前に 

障害が発生した者に対する障害給付 

を追加,「老齢遺族障害年金保険 

（APTD）」と呼ぶ）.

〇 「公衆衛生法」が改正され,公衆 

衛生の専門家および看護婦として既 

に働いている者に対する研修制度を 

創設するとともに准看護婦の養成プ 

ログラムに補助を行うこととなる 

（連邦政府が医療分野のマンパワー 

養成に初めてのりだす）.

（仏）6. 30年金受給者の救済のため, 

国民連帯基金を創設.老齢年金の追 

加手当を制定（年金点数方式採用）.

12.1企業内補足年金制度で,労働者 

の転離職の際,年金権の保有を認め 

ないものは許可しないことを規定.

12.10社会保険•労働災害•家族手当 

などに関する諸法令を法典化した 

「社会保障法典」誕生.

12.11家族手当制度のなかに自営業者 

の主婦手当新設・

-Gazier社会保障相,GAZIER計画 

発表（医師と疾病金庫の診療報酬取 

決の未締結地域の解消）.

（西独）4.16職業紹介,失業保険制度 

の給付改善•種類の拡大,職業的リ 

ハビリテーションの強化.

4.- 「住宅建築法」制定（自宅建築 

を確保するため,子持ち家庭に2000 
マルクまで貸付け）.

6. 27「第2次住宅建設法」公布（低所 

得者などの家族住宅供給を含む）.

8.1 年金受給者の「疾病保険に関す 

る法律」公布（1941年の労働大臣令 

を法的に明確化.疾病保険に組み入 

れる）.

10.1連邦保険庁設置.

（伊）12.15強制疾病保険を手工業の被 

用者に適用拡大.
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> 「新市町村建設促進法」公布.

7.1運輸省に気象庁設置. 7. 9厚生省,医療保障5人委員（長 7. 2夏季観光地等の清浄化に関する

7. 2 「国防会議の構成等に関する法 沼,橋本,葛西,川上中鉢）設置 件,次官会議で申合せ.

律」公布. （「医療保障委員の設置に関する省 7.15在院精神障害者実態調査・

7. 8第4回参議院議員選挙（自民61, 令」）. 7.23食品,添加物,器具及び容器包

社会49,革新派,議席の3分の1を 7.12労働省,昭和30年労働経済の分 装の規格基準改正告示（抗生物質を

突破.創価学会政治連盟初めて3人 析を発表（雇用増加,実質賃金上昇 食品添加物として使用禁止）.

当選）. をうたう）.

7.13通産省,石油化学工業の育成対 7.19総評,最低賃金確立•生産性向

策を発表. 上運動反対などを昭31年度の運動方

> 建設省,治山•治水•道路整備等 針とする.

に関し,白書『国土建設の現況』を 7.26全労会議,週42時間目標•生産

発表. 性向上運動協力などを新運動方針に

7.16森林開発公団設立. 決定

7.17経済企画庁,『経済白書』〈日本 

経済の成長と近代化〉を発表（もは 

や戦後ではない）が流行.

7.23日比賠償協定批准書交換.フィ 

リピン,対日平和条約批准書寄託 

（日比国交正常化）.

8.17日銀,景気抑制にのりだす（高 8.1労働省,労災補償部・労働衛生 8.28厚生省,ペニシリン製剤による

率適用制度強化）. 研究所を設置.

8.24医療保障委員会,医療保障の大 

綱についての意見とその審議の方法 

について具申（特に結核問題,社会 

保険,医療制度に関する緊急事項を 

建議）.

副作用の防止について指針を発表.

9.18 一万田蔵相,銀行の貸出し激増 9. 7売春対策審議会,売春防止法の 9.20日赤広島原爆病院開院（お年玉

に自粛を要望. 円滑な施行を期するための行政措置 年賀はがきの付加金で建設）.

についてを首相に答申. 9.29 FAO東南アジア栄養委員会東京

9. 8中立労働組合連絡会議（中立労 

連）発足.

で開催(-10. 2).

10.19日ソ共同宣言,貿易の発展およ 10. 5厚生省「厚生行政年次報告書」 10.10栄養指導車による巡回指導開始.

び最恵国待遇の相互許与に関する議 （第1回『厚生白書』）を発表（もは

定書署名（12.5国会承認）. や戦後ではないとする経済界方面の

10.26国際原子力機関（IAEA）憲章 一般論に反対.健保の財政危機を説

署名. 明）.

10. 6労働省,生産性向上運動を政府 

施策にとりあげる方針を決定.

10.17失業対策審議会,日雇労働の根 

本対策の検討にのりだす.

10.19経済企画庁,石炭鉱業合理化に 

ともなう失業対策について報告,閣 

議了解.

11.8第1次南極地域観測隊派遣（巡 11.3社会党,社会保障の新政策要綱

視船宗谷）. を発表.

11.12第25回臨時国会召集（11.15開会 11.8社会保障制度審議会,医療保障

式,12.13閉会). 制度に関し政府に勧告（特に医療機 

会の不均衡を指摘）.

11.19失業対策審議会,最近の雇用失 

業情勢について答申作成.

11.20消防団員等公務災害補償等責任
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

7.12厚生,労働両事務次官より,婦

（スウェーデン）12.14失業保険法の根 

拠となる勅令を公布.

人の転落防止及び保護更生対策の強 -全国精神薄弱児親の会組織.

化について通達（8大都市に婦人相 ＞年金額のスライド（自動調整）制

談所,都道府県•市に婦人相談員の 始まる.

設置）.

＞引揚同胞対策審議会,特別帰還手 （ノ儿ウェー）3. 2新「医療保険法」

当等の支給を決議. 制定（全居住者を強制的に包括する

8.1厚生省,全国母子世帯調査を実 &一厚生省,国民年金制度策定の基

国民皆保険）.

（デンマーク）10. 2社会保険法の大幅 

な改正（老齢,廃疾年金の受給年齢 

の引上げ,年2回の生計費指数によ 

る調整）.

（オランダ）5.31「一般老齢保険法」 

を制定（全国民を対象とする皆年金 

制度,夫婦一体の基本概念,夫婦老 

齢年金の性格,賃金指数スライド, 

公的年金と企業年金の調整措置が特 

徴）.

施（全国の母子世帯数115万,うち 礎資料とするため社会保障生活実態

3万は母でない者が子女を養育）. 調査を実施.また同月,母子福祉対 （ベルギー）老齢保険法を自家雇用者に

8. 3厚生省児童局長,精神薄弱児施 策要綱案（母子年金構想）を発表. 適用拡大.

設における職業補導の実施について
（実施要綱）を通達. （オーストリア）7.— 医療保険の診療

＞厚生省社会局長,結核回復者後保 報酬をめぐる「ウィーン協定」成立

護施設設置及び管理基準並びに結核 （件数払方式,基金の四半期毎の支

回復者後保護施設運営基準について 払い責任）.

通知.

9.一売春対策審議会,売春防止法の 9.1 船員保険駐在員制度創設（漁船 （ソ連）7.14ソ連邦最高会議,新「国

円滑な施行を期するための行政措置 所有者の保険料納付に便宜）. 家年金法」を確認（全額事業主負担,

について答申. 勤務期間だけによる受給資格,従前

10.-厚生省社会局,身体障害者実態 10. 2日経連,厚相に5人未満事業所

賃金に応じた年金額,老齢•廃疾・ 

遺族•軍人に対する給付）.

一 「妊婦,多子および単身の母親に

調査を実施（全国で18歳以上の身障 に対する健保適用など,医療保障制 対する扶助金の支給,支払手続規

者78万5000人と推定）. 度改善の意見書を提出. 程」公布.

11.13共同募金運動10周年記念全国社 11.15総評,健保改正法案反対声明.

（国際）11.3 ISSAの第1回社会保険数 

理統計国際会議,ブリュッセルで開 

催（〜11.10）.

会福祉事業大会開催（〜11.15）. 11.- 厚生省の医療保障基礎調査で,

健康保険未適用者は131万5000人と 

推定.
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昭和31・32年(1956・57)

12.10在外財産問題審議会,在外財産 

問題処理のための引揚者に関する措 

置方針等について答申.

12.18国連総会,日本加盟を可決.

12.19ラオス,対日賠償請求権の放棄 

を通知.

12.20第26回通常国会召集（翌年1.30 
開会式,5.19閉会）.

12.23石橋湛山内閣成立（厚相神田博）.

12.24石橋首相,初の記者会見を行い, 

積極政策と完全雇用の達成を説＜• 

この年,設備投資ブーム・

＞船舶建造高,世界一（以後首位持 

続）.

共済基金設立.

12.20「旧軍人等の遺族に対する恩給等 

の特例に関する法律」公布（昭32.
1.1施行.本邦等で職務に関連して 

死亡した旧軍人遺族に,特例扶助料

・遺族年金を支給）.

12.31 労働省,大量失業の緊急対策と 

して雇用基本法案を立案.

12.10寄生虫病予防法改正法公布•施 

行（日本住血吸虫病の有病地の溝渠 

のコンクリート化を10カ年計画で実 

施すべきことを規定.費用について 

は公費負担）.

12.12第25回通常国会衆議院本会議に 

おいて,原爆障害者の治療に関する 

決議を採決（政府は原爆障害者の治 

療に遺憾なきを期すこと）.

—— この年,わが国の人および犬の

狂犬病終えん.

〇熊本県水俣に奇病多発（工場廃水 

との関係問題化）.

〇厚生省,成人病予防対策協議会設 

置

〇厚生省,成人病予防対策連絡協議 

会設置.

昭和32年

1.16政府,対米綿製品輸出自主規制 

措置を発表.

＞ 労農党,社会党と統一.

1.22東レ•帝人,英よりテトロン製 

造技術の導入を認可される•

1.31石橋首相,病気のため外相岸信 

介を首相代理に指名・

2.1 政府,住民税引上げの地方税改 

正大綱を決定.

2.23日本貿易会,輸出振興,過当競 

争排除のため独禁法適用除外を要望.

2.25岸信介内閣成立（厚相神田博留 

任）.

1.13大蔵省,公務員給与1300円引上 

げを決定.

1.17社会党大会,大衆活動に重点を 

おき最低賃金法案の要綱を決定.

1.31労働省,職業訓練審議室を設置.

2. 4岸臨時首相代理,第26回通常国 

会で皆保険・減税•完全雇用など施 

政演説

2. 6自民党政調会,軍人恩給の大幅 

引上げ案を決定.

2.15労働省,賃金格差の拡大,失業 

情勢の悪化など,昭31年労働事情を 

報告.

＞労働問題懇談会,最低賃金に関す 

る意見書を決定.

2.22全労会議,最低賃金法案要綱発 

表.

2.26第1回全国消費者大会開催.

1.18 水道行政の取扱に関する件,閣 

議決定（上水道は厚生省,下水道 

（終末処理場は除く）は建設省,終 

末処理場は厚生省,工業用水道は通 

商産業省において専管）.

2.21 WHOクラッセン氏,日本の水質 

汚染防止計画報告書を提出.

3. 5政府・与党,在外財産補償とし 

て総額500億円公債支給を決定.

3.31「租税特別措置法」公布・

＞ 「特定多目的ダム法」公布.

3.19厚生省公衆衛生局長,精神障害 

者の取扱いについて通知（入院患者 

の人権という観点から,同意入院, 

措置入院の入院に当たっての留意事 

項および入院中の留意事項（例えば, 

入院患者の信書の取扱い等）につい 

て通知）.

3.20厚生省保険局長・公衆衛生局長, 

精神病の治療指針を通知.

3.3!「原子爆弾被爆者の医療等に関す

1264



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

12.26ソ連から最後の集団帰国者1025 12. 4政府,健康保険法一部改正法案

人を乗せた興安丸,舞鶴に帰航. を国会上程（12.13国会閉幕により

12.一関係各省庁事務次官,売春防止 継続審議）.

法の円滑な施行を期するための行政 12.2!日本医師会,健保改正法案に全

措置について通知.

—— この年,乳幼児くる病対策実施

要領示される.

面的反対声明.

昭和32年

1.9医療保障委員会,第2次報告書 3.25欧州共同市場（EEC）条約成立

（勧告）を厚相に提出（昭35年度を （仏•西独・伊・ベルギー•オラン

目途に国保の全面普及が必要.給付 ダ•ルクセンブルグ）.

は被用者保険の家族並み）. 10. 4ソ連,世界最初の人工衛星打上

1.30中医協,結核の治療指針等の改 げに成功.（11.3犬を乗せた人工衛

正を決定. 星も成功）.

2.10厚生省,国民皆保険4カ年計画 （英）5.- 王立委員会,精神衛生および

の大要決定. 精神疾患関係法規について報告書提

2.15健保連,保険給付費に対する国 出（強制収容は精神病院に適用しな

庫負担を厚相に要望. い.治療•援助は必要な患者に自由 

に供与を勧告）.

一 「歯科医師法」制定（歯科医師は, 

一般歯科医療協議会の監督を受け 

る）.

〇 イングランドおよびウェールズで 

「看護婦法」制定（旧法令の改編統 

合）.

（米）7.一全国社会事業会議を全国社

3. 8国保中央会,国民健康保険躍進 

全国被保険者大会を開催（7割給付,

会福祉会議と改称.

国庫負担3割へ引上げ,事務費補助 （仏）5.15 一般被用者を対象とした私

の増額など）. 的年金（UNIRS）制度創設.

3.28健康保険保険医療養担当規程・ 7. 26家内労働法を改正（家内労働者

健康保険保険歯科医療養担当規程改 に社会保障を強制適用することを再

正告示（性病,結核に対する抗生物 確認）.

質,精神病などの各療法の改正）. 10. 4政令で,家族手当制度の平衡基

3.31健康保険法および船員保険法改 金の設置と取扱機構を規定.

正法公布（5.1施行.医療給付費へ 11.24身体障害者雇用法によって,戦
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4.16「国土開発縦貫自動車道建設法」 

公布.

4.25「高速自動車国道法」公布.

5.13日銀,大銀行に対し貸出し削減 

を要講引締めに転ず.

5.17「東北開発促進法」公布.

5.20国防の基本方針,閣議決定.

4.1 保険局に年金業務室設置（厚生 

年金保険の記録事務の機械化実施）.

4.11 労働省,業者間協定による最低 

賃金方式実施促進を都道府県に通達

4.15「雇用審議会設置法」,「雇用審議 

会令」公布.

4.26厚生省,昭31年度人口自然増加 

は94万人,戦後初めて100万人を割 

ると発表.

4.-厚生省統^・調査部,国民総医療 

費を公表（昭30年度2388億円.以後, 

毎年発表）.

5.16総理府に臨時恩給等調査会設置

5.3!「公立学校の学校医の公務災害補 

償に関する法律」公布.

る法律」公布（4.1施行.被爆者手 

帳の交付,医療の給付）.

〇公益法人の行う医療保健業（収益 

事業）に対して法人税課税（4.1施 

行）.

4.1厚生省,昭31年の結核死亡率は 

人口10万人に対し48. 6で,昭18年の 

ほぼ5分の1となり,死亡順位の第 

5位と発表・

>厚生省,熊本県水俣市の水俣病の 

調査に着手.

> 厚生省,無料結核検診実施を決定・ 

4.15「公衆衛生修学資金貸与法」公布

（保健所勤務の医師,歯科医師の確 

保充実を図るため,医学または歯科 

を専攻する者で将来保健所等に勤務 

しようとする者に対し,修学資金を 

貸与することとされた）.

>結核予防法改正（健康診断・ツベ 

ルクリン反応検査等の費用を公費負 

担とする）.

4.24第1回環境衛生大会•第1回全 

国衛生自治大会,東京で合同開催 

（のち全国保健衛生大会に引き継が 

れる）.

4. - 行政管理庁,保健所に関連する

公衆衛生行政監察結果に基づく勧告・

5.10ナイチンゲール記章,長島,三 

上の2看護婦に授与・

5.22岸首相とビルマ保健相間で,日 

本医療技術のビルマ輸出を決める.

5.28インフルエンザが全国で猛威を 

振るう.厚生省,対策を都道府県に 

通達・

5. — インフルエンザ発生地は中国・

東京で57型ウィルスと判明.

6.1「公営企業金融公庫法」公布.

6. 4日本•ブラジル合弁のミナス製 

鉄所の建設契約調印.

> 大蔵省,輸入引締め政策を実施.

6.10「核原料物質,核燃料物質及び原 

子炉の規則に関する法律」公布・

〇 「放射性同位元素等による放射線 

障害の防止に関する法律」公布•

6.14国防会議,第1次防衛カ整備3 
カ年計画作成.

6.21日米協力関係につき,岸•アイ 

ゼンハワー共同声明発表（日米新時 

代を強調）.

6.1一般職給与法改正法公布（等級 

制度実施）.

A雇用審議会発足（会長有澤広巳）.

6. 3労働省 最低賃金法要綱を决定. 

6.1!自民党,最低賃金法要綱試案を 

発表.

6.18公取委と中小企業庁,大企業90 
社に下請代金文払い遅延を警告・

6.1「自然公園法」公布（10.1施行）.

6. 3「美容師法」公布（9. 2施行・理 

容師美容師法から分離し,単独法と 

する）.

> 「環境衛生関係営業の運営の適正 

化に関する法律」公布（9. 2施行・ 

過度の競争防止による営業の安定を 

図ることによる環境衛生の向上を図 

る）.

6.15旅館業法改正法公布（旅館につ 

いて風紀面の規制を図る）.

〇食品衛生法改正法公布（森永調製 

粉乳事件にかんがみ,添加物の規制 

を強化）.

> 「水道法」公布（12.14施行.水道 

の布設•管理の両面の合理的規制）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.1第14次生活扶助基準改定（級地 

制度について5区分制から4区分制 

に改正）.

＞売春防止法一部施行（保護更生関 

係規定）.

＞「婦人相談所等に関する政令」公 

布•施行.

4.25児童福祉法一部改正（精神薄弱 

児通園施設を明記等）.

の国庫負担の明文化,一部負担制度 

の改定,被扶養者の範囲の明確化, 

継続給付受給資格期間1年に延長）.

＞厚生年金保険法改正法公布（5.1 
施行.女子に対する脱退手当金の支 

給要件の緩和等）.

4.12厚生省に国民皆保険推進本部設 

置（国民健康保険全国普及4カ年計 

画を強力に推進）.

4.30「保険医療機関及び保険薬局の指 

定並びに保険医及び保険薬剤師の登 

録に関する政令」公布（5.1施行）.

5. 2中央児童福祉審議会,児童福祉 

行政の欠陥,今後の方向について意 

見具申（一般児童の健全育成対策）.

5・6厚生事務次官,世帯更生資金運 

営要綱を廃止し,世帯更生資金制度 

要綱および低所得者に対する医療費 

貸付制度要綱を通達.

5.17「引揚者給付金等支給法」公布 

（4.1適用•10年償還国債）.

6.12 メンジス豪首相,日本人戦争裁 

判受刑者全面釈放を発表.

6.20外務省,引揚げに関する対ソ督 

促発表.

〇厚生事務次官,精神薄弱児通園施 

設設備運営基準を通知.

5. 8厚生省に国民年金委員を設置 

（委員に長沼弘毅,三好重夫,井藤 

半彌,川井三郎,原安三郎の5氏を 

委嘱）.

＞ 日本フェビアン研究所,老齢年金 

制度試案を発表.

5.24臨時医療保険審議会,点数単価 

方式を支持.

5.29社会保障制度審議会,国民年金 

制度特別委員会（会長林敬三）を設 

置.

6.1厚生年金保険,坑内夫以外のー 

般被保険者について,初の老齢年金 

受給資格の発生・

6. 7全国知事会議,国民健康保険推 

進を決議.

6.27全国市長会,国民健康保険事業 

強化について要望 

争身障者以外の身障者にも,強制雇 

用制と職業更生の義務を事業主に課 

す.

（西独）2. 23労働者年金保険法,職員 

年金保険法の改正法公布（両年金の 

給付•負担の統一,経済成長に応じ 

た給付の改善（生産性年金）,賦課 

方式への転換）.

4. 3失業保険法の改正,賃金支払継 

続制度導入.

5. 21「鉱山従業者の年金保険改正法」

公布（生産性年金（スライド制）を 

確立）.

6. 26疾病保険改正法公布（7.1施行.

疾病保険法の傷病手当金と合わせて 

純労働報酬の90%になるよう差額を 

6週間,付加手当として支給）.

7. 27自営農民の老齢年金制度を創設

（農業従事者,農業経営移譲者に65 
歳から年金支給）.

一 「連邦看護者法」制定（従来の諸 

法規を統一）.

〇 「肢体障害者法」（身体障害者福祉 

法）により,肢体障害者の医療,リ 

ハビリテーションの援護措置（補装 

具,車椅子,タイプ,盲人用タイプラ 

イターまで）を規定.

＞ 家庭青少年問題省を設置.

（伊）「大気汚染関係法」制定.

（スウェーデン）1〇.13国民年金制度改 

正のための国民投票を実施.付加年 

金制度の導入.賛成多数を得る（72 
%が投票,45.8%は賛成）.

（フィンランド）1.1 新国民年金制度 

発足（均一基本年金,年2万4000マ 

ーク.補足年金は,資力調査,地域 

差により5万400〇〜7万2000マーク, 

拠出は被保険者・事業主の折半）.

（デンマーク）4•一国民年金税を創設 

（税率は課税所得の1%）•

（オーストリア）6.—自営業者（自家 

雇用者を含む）の年金制度が実現.

（国際）4.12核武装反対のゲッチンゲ 

ン宣言行われる.

6. 5 IL〇第40回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 27）.条約105号「強制労働 

の廃止に関する条約」（6.25）,106 
号「商業および事務所における週休
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コヒ 旦
冃 社会保障一般 衛生 •医療

7.1東京の国連軍司令部,韓国に移 

動

＞米価審議会,生産者米価の決定は, 

生産費および所得補償方式による旨 

答申・

7.10岸内閣改造（厚相堀木鎌三）.

7.12閣議,経済閣僚懇談会の設置を 

决定・

7.25九州西部（長崎県諫早,大村地 

方など）に豪雨.

8.1内閣,総理府分離.

8. 6 6.1の日米共同声明に基づき日米 

安全保障委員会設置.

8.12全国銀行協会連合,融資の自主 

規制強化を決定.

8.13憲法調査会,初会合.

&16日本科学技術情報センター設立.

8.2!初の『農林白書』公表.

8.27東海村の原子力研究所,実験原 

子炉運転開始.

7.1労働福祉事業団設立（会長清水 

玄）.

7. 9厚生省に,売春対策推進委員の 

設置.

7.16国鉄の闘争拡大.5月以来組合 

闘争と政府の処分の悪循環続＜•

8.27労働省,臨時職業訓I練制度審議 

会を設置.

6.29科学技術庁に放射線医学総合研 

究所設置.

7. 2財団法人日本寄生虫病予防会設 

立.

A 2年課程看護婦学校養成所発足.

7. 5厚生省,調製粉乳等の製造施設 

に食品衛生管理者の設置を義務化.

＞食品衛生法施行令改正公布（食品 

添加物の製品検査対象品目を追加）.

＞厚生省,一・般冷凍食品の普及にと 

もない,食品衛生法による許可営業 

を食品全部の冷凍業に拡大.

8.14厚生省,魚冷却用氷に抗生物質 

クロルテトラサイクリンの使用を認 

める.

9. 7農林省,酪農審議会に乳価安定 

のための酪農振興方針基金設立を提 

示.

9.20文部省,教員勤務評定制度の趣 

旨の徹底など通達（以後,翌年にか 

けて,勤評反対運動激化）.

9.28初の『外交青書』公表.

10.1国連総会で安保理事会非常任理 

事国に当選（翌年1.1就任）.

＞ 日本自転車振興会設立.

＞ 5000円札発行.

10.26教育課程審議会,義務教育の中 

学3年を進学と就職に組分けするこ 

とを決定.

9. 7社会党,部落問題解決政策要綱 

案を発表.

9.18労働問題懇談会,最低賃金制度 

創設に関する国際条約批准の諮問に 

賛成と答申.

9.27閣議,公共企業体労組の争議行 

為の限界について申合せ.

1〇・1厚生省,公衆浴場入浴料金の指

定を都道府県知事に委任.

11.1日本原子力発電会社設立.

＞第27回臨時国会召集（同日開会式, 

11.14 閉会）.

11・5文部省,理科系大学の拡充を発 

表.

11.11 中教審,科学技術教育振興方策 

について答申.

11.25「中小企業団体の組織に関する法 

律」公布（昭33. 4.1施行）.

12.10 日本アラビア石油,サウジアラ 

ビアと石油利権協定に調印.

11.15臨時恩給等調査会総会,5000円 

ベースの恩給制度,遺族等の援護, 

旧軍人の公務扶助料増額などを答申.

11.6伝染病予防調査会,ソークワク 

チンの国内生産や小児マヒの法定伝 

染病指定を要請するように決定

11.25国立予防研究所,インフルエン 

ザ罹患者はすでに国民の4〇〜60%に 

達したと発表.

12.14厚生省,昭32年度版『厚生白書』 

を発表（国民の貧富差は開く 一方で

12.26 東大の市川教授ら,梅澤博士

（国立予防衛生研究所）発見のカナ
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

7.- 売春対策推進委員会設置（婦人 

保護施設を全国47カ所にまで拡大設 

置）.

7.30厚生省保険局長,昭31年度の政 

管健保財政40億円の黒字と言明.

7.31全国町村会,国民健康保険の全 

町村実施と助成について要望.

に関する条約」（6. 26）採択.

12.一 「出かせぎ労働者の社会保障に関 

するヨーロッパ条約」がIL〇とヨー 

ロッパ石炭鉄鋼共同体最高機関の共 

同でつくられ,ローマで調印.

8.13岡山療養所の結核患者朝日茂, 

厚生大臣裁決を不満として東京地裁 

に提訴（「朝日訴訟」.現行の生活保 

護費は憲法第25条違反）.

8.27外務省,ソ連外務省へ4項目申 

入れ（帰国希望者の引揚げの早期実 

施,状況不明者の調査など）.

8.- 厚生省,無料低額診療事業の運 

用基準を通知（患者の60%以上が生 

活保護者,低所得層であることな 

ど）.

〇 売春防止法の全面施行に備えての 

行政措置の強化について閣議决定.

8.1 厚生省に社会保障制度の数理的 

調査を行う数理管理官を設置.

8. 2臨時医療保険審議会小委員会, 

診療報酬の単価問題で医系委員の総 

引揚げにより流会.

8.15日経連,健保単価の引上げ反対 

を政府に申入れ.

8.31 厚生省,1点単価は10円に固定 

し,点数の改正を行う基本方針を決 

定（医療費増を200億円以内に抑制）.

9.10厚生省,中医協に診療報酬の8. 5 
%引上げと甲乙2表の算定案を諮問.

9.13日本医師会,診療報酬の単価お 

よび点数改正に絡み,保険者を侮辱 

するポスター掲示.保険官僚,保険 

者団体を批判するビラを飛行機から 

撒布（問題化）.

10. 2日本医療労組,国庫負担による 

医療費の即時引上げを要求

10.19厚生省,国民健康保険法改正要 

旨を発表（市町村の実施義務付け, 

給付費の2割5分,事務費全額の国 

庫負担,給付率の法定化,調整交付 

金制度の創設など）.

10.25自治庁,国保事業の現況と問題 

点を発表.国保財政の健全化の必要 

を厚生省に警告.

10.29厚生省•自治庁,国保計画推進 

のための協力を申し合わす.

11.26第1回全国母子衛生大会開催.

12.13厚生事務次官,婦人更生資金制 

度要綱を通知（生業資金10万円まで,

12.23社会保険審議会,合理化をとも 

なわぬ診療費引上げ反対などを厚相
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

12.11100円硬貨発行・ あり,医師•病院の都市偏在が著し マイシンの臨床結果を発表.抗生物

12.1?閣議,新長期経済計画（昭33〜37 いと指摘）. 質の有効性を確認.

年）を決定（年平均6. 5%の成長, 12.17中央賃金審議会,最低賃金制の 12.28食品,添加物,器具及び容器包

社会保障についても考慮）. 答申案を決定（全産業一律方式は見 装の規格基準改正告示（食用タール

> 通産省,鉄鋼大手7社の減産方針 送る）. 色素等の成分規格およびパラオキシ

を决定. 12.19社会保障制度審議会,恩給等の 安息香酸,エチル等の使用基準を改

12.20第28回通常国会（翌年1.25開会 増額に関する意見書を提出. 正）.

式,4. 25解散）. > 厚生省,アイスクリーム類の規格 

基準を設定.

—— この年,なべ底不況（昭32年下 この年,部落解放政策要綱作成. —— この年,第1回歯科疾患実態調

半期〜昭33年下半期）,国際収支赤 査の実施.

字となる. 〇成人病予防対策協議連絡会設置.

> 本年度より,と畜場再建整備10年 

計画実施.

昭和33年

1.20日本・インドネシア平和条約お 1.24中央職業安定審議会,労相に対 1.1! 専門医制度調査会発足.

よび賠償協定署名. し5人未満事業所に失業保険適用を 

答申.

1.28自民党,社会保障問題調査会の 

設置を決定.

2.12産業合理化審議会開催. 2.14閣議,最低賃金法案を决定

3.10「銃砲刀剣類等所持取締法」公布. 3. 6総理府統計局,1月の完全失業 3. 8昭32年度の『国民栄養白書』を

3.18文部省,小中学校で道徳教育実 者数53万人,前月より10万人急増と 発表（国民の4人に1人が白米を食

施を決:定. 発表. べることで脚気患者が増えていると

3.20通産省,綿糸3割,人絹糸5割 3.21炭労臨時大会,賃上げで長期闘 警告）.

の操短を勧告. 争体制を打ち出し,3.13〜6.18にわ 3.17 WHO西太平洋地域性病講習会東

3.24全日本農民組合連合会結成（農 たり90日スト決行. 京で開催（〜3. 29）.
民組織統一される）. 3.24厚生省,医療保障制度について,

3.28閣議,電力広域運営方式の採用 医療保障5人委員会に諮問

を決定（全電力業界の協力体制によ 3.- 人口問題審議会,潜在失業対策

る効果的運営を打ち出す）. に関する決議.

3.3!「道路整備緊急措置法」公布（揮 

発油税収入を財源とする高速自動車 

道その他主要道路の急速整備）.

4.11農林省,農業の体質改善等にっ 4.16人口問題審議会,内閣に対し潜 4.10「学校保健法」公布.

き新政策を決定. 在失業対策に関する建議を提出. 4.1? 「角膜移植に関する法律」公布

4.15農林省,3月末の霜雪害は戦後 4.22「国会議員互助年金法」公布. （7.16施行.死者の眼球の摘出を合

最高と発表. 法化）.

4.24「下水道法」公布. 4.19予防接種法改正法公布（7.1施行.

4.25衆議院解散（話合い解散）. しょう紅熱を予防接種法上より削

4.30刑法改正公布（あっせん収賄罪, 除）.

凶器準備集合罪を新設）. 4.23「衛生検査技師法」公布（衛生検 

査技師制度創設）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

支度金1万5000円までなど）.

12.24厚生省社会局長,低額所得者に 

対する医療費貸付資金について通知•

12.25駐ソ日本大使館,次回の帰還予 

定者1122名,死亡者895名,既帰還 

者139名の名簿をソ連より受領（昭31.
1.31の消息調査の最初の回答）.

に建議.

この年,先天性股関節脱臼及び 

脊髄性小児麻痺の特別対策実施要領 

示される.

—— この年,健保法改正反対運動全 

国各地に起こる.

昭和33年

3.1国立ろうあ者更生指導所設置.

3. 4中国紅十字会会長李徳全女史, 

永久帰国者400名以上,遺骨2000柱 

を送還する旨,北京訪問中の勝間田 

清一氏に発表.

3.25日本社会事業大学開設（日本社 

会事業短期大学から4年制大学とな 

る）•

>売春防止法改正法公布（4.1施行・ 

売春に関し裁判所の補導処分を追 

加）.

3.31社会福祉法人施設に身体障害者 

の公費による収容委託開始（身体障 

害者福祉法改正）.

4.1売春防止法中,刑事処分規定が 

発効（同法が全面施行）.

〇社会福祉事業法改正法公布（結核 

回復者後保護施設,隣保事業を社会 

福祉事業に追加）.

4. 9中国紅十字会,帰国希望の日本 

人は2000名増加したと引揚げ3団体 

あて通告.

4.18母子福祉資金の貸付等に関する 

法律改正法公布（生業資金の貸付額 

は5万円から10万円となる）.

4.28国立聴力言語障害センター,東 

京都新宿区戸山町に開所.

1.18厚生,大蔵両省,医療費の8. 5% 
引上げ,10.1実施を原則的に了解 

（予算額は40億円）.

2.11厚生省,全国課長会議で健保組 

合の積極的育成を指示.

2.19厚生省,社会保障制度審議会に 

国民健康保険法要綱案を諮問.

3. 4社会保障制度審議会,国民健康 

保険法要綱案について厚相に答申 

（3割国庫負担を要求）.

3. ?農林漁業団体職員共済組合法案 

を閣議決定（ただし以後は各種年金 

の新設を認めないと申合せ）•

3.26国民年金委員が国民年金制度検 

討試案要綱（試案）を発表（適用対 

象:自営業者等,年金の種類:老齢年 

金•廃疾年金•遺族年金,老齢年金 

の額:40年加入,65歳から5万4000 
円）.

4.1国民年金準備委員会,厚生省に 

設置（事務次官,関係部局長で組 

織）.

4.13第28回通常国会に国民健康保険 

法案を提出（国会解散により廃案）.

4.15厚生年金病院東京高等看護学院 

開設.

4.20昭33年度厚生年金還元融資の方 

針決定住宅30億円,病院39億円, 

保健厚生施設4億円.

4.23自民党選挙公約として,国民年 

金制度の昭34年度創設を決定.

4.28「農林漁業団体職員共済組合法」

1.1欧州経済共同体（EEC）発足.

1.3! 米,人工衛星打上げに成功.

（英）1〇.- 政府（保守党）,『老齢者の 

保護,国民保険の将来の発展』と題 

する白書を議会に提出（所得比例年 

金の創設を提案）.

一1944年法につづく「身体障害者雇 

用法」を制定（国務大臣により身障 

者を登録し,企業に一定割合の雇用 

を強制）.

> 政府と製薬企業の合意により任意 

薬剤価格規制制度発足.

（米）身障者雇用の法改正（地方自治体 

が運営する庇護工場に対し,中央政 

府より援助）.

〇 食品,医薬品,化粧品法の改正に 

より,新しい食品添加物について, 

販売前にFDAに安全性の報告を義 

務づけるとともに,発がん物質の承 

認を禁止する.

（仏）12. 8財政状態に関するリュエフ 

委員会,財政経済建直し救国計画を 

政府へ答申（通貨の防衛と経済の均 

衡を実現するために社会保障支出の 

節減を要求する諸改革を勧告）•

12.11 大統領令により,病院組織の近 

代化（地方病院の再編成,総合病院 

の救急医療,外来診療,居宅診療体 

制なども開始）.

12. 23非行児童,危険にさらされてい 

る児童を社会扶助で施設に入所させ 

ることができる法令公布・

12. 31 政令により,医療保険の診療報酬,
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5.1「公立義務教育諸学校の学級編成 5.1文部省に体育局設置,学校保健 5.1厚生省,化粧品適正広告基準を

及び教職員定数の標準に関する法 課が置かれる. 通知.

律」公布（50人学級）. 5. 2 「職業訓練法」公布（7.1施行・ 5.10「調理師法」公布（11.9施行.条

5. 2長崎国旗引下げ事件起こる（長 身体障害者職業訓練所設置も規定）. 例により規定されていた調理師の資

崎の切手展で,一青年が中国国旗を 5.10失業保険法改正法公布（5人未 格等について全国統一を図る）.

引きずりおろす.5.10中国,対日輸 満事業所の雇用労働者への施策改 5.14厚生省,行政管理庁の結核行政

出許可証の発行を停止（日中貿易中 善). が不十分との勧告に応え,保健所の

絶)). 5.20 「駐留軍関係離職者等臨時措置 強化,医療費国庫負担など貧困患者

5.21総理府に放射線審議会設置. 法」公布. 対策を推進することを決定.

5.22第28回衆議院総選挙（自民287, 5.20日赤長崎原爆病院開院.

社会166,共産1など）. 5.23中央環境衛生適正化審議会設置.

6. 8大内兵衛の主唱する憲法問題研 6. 9厚生省,昭32年人口動態を発表 6.10本州製紙江戸川工場の廃水放流

究会第1回会合. （出生率1000対17.2,自然増加は81 に抗議して,千葉県の漁民工場に乱

6.10第29回特別国会召集（6.17開会 万人）. 入.

式,7. 8閉会）. 6.18伝染病予防調査会,小児マヒ対

6.12第2次岸信介内閣成立（厚相橋 

本龍伍）.

6.13通産省,鉄鋼一貫メーカー 7社 

と協議,不況打開に公開販売制実施 

を決定

6.16日米•日英原子力協定署名.

6.24阿蘇山大爆発（死者12名）.

策で厚相に答申.

7.1中小企業信用保険公庫設立. 7.1労働省に職業訓練部,労働福祉 7.28厚生省,保健所における医療社

7. 5アラビア石油,クウェート国王 審議室を設置. 会事業の業務指針を通知（医療社会

と中立地帯沖合油田開発利権協定に 7. 9全日本同和対策協議会,地方改 事業従事職員の業務を医療チームの

調印・ 善事業協議会を通じ各省に陳tW （同 一部門として位置づける）.

7. 9市町村立学校職員給与負担法改 和対策審議会の設置および国会内に > 厚生省,無医地区調査を実施（1184
正法公布（いわゆる管理職手当法）. 同和特別委員会の設置等）. カ所）.

7.11「経済基盤強化のための資金及び 7.10『労働白書』,雇用問題深刻化を > 日本対ガン協会設立.

特別の法人の基金に関する法律」公 指摘.

布（政府出資金運用の基準法規）. 7.1! 建設省『建設白書』を発表.住

7.25日本貿易振興会（JETRO）設立. 宅不足200万戸を越ゆ.

7.18王子製紙労組,賃上げ等で無期 

限スト突入（12.9中労委あっせんで 

妥結）.

> 内閣審議室,社会保障に関する世 

論調査結果発表（健保に引き続き加 

入希望73%,やめたいもの1%,年 

金実施希望65%）.
7.2!厚生省,社会保障制度に関する 

世論調査を実施

8.15閣議,織機7万台買上げなど繊 8.1労働関係閣僚懇談会初会合（公 & 7水俣奇病対策連絡協議会を中央

維不況対策を決定. 共事業の繰上げ施行,職安事務の充 に設置することを確認（厚生,通産,

実などを決定）. 農林,文部,運輸など関係省庁で構

8. 7労働省,本年上半期の労働情勢 成).

につき,失業保険受給者と企業整備 8.12学校保健法と公衆衛生関係法規

が急増したと報告. との関係について,文部,厚生両省

8.1!官公労41組合240万人,解散大会 より通達.

開催（傘下組合,総評に加盟）. 8.21 小児マヒ患者2000名を越す（厚

8.30労働省,職業病発生状況調査結 

果発表（かなりの職業病が潜在する

生省,全国に防疫対策指示）.
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4.30厚生省の屋上に初めて鯉のぼり 

を掲揚.

5.!児童福祉法改正法公布（未熟児 

養育医療および訪問指導制度創設）.

＞戦傷病者戦没者遺族等援護法等改 

正法公布（準軍属（彼徴用者,動員 

学徒,女子挺身隊員など）制度創設. 

障害年金,遺族給与金支給）.

5. ?「社会福祉事業等の施設に関する 

措置法」公布（国の普通財産の無償 

貸与.民間社会福祉施設92の賃貸料 

4960万円が無料になった）.

6. 4中国政府,元日本婦人の里帰り 

を中止する（岸内閣が中国人民の敵 

視を継続する限り）旨通知.

6. 5国立精神薄弱児施設・秩父学園, 

所沢市に開設（昭38.10.1国立秩父 

学園に改称）.

6. 6厚生省,児童遊園設置要綱実施.

6.-厚生省児童局長通知,保育所の 

運営について.

7.1厚生省,保育所措置費の保育単 

価制実施（保育単価制による措置費 

の支弁と,課税階層別徴収金基準額 

による費用徴収の制度創設）.

公布（昭34.1.1施行.農業協同組合, 

水産業協同組合等の農林漁業団体の 

職員を組合員とする.厚生年金保険 

より分離）.

5.1「国家公務員共済組合法」公布 

（7.1施行.5現業の職員に対し,恩 

給と共済年金を統合）.

6.14社会保障制度審議会,国民年金 

制度に関する基本方策について首相 

に答申.

6.30厚生省,社会保険診療報酬の点 

数改正を告示（甲乙2表,基準看護, 

基準給食,基準寝具など.10.1実 

施）•

7.29国民年金委員,国民年金制度構 

想上の問題点を厚相に報告（各種公 

的年金制度の適用者をすべて加入さ 

せる二重加入方式を提案）.

薬剤費の償還率を80%などを規定.

（西独）12. 2!「年金額の調整に関する法 

律」を制定（年金額を1.061倍に）.

（スウェーデン）2.—政府,無拠出国民 

年金を大幅に改善する10年計画と補 

足的所得比例年金制度の基本原則を 

示す法案を提出.

4.-  即成アパートを老人用に改造す 

るため国庫補助を交付.

8. 29外国に居住するスウェーデン市

民に対し,疾病給付を行う条令 

（460号）公布・

（ノルウェー）12.12被用者全部に対す 

る強制的な「雇用傷害保険法」公布.

（オーストリア）農林業者の年金保険を 

制定（農林業者およびその被扶養者 

のための付加的年金保険）.

（ニュージーランド）財源調整法の修正 

で,社会保障税に所得比例による方 

式を採用.

（国際）4.29 ILO第41回総会ジュネー 

ブで開催（〜5.14）.条約104号「国 

の発給する船員の身分証明書に関す 

る条約」,109号「賃金,船内労働時 

間および定員に関する条約」（5.14） 
など採択.

6. 4 ILO第42回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 26）.条約110号「農園労働 

者の雇用条件に関する条約J,11!号 

「雇用及び職業についての差別待遇 

に関する条約」など採択.

9. 25 EECが「移住労働者の社会保障

に関する規則」を制定.

11.30第9回国際社会事業会議,東京 

で開催（〜12.6.参加国42,国際団 

体16,参加人員約1500人.テーマは 

'社会的ニードを満たすための資源 

の動員'）•

8.12厚生省,母子健康センター設置 

要領を実施（農山村における安全か 

つ衛生的な施設内分娩の促進）.
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9.2?狩野川台風,中伊豆に大被害.

9.29第30回臨時国会召集（翌日開会 

式,12. 7閉会）.

9.30閣議,独禁法改正案を決定.国 

際競争力の強化,過当競争の防止な 

どをめざす（不成立）.

1〇.8政府,警察官職務執行法（警職 

法）改正案を国会に提出（審議未 

T）.
10. 9日米原子カー般協定署名.

10.15日本・ラオス間経済および技術 

協力協定署名.

10.16蟹職法改悪反対国民会議開催.

10.24大蔵省•日銀,本年度上半期の 

国際収支は黒字に転じたと発表.

10.28日ソ間バーター協定署名.

〇日教組,勤評闘争.

11.1 特急こだま運転を開始.東京一神 

戸間6時間50分.

11.4政府•与党,衆議院本会議会期 

40日延長強行.社会党は審議拒否を 

決定.

11.22警職法審議未了となる.

11.27皇太子殿下,正田美智子さんと 

婚約発表.

12.11万円札発行.

12.10第31回通常国会召集（翌年1.26 
開会式,5. 2閉会）.

12.12政府,東海道新幹線を昭34年度 

から5カ年計画で着工することに決 

定.

12.23 東京タワー完工式.

ことを明示）.

9.15日本労働協会設立・ 9.17厚生省,「予防接種実施規則」制 

定.

1〇・6社会保障制度審議会,中小企業 

労働者等福利共済制度につき勧告.

10. 8自民党同和問題議員懇談会発足.

10.10厚生省,上半期の人口動態発表 

（出生率増,死亡率減,事故•自他 

殺増,結婚率増などの現象を報告）.

＞労相,臨時中小企業労働対策委員 

に中小企業の退職金制度を諮問.

10.17内閣に同和問題閣僚懇談会の設 

置を閣議決定.

11.12労働省,第1回雇用問題懇談会 

を開催.

10.18厚生省,魚肉ソーセージ等の亜 

硝酸銀の含有量を規制.

＞各地に小児マヒが発生,指定伝染 

病となる.

10.- 完全給食制度を基準給食制度に 

改める.

11.12第7回国際らい学会,東京で開 

催（〜11.19）.

12. 2昭33年度『厚生白書』,総合的社 

会保障の実現を要望.

12. 9雇用審議会,失業対策に関し公 

共事業,職安強化など答申案决定.

12.1!経企庁『生活白書』,低所得層に 

対する社会保障の充実が経済の成長 

促進に役立つと説明.

12.25厚生省,人口動態発表.出生率 

はやや増加,死亡率は減少,平均寿 

命は男65歳,女69歳と発表.

12.! 厚生省に麻薬対策連絡会を設置 

（麻薬中毒患者,推定4万人）.

12・6厚生省,公的医療機関整備5力 

年計画を発表.

12.25「公共用水域の水質の保全に関す 

る法律」公布.

〇 「工場排水等の規制に関する法律」 

公布.

この年,エネルギー革命の進展 

顕著.

昭和34年

1.1メートル法の完全実施.

1.9閣議,旧地主補償の審議会設置 

を決定.

1.12橋本厚相,文部大臣に就任.後 

任に坂田道太.

1.14第3次南極観測隊,1年間昭和 

基地に放置された犬（太郎,二郎） 

の生存確認.

1.19三井鉱山,人員整理をふくむ再

1.26岸首相,社会保障制度審議会に 

社会保障の費用負担の総合調整にっ 

いて諮問.

1.2!予防接種実施要領の制定.
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9.24厚生省,国民年金制度要綱第1 
次案を発表.

9.29第30回臨時国会に国民健康保険 

法案を提出（12. 4審議未了 •廃案）.

10. 6社会保障制度審議会,年金制度 

の通算等について（第2次）,首相 

に答申（二重加入方式は採らず）.

11.23第2回国際児童福祉研究会議, 

東京で開催（〜11-27.家庭におけ 

る児童をテーマ）.

11.30第9回国際社会事業会議,東京 

で開催（〜12. 6.テーマは社会ニー 

ドのための資源動員）.

12.10第31回通常国会に国民健康保険 

法案を提出.

12.27「国民健康保険法」公布（昭34. 
1.1施行.国民皆保険体制の整備）.

12.31社団法人国民健康保険中央会設 

立（全国国民健康保険団体中央会を 

改組）.

— この年,未熟児に対する訪問指

導,養育医療制度実施.

> 全日本精神薄弱者育成会,三重県 

名張市に名張育成園設置（精神薄弱 

児のアフターケア施設）.

昭和34年

1.22社会保障制度審議会,国民年金 

法制定について了承の答申（諮問1.
14）.

1.27岸首相,第31回通常国会で,国 

民年金の実施,退職金制度の創設な 

ど,政府の方針を表明.

11.20欧州自由貿易連合結成調印（英, 

オーストリア,デンマーク等7力 

国）.

（英）7.- 国民保険改正法制定（積立 

方式から賦課方式に移行.ベパリッ 

ジ原則による均一方式を修正し比例 

年金制を導入.1961.4.3実施）.

& 一「精神衛生法」公布（患者の強制
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建案を提出.石炭不況深刻となる.

1.26世界平和アピール委,'力の政策 

をやめ核兵器の脅威を除く世界新秩 

序宣言’を政府・国会に要請.

1.27原子力燃料公社,東海精練所ウ 

ラン精練の試験操業を開始.

2.16新硬貨100円銀貨,50円ニッケル 2. 9総理府,昭33年平均労働人口は 2.12厚生省食品衛生調査会に,水俣

貨,10円青銅貨の出現. 4400万人で前年に比し29万人増と発 病特別部会を設置.

2.20第2次道路整備5カ年計画,閣 表. 2.- 毎年2月の第1週を成人病予防

議決定 2.13在日朝鮮人中,北朝鮮帰還希望 週間として実施.

> 総理府に科学技術会議設置. 者の取扱いに関する件,閣議了解.

3. 2カンボジアと経済技術協力に署

2.18労働問題懇談会,ILO条約87号 

を批准すべきものと答申.

2.19衆院社労委,最低賃金法案を強 

行採決.社党国会審議を拒否.

3.1経済企画庁に水質審議会を設置. 3.3!昭33年の国民栄養調査結果を発

名（賠償請求権放棄に対し,3年間 3. 3「未帰還者に関する特別措置法」 表（日雇,家内労働世帯の栄養水準

に15億円の資材・役務を無償供与）. 公布（4.1施行.特別措置戦時死亡 が極めて低位）.

3.13大蔵省,貿易為替自由化方式を 宣告制度）.

決定. 3. 4厚生省児童局長・建設省住宅局

3.1?「首都圏の既成市街地における工 長,母子世帯向住宅の建設等につい

場等の制限に関する法律」公布. て通知.

3.20 「工場立地の調査等に関する法 3. ?自民党7役会議,自民党同和対

律」公布. 策特別委員会設置を決定.

3.28安保改定阻止国民会議の結成. 3.13総理府,昭33年度家計調査を発

総評•社会党など134団体が参加 表.実収入6.1%増.

3.30東京地裁,砂川事件で外国軍隊 3.26「就学困難な児童及び生徒のため

の駐留を違憲と判決. の教科用図書及び修学旅行費の給与

4. 8自民党7役会議,日米安保条約

に対する国の補助に関する法律」公 

布.

3.27総理府内閣審議室主催,第1回 

同和対策各省庁打合会開催.

3.30「特定港湾施設整備特別措置法」 

公布・

4.15「最低賃金法」公布（事業•職業 4.-厚生省に医療制度調査会設置.

改定要綱•行政協定調整要綱を決定. の種類や地域に応じて業者間協定方

4.10皇太子殿下,正田美智子さんと 式を採用（7.10実施））.

結婚. 4.27 ILO年次報告,日本の雇用問題

4.13経済閣僚懇談会,石炭不況対策 に警告.同炭鉱委,世界的不況の石

のため操短を業界に指示することを 炭産業に保障賃金制度を要望.

決定.

> 「特許法」公布（全面改正）.

> 「商標法」公布（全面改正）.

〇「意匠法」公布（全面改正）.

>「実用新案法」公布（全面改正）.

4.14「首都高速道路公団法」公布（6. 
17設立）.

4.15安保阻止国民会議第1次統一行 

動.

4.16日経連総会,経済•経営の体質 

改善,労使関係の安定,政局の安定 

に関する見解を発表.

4.20「国税徴収法」公布.

5.13南ベトナムと賠償協定,借款協 5. 6自民党政策審議会,同和対策要

定署名. 綱を決定
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3. 3「未帰還者に関する特別措置法」 

公布（4.1施行）.

3.13社会福祉事業法改正法公布（4.1 
施行.精神薄弱者援護施設を第一種 

社会福祉事業とする）•

3.24社団法人全国精神薄弱児育成会, 

社会福祉法人全日本精神薄弱者育成 

会と改称.

3.28骨関節結核にかかっている児童 

に対する療育の給付制度創設.

> 千鳥ケ淵戦没者墓苑竣工（氏名不 

詳の遺骨安置）.

4.18消費生活協同組合法改正法公布 

（規約の変更•廃止につき行政庁の 

認可を要す）.

4.23消費生活協同組合法改正,公布 

（員外利用の許可をしてはならない 

場合の規定等制定）.

5.20第1回児童福祉文化賞贈呈

3. 2厚生省,各県民生部に国民年金 

課の新設を要請.

3.2?医療保障委員,医療保障制度の 

改革に関する最終答申を厚相に提出・

4.16「国民年金法」公布（11.1施行. 

拠出制は昭36. 4.1施行.国民皆年金 

体制の発足,自営業者•農業者を対 

象.老齢年金,障害年金,母子年金 

等の給付の他に無拠出制の福祉年 

金）.

4.26厚生省,年金の自主運営を大蔵 

省に申入れ.

5.15国家公務員共済組合法改正法公 

布（公務員恩給を統合し,共済年金

収容も定め,地方自治体にケアを義 

務づける.196〇.1.1実施）.

—「養子縁組法」改正（子供と養父 

母との法的関係を可能な限り正常な 

親子関係と同じになるよう規定）•

（米）営利ナーシングホームに対し,連 

邦住宅庁から抵当保険が行われるこ 

ととなる.

A 全国労働関係法が改正され（ラン 

ドラムーグリフィン改正）,労働組合 

員の組合に対する権利が定められた.

（仏）1.5命令により心身未発達児の 

ために特別学級や施設の設置を規定 

（施設は通学教育費無料制）.

1.7危険にさらされている児童およ 

び少年の社会的・行政的保護を規定 

する法律制定.

> 社会保障の拠出金,給付,資金規 

貝山提訴機構など大幅変更（財政経 

済の立直し策の一環）.

-義務教育を延長（16歳まで）.

（西独）1〇.1「連邦結核援助法」（連邦 

社会援助法に吸収）により,結核患 

者の療養と社会復帰援助（学校教育, 

職業訓練,就職援助など）および生 

計費保護,予防的援助を開始.

12.11「石炭磁業被用者に対する特別調 

整措置の確保に関する準則」制定 

（失業時の救済,他職業への転職保 

護など）.

（スウェーデン）5.15付加年金案制定 

（196〇.1.1拠出開始,1963.1.!支給 

開始）.

（オランダ）io.1一般の寡婦および遺 

児年金制度,発効（オランダ在住の 

15歳以上の者すべてを強制加入）.

（ソ連）2. 5第21回共産党大会で,1959 
〜1965年の社会保障7カ年計画発表 

（託児所の2倍半増設,病床の倍加, 

各種年金の最低限の大幅引上げ,社 

会保険制度の強化）.

（国際）1.1EEC （欧州経済共同体）， 

「移住労働者の社会保障に関する共 

同規則」第3号,第4号を施行（加 

盟各国の労働者の社会保障上の均等 

の取扱い,権利,利益の保全を図 

る）.

5.12 第12回WHO^会,ジュネーブで
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5.26 1964年オリンピック開催地は東 

京と決定

6. 2第5回参議院議員選挙（自民71, 
社会38,緑風6,公明6,共産1, 
諸派無所属5）.

6.10日教組定期大会,勤評反対闘争 

に重点.

6.18岸内閣改造（厚相渡邊良夫）.

6.22第32回臨時国会召集（6.25開会 

式,7. 3閉会）.

7.11送りがなのつけ方,内閣告示.

7.21 経企庁,昭34年度『経済白書』 

で経済構造の近代化の必要を力説.

8・1日産自動車,ダットサンブルー 

バード発売（マイカー時代始まる）.

8.10最高裁,松川事件で原判決破棄, 

差戻し判決.

8.29日本・ハンガリー間国交回復に 

関する交換公文に署名（9.1ルーマ 

ニア,9.12ブルガリアと署名）.

9. 4日銀政策委,準備預金制度の発 

動を発表（日銀の金融政策手段の一 

っとして活用）.

9. 5電子工業審議会,電子計算機・ 

カラーテレビ等の振興を指定.技術 

革新進む.

9.23通産省,経済協力の現状と問題 

点を発表（東南アジア諸国との結束 

強化の必要を指摘）.

9.26伊勢湾台風.中部地方の被害甚 

大.

10.12日本,国連経済社会理事会の理 

事国となる.

10.18社会党西尾派,離脱して新党結 

成を表明.

10.25社会クラブ結成（社会党右派33 
議員が離党）.

10.26第33回臨時国会召集（翌日開会 

式,12.27閉会）.

10.29政府,所得倍増計画を審議会に 

諮問.1年後に成案を得る.

5. 8内閣同和問題閣僚懇談会,同和 

対策要綱了承（経済確立,環境改善, 

教育事業の推進）.

〇労働省,初の賃金構造調査発表.

5. 9 「中小企業退職金共済法」公布・ 

施行（7.1事業団設立）.

5.30雇用審議会,長期完全雇用政策 

を答申（多数不完全失業者の存在指 

摘,社会保障充実の必要を説く）.

6. 9労働省,労働市場の雇用情勢は 

景気回復につれやや好転と発表.

6.14人口問題審議会,第1回『人口 

白書』で人口の老齢化,労働人口の 

激増,貧困と疾病の悪循環などを指 

摘.

6.16厚生行政顧問として植村•小汀 

•長沼•三好を委嘱,医療保障委・ 

国民年金委廃止.

7. 8大蔵省,諮問機関として保険審 

議会設置.現行民営保険制度の再検 

討を諮る.

7. 9行政機関職員定員法等改正法公 

布（定員外職員の定員化）.

> 昭33年度『労働白書』,賃金・雇 

用は伸び悩みと発表.

7.16人事院公務員給与引上げ勧告, 

平均4.0% （政府4月から実施決定）.

8. 3社会保障推進協議会（総評•全 

医労など12団体）,社会保障費増額 

を厚生省に陳情.

9.26首相,社会保障制度審議会に皆 

年金皆保険達成後の制度の総合調整 

に関する方策を諮問.

10.26厚生省,薬務局に監視課設置 

（薬事監視管理官廃止）.

6.15伝染病予防法に基づき急性灰白 

髄炎を指定伝染病に指定〈告示〉.

6.16第2回水質審議会で調査基本方 

針,昭34年度調査実施計画を決める.

6.- 厚生省,寄生虫病予防対策実施 

要綱定める.

7. 2厚生省,全国36カ所の無庚地区 

に診療所を開設すること,辺地医療 

振興法の制定を次の通常国会に提出 

することなどを決定.

7. 3厚生省,戦後最高の赤痢発生に 

対し強権発動を含む防疫対策を全国 

に指示.

&一 関東地方を中心にアジ等魚類か 

ら腸炎ビブリオによる食中毒多発.

9. 3ソ連医学アカデミー,新日本医 

師会あて小児マヒ•ワクチン2万人 

分を寄贈.

9. 5厚生省,悪性新生物実態調査結 

果発表（患者の76%は40歳〜69歳, 

中国地方の日本海側で発生率高い）.

9. 8千葉県血清研究所,ソークワク 

チンの国内量産に着手,来春から本 

格的製造.

10.17 北九州で南方産フグによる食中 

毒発生.

10.19文部省,学生生徒の健康調査結 

果を発表（寄生虫•結核は減少,近 

視は10年間に2倍）.

10.21 環境衛生審議会,さきに専門部 

会で結論を得た理容業,クリーニン 

グ業の適正化基準を厚相に答申.
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6. 9日本心身障害児協会創設（重症 

心身障害児の医療,育成）•

6.1厚生省,国民年金審議会設置 

（有澤広巳以下11氏に委嘱）.

制度導入等）. 開催（〜5. 29）.マラリア対策のた 

めアフリカなどへ日本の医療技術を 

導入すること,天然痘予防接種の普 

及に日本の乾燥ワクチンを利用する 

ことを決定.

6. 3 ILO第43回総会,ジュネーブで 

開催（〜6. 25）.条約112号「漁船員 

として使用することができる最低年 

齢に関する条約J,113号「漁船員の 

健康検査に関する条約」など採択.

11.30国連第14回総会で,「児童権利宣 

言」を採択（人類は児童に最善のも 

のを与える義務がある）.

7.1厚生省,精神薄弱児全国実態調 

査を実施（児童1000人中3. 3人.要 

収容保護者3万8000人）.

&13日本•北朝鮮赤十字代表,カル 

カッタで「在日朝鮮人の北朝鮮帰国 

に関する協定」に署名（12.14帰還 

第1船新潟出発）.

9.10炭鉱失業者救済の'黒い羽根'募 

金運動,福岡で開始.
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10.3!初の『教育白書』（わが国の教育 

水準）公表.

11.11政府,対ドル地域の一定品目の 

輸入自由化を発表.

11.27安保阻止第8次統一行動,国会 

請願のデモ隊約2万人,国会構内に 

入る.

> 民社クラブ結成（社会党議員12人 

離党）.

11.28経企庁,『国民生活白書』を発表 

（公共生活環境施設の未熟,階層間 

の不均衡を指摘）.

12. 4「昭和34年7月及び8月の水害又 

は同年8月及び9月の風水害を受け 

た地方公共団体の起債の特例等に関 

する法律」公布.

12.16最高裁,駐留軍は違憲でないと 

砂川事件伊達判決を破棄.

12.28民主社会クラブ結成（社会•民 

社両クラブ解散）.

12.29第34回通常国会召集（翌年1.30 
開会式,7.15閉会）.

この年,いわゆる岩戸景気（昭34 
年下半期〜昭36年下半期）.輸出量, 

戦前水準を回復.

11・7第1回日本老人学会開催（老年 

と定年制のシンポジウム）.

11.13労働省に臨時家内労働調査委員 

会設置.委員20名委嘱・

12. 2憲法調査会第38回総会,社会保 

障をとりあげ意見をきく.

12.10 7月から9月までの風水害にっ

き,伝染病予防法病院診療所の復 

旧・災害救助・社会福祉事業施設・ 

国民健保•福祉年金・母子福祉資金 

の特別措置法公布.

12.1! 三井鉱山,三池炭鉱の大量指名 

解雇を通知,長期ストに入る.

> 昭34年版『厚生白書』を発表（副 

題を〈福祉計画と人間の福祉のため 

の投資〉とし,長期計画の必要を訴 

える）.

12.18「炭鉱離職者臨時措置法」公布. 

この年,母子保健の所管換え 

（公衆衛生局から児童局へ）.

11・2水俣病問題で,漁民約1500人が 

新日本窒素水俣工場へ乱入.

11.12食品衛生調査会,水俣病の原因 

はある種の有機水銀化合物であると 

厚相に答申.

12.28食品衛生法施行規則改正公布 

（クエン酸等9品目を食品添加物と 

して指定.酸性亜硫酸カリウム等10 
品目の指定を削除）.

> 食品,添加物等の規格基準制定 

（食品,添加物,器具及び容器包装 

の規格基準及び食品衛生試験法を廃 

止し一本化）.

〇特殊調製粉乳等の規格基準を設定.

12.30水俣病患者互助会,新日本窒素 

・熊本県知事らからなる調停委の調 

停案受諾調印（いわゆる見舞金契 

約）.

ーこの年,厚生省,216保健所管轄地 

区を結核対策特別推進地区に指定.

昭和35年

1.5政府,貿易自由化を進めるため 

閣僚会議の設置を決定.

1.19日米新安保条約署名（有効期間10 
年,米国の日本防衛義務明確化）.

1.24民主社会党結成（西尾委員長）. 

階級政党にあらざる国民政党志向.

2.23浩宮徳仁親王御誕生.

3.25税制調査会,国民の税負担は国 

民所得の20%以下にとどめることを

1.2!総評,『賃金白書』を発表（賃ヒ 

げと労働時間短縮を要求）.

1.25三池労組,無期限ストに突入.

2.10労相,産業構造の変化,労働市 

場の特殊性に対応する雇用失業対策 

を雇用審議会に諮問.

2.1？総理府,昭34年全都市勤労世帯 

の家計調査報告（エンゲル係数は戦 

後初めて40%を割り39. 8%）.

3. 4 ILO第4回理事会,87号条約批 

准を日本政府に要請.

1.4クリーニング業法改正（衛生面 

の施設基準強化等）.

1.9水俣病総合調査研究連絡協議会 

発足（経企庁を中心に関係省庁,研 

究者等で構成）.

1.27医業類似行為に関する最高裁判 

所の判決が示される（無届出の医業 

類似行為業者でも,人の健康に危害 

を及ぼすおそれのない業務行為は禁 

止処罰の対象にはならない）.

2.11厚生省,薬品の乱売についてメ 

ーカー,業者に警告.

2.15薬事審議会,薬事制度の改善を 

答申（薬事制度の全面改正,薬局許 

可基準の強化など）.

2.20 日本で初の小児マヒ治療センタ 

-,武蔵野日赤で落成.

3. 8厚生省,正当な理由なく（創価 

学会員などの）埋葬を拒否できない
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12.14在日朝鮮人の北朝鮮帰還協定に 

よる第1船新潟港出港（トボルスク 

号,クリリオン号,975人乗船）.

12.1 東京都23区に国民健康保険実施.

--- この年,第1回全国家族計画大 

会開催.

> 厚生省児童局長より夏季における 

児童の健全育成対策についての通知 

が毎年出されることになる.

昭和35年

2.15保険医療機関の指導監査に関し, 

厚生省,日本医師会,日本歯科医師 

会で申合せ（前年8月,11月の保険 

医の自殺が背景.監査より指導重 

視）•

3.3!「精神薄弱者福祉法」公布（4.1 
施行.精薄者の更生援護と福祉の向

3.1社会保障制度審議会,社会保険 

等の適正な診療報酬を定めるための

9.14石油輸出国機構（OPEC）結成.

（英）2.18医師,歯科医師の報酬に関 

する王立委員会（ピルキントン委員 

会）の報告書発表（報酬引上げは22. 8 
%,医療費調査の特別委員会設置を 

提案,妥結）.

ー公衆衛生法改正（世界初の騒音防 

止規定を設ける）.

（米）3. 2?第6回ホワイトハウス児童 

会議がアイゼンハワー大統領の主催 

で開催（〜4. 2）.
9.13社会保障法改正（Kerr-Mills法） 

により老齢者医療扶助制度制定（低 

所得の高齢者の高額医療費を補助. 

io.i実施.メディケイドの前身）.

-「連邦危険物質表示法」が制定さ 

れ,危険な家庭用品等について警告
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基本方針に確認. 3.30労働省,昭34年『就業構造基本 と通達.

3.31不動産登記法改正法公布（土地 調査』を発表（雇用者は2017万人 3.1!結核予防審議会,結核医療基準

台帳•家屋台帳廃止）. 農村等は1488万人 雇用近代化の傾 にカナマイシン採用を答申.

> 「経済•技術協力のため必要な物 向を示す）. 3.15厚生省,『第1版食品添加物公定

品の外国政府等に対する譲与等に関 

する法律」公布（後進国援助を目 

的）.

> 「治山治水緊急措置法」公布.

3.3!「じん肺法」公布（4.1施行）. 書』を発刊.

4.26新安保阻止の全学連主流派,国 4.11次官会議,ILO条約87号批准に 4. 5厚生省,結核患者の実態調査結

会周辺で警官隊と衝突. ともなう国家公務員法整備方針を決 果を発表（新発生は30歳以上で急

4.28「四国地方開発促進法」公布. 定. 増）.

4.26結核予防全国大会,社会協力態 

勢・低所得階層結核対策など討議.

4.28医療制度調査会第1回総会開催 

（5. 28厚相,医薬制度全般の改善方 

策について諮問）.

4•一 国立精神衛生研究所に精神薄弱 

児部設置.

5.10農林漁業基本問題調査会,農業 5.10全日本同和会結成.

の基本問題と対策につき答申（自立 5.17「住宅地区改良法」公布（不良住

農家の育成,低生産性農家の離農促 

進）.

5.17米価審議会,米価算定小委員会 

案生産費•所得補償方式を採用.

> 政府,日本経済の長期展望を国会 

に提出（20年後の姿を展望し所得 

倍増計画の参考資料とする）.

5.20衆議院,暁の本会議で日米新安 

保条約を承認（以後国会空白状態, 

連日国会周辺にデモ）.

5.24太平洋岸に津波来襲（チリ津波）， 

北海道南岸,三陸沿岸に大被害（死 

者139人,被害家屋4万6214戸）.

5.30全国安全会議設置.

宅が密集する地区の改良事業）.

6.10 ハガチー事件起こる（来日した 6.23国家公務員災害補償法改正法公 6.1 厚生省,無医地区調査を実施

米大統領秘書ハガチー,羽田空港で 布（障害補償ー部年金化,打切補償 （1352 カ所）.

全学連のデモ隊に包囲される）. 制度廃止等）. 6.11「医療金融公庫法」公布・施行

6.15安保改定阻止国民会議,統一行 6.30労働省,昭34年度『労働白書』 （7.1同公庫設立•出資金10億円,借入

動を実施.夕刻学生7000人が国会に 

突入（死者1名）.

6.16アイゼンハワー米大統領に訪日 

延期を要請することを閣議決定.

6.19新安保条約協定自然承認（6.23 
批准書交換,発効）.

6.24貿易為替自由化促進閣僚会議, 

貿易•為替自由化計画を決定（3年 

後80%達成を目標）.

6.25「道路交通法」公布.

に雇用は増加,賃金も上昇と発表. 金20億円）.

7.1自治省設置（自治庁廃止）. 7.27池田首相,新政策の重点を所得

>アジア経済研究所設置. 倍増と社会保障の推進に置くことを

7. 8農林省,昭34年度農家人口は46 指示.

万人減と発表.

7.18経企庁,昭35年度『経済白書』

7.30自民党に社会保障調査会新設.
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上）.

＞船員保険法改正法公布（5.1施行. 

年金給付の改善,保険料率の改定）•

4.1第16次生活扶助基準改定（老齢 

加算制度の創設）.

4.12厚生事務次官,心配ごと相談所 

運営要綱および同要領を通知（1000 
万円予算化,市町村社協が運営する 

心配ごと相談所に国庫補助を開始）•

4.22厚生省 母子福祉センター設置 

要綱を通知.

4.28中央児童福祉審議会,中央児童 

厚生施設特別委員会設置（皇太子殿 

下御成婚記念事業のこどもの国建設 

を審議）.

5. 4厚生省,児童手当制度の検討に 

着手.

5.18厚生事務次官,養老施設,救護 

施設および更生施設の設備および運 

営について通知.

5.21グアム島で元日本軍人（皆川文 

蔵氏）発見•救出（28日帰国）.

5.23グアム島で元日本軍人（伊藤正 

氏）発見•救出（28日帰国）.

6.17厚生省社会局長,精神薄弱者更 

生相談所の設置及び運営精神薄弱 

者職規委託制度の運営についてを通 

知.

＞厚生省社会局長,精神薄弱者福祉 

司の職務内容等について通知.

採るべき方策についての答申を決定・

3. 3福祉年金の支払開始（全国1万 

5000郵便局で一斉に開始）.

3.22政府管掌健康保険料率改正告示 

（保険料率1000分の63に引下げ）.

3.31失業保険法,厚生年金保険法, 

船員保険法,日雇健保法改正法公布.

4.19日本学術会議第7部会,現在の 

医療保険は制限診療によって良心的 

な診療ができず,医学研究の自由を 

妨げていると決議・

5.18厚生省,保険医および保険薬剤 

師の使用医薬品ならびに購入価格表 

告示（大衆薬を健康保険から除外, 

薬価1%低下）.

6.10国民年金審議会,各種公的年金 

の通算調整方式で厚相に答申.

のラベル表示を義務化.

（仏）3.15通達により精神病院の収容 

的性格を改善（治療とリハビリテー 

ション*センター的役割を持つこと 

になる）.

5.12政令により,「医道法」を定める 

（医師の良心的な診療と経済的公正 

などを義務づけ）.

＞ 政令により診療報酬制度の仕組み 

改革（診療報酬を医師と社会保障基 

金の間に協定された基準料金表によ 

る）.

7. 28フランス政府は,人身売買,売 

春行為の搾取を抑圧する協約を批准 

（売春婦の健康保護に社会的保護を 

強化）.

（西独）1〇.1「新年少労働者保護法」制 

定（児童労働の全面禁止,外国人・ 

海外居住者のための年金制度を規 

定）.

一 「住宅手当法」制定（家賃,住宅 

所有者負担が所得の一定割合を超え 

る場合の補助制度創設）.

（スウェーデン）1.1 公的年金に所得 

比例方式が導入されたことにともな 

う私的年金の改編により,ATP制 

度（統一的企業年金,公的年金に対 

する補足年金）制定.

5. 5「遺児年金に関する法律」公布.

（ノルウェー）2. 2総合的社会保険制 

度として疾病,廃疾,社会復帰扶助 

を含む法律制定.

（国際）世界精神衛生年,国連決議.

7.1厚生省社会局,第3回全国身体 

障害者実態調査を実施（該当者95万 

人（人口1000人対10. 2人）,肢体不 

自由59・6%）.
〇厚生事務次官,婦人保護施設運営
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＜日本経済の成長力と国際競争力〉 

を発表（機械工業が高成長の持続を 

主導し 技術革新•消費革命に対処 

の要ありと強調）.

[＞第35回臨時国会召集（翌日開会式, 

7. 22閉会）.

7.19池田勇人内閣成立（厚相中山マ 

サ）•

7.26第1回国家公務員採用上級（甲 

種,乙種）試験実施.

8.1 山谷のドヤ街で住民3000人暴動, 8.1社会保障制度審議会,首相あて 8.1原子爆弾被爆者の医療等に関す

マンモス交番に投石・放火. 社会保障制度の推進についての申入 る法律改正法公布•施行（特別被爆

8.15全国農民同盟結成（農民統一組 れを提出. 者制度,医療手当の創設）.

織,2年で分裂）. 8. 7池田首相,減税,社会保障,公 ＞ 第1回がんセンター設立準備委員

8.18農林省,自立経営農家の育成等 共投資を政策の3主柱と所信表明. 会開催（がんセンター基本構想審

の新政策•農業基本法制定を唱う. 8. 8人事院公務員給与引上げ勧告, 議）.

平均12.4%,政府10月から実施を決 8. 3急性灰白髄炎緊急対策要綱,閣

定. 議了解.

8.13 「同和対策審議会設置法」公布 8. 9厚生省,イシナギの肝臓を有害

（総理府に同和対策審議会設置）• 食品に指定.

8.14労働省,新労働政策を発表（広 &1〇「薬事法」,「薬剤師法」公布（昭

域紹介による労働力の流動化,職業 36. 2.1施行.薬剤師の身分法,薬事

訓練,失業対策など）. 法から分離独立）.

8.16内閣に炭鉱離職者対策推進本部 8.16厚生事務次官,保健所の運営改

設置. 善について通知（保健所の規格基準

9.1石炭鉱業合理化事業団発足（石

を都市,農山漁村,両者の中間およ 

び人口稀薄な地域の4型に分類）.

8.29厚生省,東南アジアに対する医 

療協力を決定.

9.1 愛の献血運動始まる（〜9. 31）.
炭合理化長期計画の一環）. 9. 2厚生省公衆衛生局長,保健所の

9. 5池田首相,高度成長・所得倍増 運営について通知.

などの新政策を発表. 9. 6北海道で小児マヒ大流行（患者

9.10カラーテレビジョン放送開始. 1000名を超える）.

9.13社会党,経済4カ年計画を発表 9. 8 0ソ協会,ソ連から小児マヒワ

（成長率を8〜10%とする）. クチン600人分が贈られたと発表.

〇経済審議会,所得倍増計画で成長 厚生省さらに大量輸入を要望.

率を年7. 2%にすることを確認. 9.20第5回水質審議会で,水質の調

10. 3経済企画庁内に消費者物価対策 10.1国勢調査実施（総人口 9431万8501

査方法決定.

9.29厚生省,不良医薬品一斉検査結 

果を発表（また,医薬品広告の自粛申 

合せ要綱を作成,業者に実施を指示）.

10.! 広島,長崎両県•市は同時に被

連絡協議会設置. 人 産業別就業人口割合:第1次産 爆者調査を実施.

10.1!消費者物価対策連絡協議会,理 業32.6%,第2次産業29.2%,第3 10. 6厚生省,ポリオ予防接種の対策

容•クリーニング・酒・牛乳等値上 次産業38.2%.年齢構造の老齢化顕 要綱を決定.

げを調査（独禁法による値上げ抑制 著）. 10.19厚生省,公害防止調査会を設置.

を決議）. 10.11雇用審議会,石炭関係の雇用対 10.-国立療養所の再編成計画策定.

10.12浅沼社会党委員長,右翼少年に 策につき答申.

刺殺される. 10.15中小企業全国大会,中小企業の

10.17第36回臨時国会召集（翌日開会 社会保障確立などを政府に要望.

式,10.24解散）. 10.16労働省,上半期労働経済情勢に

11.1経済審議会,国民所得倍増計画

ついて常用雇用数は前年同期より11 
%増,賃金は10%上昇と発表.

11.1282日間にわたる三池争議解決. 11.1 東京医労連,待遇改善でスト
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要綱について通知.

7.25「身体障害者雇用促進法」公布・ 

施行（最低雇用率の義務付け（非強 

制））•

8. 4中央児童福祉審議会,児童福祉 

行政の刷新に関する意見具申（短期 

治療施設の整備と児童手当の創設検 

討）.

8.18日本医師会,制限診療の撤廃, 

単価3円値上げ,甲乙2表の一本化, 

地域差撤廃を要望.

9. 5日本•北朝鮮両赤十字代表,新 

潟で在日朝鮮人帰還問題について会

10.19「朝日訴訟」東京地裁判決（厚生 

大臣裁決取消.現行生活保護基準は 

憲法の理念に反する）.

9. 6資金運用審議会,資金運用部資 

金の運用について建議（還元融資, 

特別融資の大幅な実施,運用利回り 

の引上げなど）.

9.16国民年金審議会,国民年金積立 

金の運用について中間答申（被保険 

者の利益に役立つよう,資金運用部 

の機構改善か,自主運用の方法を講 

ずべき）.

1〇・1拠出制国民年金の加入受付開始 

（保険料徴収）.

10.12社会保障制度審議会,公的年金 

積立金を資金運用部の特別勘定とし 

て他の資金と区分して管理運用する 

よう首相,厚相,蔵相あて要望.

10.25拠出制国民年金の加入申込みは 

低調（厚生省,15日現在で9. 9%と 

発表）.

10.31 国民年金法改正法公布・施行 

（準母子年金,準母子福祉年金を創 

設）.

11・1 栃木県氏家町に,国立きぬ川学
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背 景

を答申（生活保護基準は絶対的なも 

のから相対的なものへ,経済成長率 

年平均7. 9%）.
11.4閣議,中小企業の年末融資に200 

億円を決定.

11.14日本・ブラジル間移住協定署名 

（リオ•デ•ジャネイロ）.

11.20第29回衆議院総選挙（自民296, 
社会145,民社17,共産3,うち婦 

人7）.
12. 5第37回特別国会召集（12.10開会 

式,12. 22閉会）.

12. 8第2次池田勇人内閣成立（厚相 

古井喜實）.

12.26第38回通常国会召集（翌年1・28 
開会式,6. 8閉会）.

12.27閣議,経済審議会答申国民所得 

倍増計画を決定（高度成長政策.社 

会資本の充実,産業構造の高度化, 

貿易と国際経済協力の促進,人的能 

力の向上と科学技術の進行,二重構 

造の緩和と社会的安定）.

＞「海外経済協力基金法」,「北陸地 

方開発促進法丄「中国地方開発促進 

法」公布.

—— この年,電気冷蔵庫普及,3種

の神器（テレビ・電気洗濯機•電気 

冷蔵庫）流行.

＞即席ラーメン,インスタントコー 

ヒーなどのインスタント時代.

社会保障一般

11・7総理府発表,9月の完全失業者 

数は7年ぶりで40万人を割り,35万 

人.

12. 2『厚生白書』〈福祉国家への途〉, 

わが国の現状からみて,福祉国家と 

しての水準は遠く西欧諸国におよば 

ないと言及.

12・9全国国民宿舎運営協議会結成.

12.28 厚生省,昭35年人口動態発表 

（出生率は戦後最低,婚姻率は高率 

を示す）.

衛生。医療

（病院スト.日赤,地方医労協にも 

拡大）.

12.1こどもを小児マヒから守る中央 

協議会の結成大会開催.

12.14 厚生省,小児マヒワクチンを生 

後6カ月から1年半の幼児130万人 

を対象とする,昭36年の予防接種計 

画を決定.

12.16厚生省,続発する病院ストに対 

処するために病院経営管理改善懇談 

会を設置.

この年より3年間,脳卒中予防 

特別対策を実施.

昭和36年

1.4経企庁長官,公共料金値上げ抑 

止を指示.

1.22厚生省,琉球政府の要請に基づ 

き医療協力の一環として医師13名派

1.26「薬事法施行令」,「中央薬事審議 

会令」,「薬剤師法施行令」,「薬剤師 

試験審議会令」公布（2.1施行）.

2. 5社会党,構造改革論を新方針に 

打ち出す.

2.26社会党,長期政治経済計画を発

2.27炭労,石炭政策転換を要求して 

大手14社一斉スト.

2.28定員外職員の常勤化の防止にっ

2.1厚生省,「生物学的製剤製造規 

貝IJ」制定（生物学的製剤の品質の確 

保や製造に用いる微生物による汚染
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

院（女子の教護施設）設置.

11.9全国婦人相談員連絡協議会発足.

12.16大蔵省,年金積立金は資金運用 

部で統一運用する従来の方針確認.

12.22国民年金審議会,国民年金積立 

金の運用について最終答申（年金積 

立金特別勘定の設定,年金福祉事業 

団の創設など）.

12.27厚生省,カナマイシンの保険採 

用と新結核治療指針を全国に通知.

この年,児童健全育成事業費補 

助金制度創設.

昭和36年

2.20厚生省,「保育所入所措置基準」 

を制定.

1.1カナマイシン（抗結核剤）,保険 

薬として指定•

1.6厚生省,医療費単価引上げ案に 

反対し総医療費の10%引上げ案を決 

める.

1.9日本医師会理事会,医療費値上 

げの厚生省案を不満として保険医総 

辞退をふくむ強力手段の実力行使を 

決定.

1.21国民年金積立金等の運用方針に 

ついて,厚生省•大蔵省申合せ（使 

途別分類の設定,年金資金を保険料 

拠出者等の生活の向上に充てるな 

ど）.

1.24社会保障制度審議会,公的年金 

積立金の特別勘定設定に関する要望 

書を首相,蔵相,厚相に提出.

2.1国民年金審議会,通算年金通則 

法の制定について答申（1.25諮問）.

2. 8古井厚相,社会保障制度審議会

1.3米国,キューパと外交関係断絶. 

4.12ソ連,人間（有人）衛星船ヴォス 

トーク1号打上げ成功.

5. 5米,人間（有人）衛星船打上げ 

に成功.

9.18ハマーショルド国連事務総長, 

飛行機事故死.

9.30経済協力開発機構（OECD）正 

式に発足.

（英）3.1国民保健サービスの薬剤の 

処方につき一部負担の強化を実施 

（処方の1品目ごとに2シリング, 

義歯費用の半額など）.

（米）5. 8社会保障法改正（失業家庭 

の児童に手当支給.また,老齢•遺 

族・廃疾保険制度の改正（6月）に 

より,男子の減額老齢年金を62歳か 

ら支給する）.
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

表し,重要産業の社会化,所得格差 

の是正を主張.

3.16海外経済協力基金設立・

3.3!「港湾整備緊急措置法」公布・

4.19ライシャワー米大使着任.

5.1政府,資本取引自由化を決定.

5.13自民,民社両党,政治的暴力行 

為防止法案を衆議院に提出（6. 8継 

続審議となる）.

6.10ガリオア・エロア債務返済に関

いて閣議決定（定員外職員の定数化 

処置にともなう措置）.

3. ?閣議,当分の間公共料金の値上 

げは認めないとの方針決定.

3.17厚生省,医療保障総合審議室を 

設置.

3.25 「就学困難な児童及び生徒に係る 

就学奨励についての国の援助に関す 

る法律」公布（4.1施行）.

3.27公労委,3公社5現業の基準内 

賃金1〇〜12%増を提示・

6.1厚生省統計調査部,機構改革

の防止）.

2. 7第14回WHO総会ニューデリーで 

開催（〜2. 24）.日本WHOの執行理 

事会の理事国となる（〜昭39. 6）.
2.16医務局国立病院課に,国立がん 

センター設立準備室設置.

3. 7厚生省,小児マヒ対策として外 

国製ワクチン緊急輸入.

3. 9全日本赤十字労組,賃上げ要求 

で無期限スト突入（5.16妥結）.

3.28予防接種法改正法公布（4.1施行. 

小児マヒ（急性灰白髄炎）の予防接 

種追加）.

3.29 厚主省,コロンボ計画による技 

術援助としてシンガポールへの医師 

の派遣を決める.

3.30病院経営管理改善懇談会,第1 
次答申を提出（経営合理化と病院ス 

トの解決を図るよう要望）.

3.31医療金融公庫法改正（資本金30 
億円に増額）.

3. -厚生省,医用電子機器等の医療

への導入のための諸方策を検討する 

ため医用電子技術懇談会を設置.

4.1「第7改正日本薬局方」公布•施 

行（第6改正日本薬局方を第1部, 

第2改正国民医薬品集を第2部とす 

る）.

4.18精神衛生法改正法公布（国庫負 

担2分の1から10分の8に引上げ）.

4. - 少年少女に睡眠薬遊び流行（11.
20厚生省,未成年者への睡眠薬販売 

を禁止）.

5.22古井厚相,総評に対し,ソ連か 

ら寄贈される小児マヒワクチン10万 

人分の受入れを表明（受入れ問題の 

紛争が解決）.

5.26結核予防法一部改正（命令入所 

患者等の医療費の国庫負担率の引上 

げ,結核対策の充実など）.

6.1 病院管理研修所を国にふさわし
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

4.1第17次生活扶助基準改定（生活 

扶助基準改定方式としてエンゲル方 

式採用）.

4. 3厚生省,へき地保育所設置要綱 

通知.

4. 4厚生事務次官,授産事業の振興 

対策についてを通達（家庭授産制度 

の創設）.

＞ 厚生省,軽費老人ホームの設置お 

よび運営について通知（利用料のみ 

徴収,老人対策の救貧からの脱皮）.

4. 6厚生事務次官,世帯更生資金貸 

付制度要綱を通達（世帯更生資金制 

度要綱および低所得者に対する医療 

費貸付制度要綱を廃止し,両制度を 

統合充実）.

4. 厚生省,日本心身障害児協会 

（島田療育園）に重症心身障害児の 

療育研究を委託（5.1重症心身障害 

児施設•島田療育園,東京都多摩町 

に開園）.

5. 5在日米軍より,こどもの国建設 

用地の返還.

6.12中央児童福祉審議会,児童手当 

に対し社会保険等の適正な診療報酬 

を定めるための採るべき方途につい 

て諮問•

2.19日本医師会,医療費値上げをめ 

ぐり全国一斉休診.

2.23社会保障制度審議会,通算年金 

通則法等の制定について首相,厚相 

に答申（2.14諮問）.

3. 2社会保障制度審議会,社会保険 

などの適正な診療報酬を定めるため 

にとるべき方針について答申.

3.20厚相,社会保障制度審議会の答 

申に基づき中医協の改組,中立的な 

医療報酬調査委員会の設置の方針を 

決める.

4.1 国民健康保険,全国に普及（国 

民皆保険の達成）.

＞国民年金保険料の収納事務の開始 

（拠出制国民年金発足）.

〇資金運用部資金法改正（資金運用 

審議会の改組,使途別分類の設置）.

4. 7内閣総理大臣,社会保障制度審 

議会に臨特医療報酬調査会（委員は 

学識経験者5人など）の設置につい 

て諮問（即日了承の答申）.

4. 8日本学術会議の医療特別委員会, 

現行医療保障制度を改め,療養費払 

い方式の併用を勧告.

4.15東京厚生年金会館開設.

4.- 薬価基準の改正を,今年度以降, 

診療報酬の改定と同時に実施（毎年 

実施を廃止.新薬の使用制限も撤 

廃）.

6. 4函館厚生年金老人ホーム開設.

8.-全国高齢者市民会議が発足（老 

齢者医療保険制度の創設をさけび運 

動を開始）.

〇 「コミュニティヘルス推進法」に 

より,地域保健の研究,実験が行わ 

れるようになる.

＞地域保健施設計画審議会,病院お 

よび関連施設の地域計画について報 

告を発表.

11.- 高齢化に関するホワイト•ハウ 

ス会議開催.

（仏）1.21農業労働者と農業経営者お 

よびその家族のための疾病,出産, 

廃疾保険制度を法律で規定（一般と 

は別建て）.

2. 8 一般の商工業被用者を対象とし 

て,全国的な補足的年金制度（AR 
RCO）の創設が労使団体間で協定.

8. 2空気汚染および臭気防止法制定 

（自動車の排気ガス規制）.

（西独）5. 30「戦争犠牲者扶助令」公布.

6.16「被用者有産化助成法」公布（中 

低所得者の資産作りを推進）.

6. 30これまでの生活扶助制度を「連 

邦社会扶助法」として公布（1962.
6.1施行.保護の請求権を認め物質 

的援助のほか人格的援助に価値を認 

めた）.

7.18児童手当法を改正（雇主が負担 

していた方式を国庫負担に改め,第 

3子からの支給を一定の収入以下の 

家庭の子に対しては第2子からとす 

る.4.1に遡って実施）.

&11「青少年福祉法」制定.

（伊）4. 8伊医師会所属医8万人,医 

師に対する増税法案に反対して一斉 

1日ストを行う.

（スウェーデン）7.1疾病保険と年金 

保険を管理する機関としての国家社 

会保険庁を設置.

スウェーデン4Hクラブ誕生・

（フィンランド）7. 8被用者に対する 

所得比例方式の従業員年金制度創設 

（補足的,通算企業年金）.

（デンマーク）4.- 年金支給開始年齢 

を男子67歳,女子62歳と2歳ずつ引 

き上げる.

-「国家扶助法」制定（公的扶助と 

社会福祉サービスを包括.保護費返
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冃 泉 社会保障一般 衛生 •医療

する日米両国の覚書署名（東京）.

6.12「農業基本法」公布（農業生産の 

選択的拡大,生産性向上,構造改善, 

流通合理化など）.

6.16経済閣僚懇談会,輸出振興策を 

決定.

6.17学校教育法改正法公布（5年制 

高等専門学校制導入）.

> 「原子力損害の賠償に関する法律」 

公布.

> 「公共用地の取得に関する特別措 

置法」公布.

6.22池田•ケネディ共同声明（日米 

貿易経済合同,教育文化,科学の3 
委員会設匿）.

6.24本州各地に集中豪雨続き,死者 

357人,被害家屋43万戸.

6.26通産省,工業適正配置構想発表.

7.1「割賦販売法」公布.

>新技術開発事業団設立.

7.18池田内閣改造（厚相灘尾弘吉）.

A 第2次防衛力整備計画決定（ミサ 

イル装備強化を目標）.

（管理課,人口動態統計課,衛生統 

計課,社会統計課,集計課の5課編 

成.統計調査業務を組織的かつ効率 

的に処理するため従来の横割り組織 

を縦割りに移行）.

>厚生省設置法等改正.環境衛生局 

の昇格,引揚援護局を援護局と改称, 

社会保険研修所•国立がんセンター 

の設置, 医務局に指導課設置など.

> 「国民生活向上対策審議会令」公 

布.

6. 6「雇用促進事業団法」公布・施行.

6. 8第38回通常国会閉会.医療2法 

案,国民年金法改正案,社会福祉事 

業団法案,児童手当法案,審議未了.

6.15労働省に職業訓練局設置.

6.16恩給法等改正法公布（旧軍人軍 

属の基礎在職年に加算年の算入等の 

措置）.

7.1 厚相,所得倍増計画にみあった 

社会保障のプランとして厚生行政長 

期計画構想試案を発表.

>駐留軍関係離職者等臨時措置法改 

正. 

い病院の経営管理の必要から病院管 

理研究所に改組.

> 「酒に酔って公衆に迷惑をかける 

行為の防止に関する法律」公布.

6.16「医師国家試験予備試験及び歯科 

医師国家試験予備試験の受験資格の 

特例に関する法律」公布.

> 「医師及び歯科医師の免許及び試 

験の特例に関する法律」公布・

6.19 3歳児歯科健康診査の実施.

6.2! 厚生省,生ワクチン約1300万人 

分の緊急輸入と全国一斉の大量投与 

を決定.

6.23厚生省,港の衛生週間（検疫業 

務,港湾衛生の啓蒙）の設定（毎年 

7.14から同月20日までの一週間）.

6.24富山県の萩野昇医師,札幌市で 

の日本整形外科学会で神通丿11流域の 

イタイイタイ病は公害であると発表.

6.28はつ酵乳中の乳酸菌数等を規定.

6.- 九州7県に小児マヒ流行,初め 

て生ワクチン投与（35万人分）.

7.12 ソ連から小児マヒの生ワクチン 

1000万人分が到着,カナダへ生ワク 

チン300万人分を発注（7.20から服 

用を開始）.

8.1大阪釜ケ崎のドヤ街で群衆2000 
人余が暴動,警察隊と衝突.

8. 8仙台高等裁判所,松川事件差戻 

審で全員に無罪判決.

8.12文部省,小中高校の理科教育設 

備の基準引上げを通達.

8. 8人事院公務員給与引上げ勧告, 

平均7. 3% （政府10月から実施決定）.

〇病院経営管理改善懇談会,病院経 

営の具体的改善案を作成.

8.26雇用審議会,一般雇用対策につ 

き広域にわたる紹介体制の確立など 

を答申.

9.11池田首相,設備投資抑制を指示.

9.12日銀,東京系9銀行に貸出し削 

減.

9.16第2室戸台風,近畿中心に猛威 

（死者202人,被害家屋98万戸）.

9.25第39回臨時国会召集（9.27開会 

式,10.31閉会）.

9.26貿易•為替自由化促進計画閣議 

決定（貿易自由化計画の繰上げ,昭 

37.10.1の自由化率90%）.
10. 2東京,大阪,名古屋に3証券取 

引所（株式市場第2部）を新設,発

8.! 厚生省,国立病院・療養所の看 

護婦,助産婦の週44時間制を確立・

8.16公衆衛生局長,精神障害者措置 

入院および同意入院取扱要領を通知 

（医学的側面からの措置入院および 

同意入院の統一的な取扱い要領）.

8.23厚生省,昭35年度国民栄養調査 

結果を発表（生産者世帯の栄養向上, 

動物性食品の摂取量増加.一般にビ 

タミン不足などを指摘）.

9.15温泉協議会廃止.

10.22労働問題懇話会第1回会合,座 

長に前田多門を選出.石炭問題,最

10.3! ソ連の核実験の影響による放射 

能の雨が問題化.内閣に放射能対策
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

部会委員今井一男ら8名を任命.

6.15戦傷病者戦没者遺族等援護法改 

正法公布（準軍属,遺族の範囲拡大 

（軍属徴用者,入夫婚姻の妻の父母） 

など）.

6.19 3歳児健康診査および新生児訪

問指導制度,情緒障害児短期治療施 

設制度（静岡県など3カ所）の創設 

（児童福祉法改正）.

＞「社会福祉施設職員退職手当共済 

法」公布（10.1施行.民間社会事業 

施設で働く職員のために退職手当共 

済制度の設置）.

6.15健康保険法および船員保険法改 

正法公布•施行（分娩費の最低額を 

6000円に,配偶者分娩費を3000円に 

引き上げ,哺育手当金,配偶者哺育 

手当金を育児手当金として一時に 

2000旧支給）.

6.17国民健康保険法改正法公布（10. 
1施行.世帯主の結核性疾病,精神 

障害につき給付率5割から7割に引 

き上げ,保険者の負担増は国庫が負 

担）.

6.28日本医師会,日本歯科医師会, 

日本薬斉IJ師会委員欠席のまま,約2 
年ぶりに中医協を再開.

還義務の廃止,選挙権停止を廃止）.

（国際）2. 7第14回WHO総会.ニュー 

デリーで開催（〜2. 24）日本,WH 
〇執行理事会の理事国に選出される 

（〜昭39年）.

3.- 国連本部で「1961年の麻薬に関 

する単一条約」締結.

10.18欧州理事会加盟国代表,ヨー ロ 

ッパ社会憲章を調印（12条に社会保 

障の権利,13条に社会扶助,医療扶 

助,14条に社会事業の権利を規定）.

12. 4世界労連（WFTU）第5回大会 

モスクワで開催（〜12.15）.「社会保 

障憲章」を採択し,労働組合を中心 

とした社会保障改革運動を国際的に 

方向づける.

8. 9中央児童福祉審議会,こどもの 

国建設要綱を答申.

8.14 3歳児健康診査制度制定.

7. 7中医協,7.1から医療費12.5%引 

上げを答申.

7.13国保連合会緊急理事長会議,給 

付費の3割国庫負担要望を決議.

7.19両医師会,8.1より保険医総辞退 

を全国に指令（医療費値上げ要求貫 

徹）.

7.31医療問題についての政府,自民 

党,両医師会の合意成立（医療保険 

制度の抜本的改正など4項目.保険 

医総辞退回避）.

&15医療問題懇談会発足,日医•日 

歯•日薬・健保連・国保・日経連・ 

総評•同盟など初会合（保険医総辞 

退回避後の保険医療問題を協議）•

9.1九州社会福祉協議会連合会,老 

人福祉法試案を発表.

9.18厚相,医療費の緊急是正を中医 

協に諮問.

10.1厚生省,精神薄弱者実態調査実 

施 僮度5万5000人 中度12万人,

10・1 国保の結核性疾患と精神障害の 

療養給付は7割給付と決定.
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昭和36・37年（1961・62）

背 景 社会保障一般 衛生 • 医療

足. 低賃金問題を討議. 本部設置.

10. 3石炭対策関係閣僚会議設置. 10.24閣議,炭鉱離職者の住宅対策,

10.26閣議,国際収支改善対策を決定. 石炭鉱業に対する金融措置などを決

10.2?閣議,新道路整備5カ年計画を 定.

決定. 10.- 結核患者登録制度実施.

11.1「畜産物価格安定法」公布. 11.10社会保障制度審議会,社会保障 11.1 厚生省,初の医療需要調査を実

11.2第1回日米貿易経済合同委貝会 制度の推進に関する申入れを首相に 施（〜11.10）.
開催. 提出. > 食品の放射能汚染について科学技

11.7「宅地造成等規制法」公布. 11.14厚生省,昭35年簡易生命表を公 術庁長官を長とする放射能対策本部

〇 「石炭鉱山保安臨時措置法」公布. 表（男65.37歳,女70.26歳で女子平 設置.

11.9総理府に臨時行政調査会設置 均寿命が初めて70歳を超える）. 11.2 秋田県仙北郡南外村でボッリヌ

（第1次臨調）. 11.27経企庁,『国民生活白書』を発表. スE型菌による食中毒発生.

11.10「農業近代化資金助成法」公布. 消費水準の地域差拡大を指摘. 11.13「水資源開発促進法」,「水資源開

11.13「産炭地域振興臨時措置法」公布. 発公団法」公布•施行.

> 「低開発地域工業開発促進法」公 11.15 西独レンツ博士,睡眠剤サリド

布. マイドによる奇形を警告.

12.!臨時交通関係閣僚懇談会設置. 12. 7同和対策審議会第1回総会（内 12.12自然公園審議会,国立公園の体

12. 7畜産振興事業団設立. 閣総理大臣,同和地区の社会的•経 系整備について厚相に答申.

12. 9第40回通常国会召集（翌年1.17 済的諸問題解決の基本方策を諮問）. 12.18医療制度調査会第1次中間報告

開会式,5. 7閉会）. 12. 8昭36年度『厚生白書』,社会保障 （無医地区対策,看護職員の確保対

12.12旧軍人らによる内閣要人暗殺陰 充実の必要性を強調. 策など6項目）.

謀発覚（旧陸士出身者ら13名逮捕 12.—財団法人国民休暇村協会設置.

（三無事件））. > 病院給食のうち,特別食の加算制

12.13第1回科学協力に関する日米委 度始まる.

員会開催（東京）.

12.15東大技研で大型電子シンクロト 

ロン完成・

12.26農林省,初の『農業白書』を公 

表.

この年,消費者物価上昇顕著 この年,水道整備1〇カ年計画始

（対前年比6. 2%髙）. まる.

>農林業就業者,全就業者の29% 
（初めて30%を割る）.

昭和37年

1.9 ガリオア•エロア返済に関する 1.4社会党,社会保障政策を発表. 1.1国立がんセンター設置（2.1発足.

日米協定正式署名. 医療保障体制の確立,各種年金の統 5. 23診療開始）.

1.16警察庁,昭36年の『交通事故白 合,公的扶助の充実などをうたう. 1.9 厚生省,フィリピンのパラコレ

書』を発表.昭30年に比較し倍以上 1.15民社党,医療の無料制など,勤 ラ侵入を防ぐため,侮空港勤務労働

に激増. 労者の福祉国家建設を主唱. 者40万に対して無料で予防接種する

1.17創価学会政治連盟,公明政治連 ことを決定.

盟と改称. 1.11 WHOの世界自殺統計によると日

1.26日本生産性本部,賃金問題で政 本は東西ドイツにつぎ,ハンガリー
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 外

軽度16万8000人,計34万3000人と推 

計）.

10.- 自民党,老人福祉法案要綱試案 

を発表（老人に係る所得,医療,雇 

用,公租公課,住宅等の個々に関す 

る訓示的規定を含む）•

11・1全国肢体不自由児父母の会発足・

11.15「災害対策基本法」公布（防災に 

対する公共の責任の明確化）.

11.29「児童扶養手当法」公布（昭37. 
1-1施行）.

10. 6中医協,医師会委員欠席のまま 

医療費を約2. 5%引き上げる緊急是 

正案を答申.

10.26社会保障制度審議会,社会保険 

医療協議会の改組案について首相に 

申入れ.政府案に不満を表明.

10.28保険医療機関及び保険医療養担 

当規則改正公布（11.1施行.精神科, 

歯槽のうろう症,抗生物質による治 

療指針の改正）.

10.31 国民年金法改正法公布・施行 

（繰上げ支給制度,死亡一時金,準 

母子年金の創設）.

11.1 通算年金制度を創設するための 

関係法律改正法公布•施行（通算年 

金制度の創設）.

> 「年金福祉事業団法」公布•施行.

11.25年金福祉事業団発足.

12. ？主婦連「苦情の窓口」開設. 

12.18社団法人日本保育協会発足.

12.1社会保険診療報酬の緊急是正

（2.5%）を実施

この年,骨関節結核児童に対す 

る療育の給付制度を全結核にまで拡 

大.

〇情緒障害児短期治療施設が児童福 

祉施設として制度化.

この年,医療金融公庫創設.

昭和37年

1.18社会保障制度審議会,児童扶養 

手当法案の一部を改正する法律の改 

正について（本格的な児童手当の検 

討の促進を要望）を厚相に答申.

（英）保健婦およびソーシャル・ワーカ 

ー訓練法によるソーシャル•ワーク 

訓練協議会設立（職員養成を推進）.

〇 雇用省,地方自治体と共同で重度 

障害者のため保護ワークショップを 

設立.財政援助を与える用意がある 

と通達.
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昭和37年(1962)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

府・労働団体に勧告.

1.3!特別円処理に関する日•タイ新 

協定署名（昭30年の有償供与を無償 

供与に変更）.

2. 8戦後初のマルク債発行署名.

2.13第1次港湾整備5カ年計画閣議 

決定.

2.15臨時行政調査会初会合.

2.20全銀協と経団連首脳会議,資本 

蓄積特別委員会設置を申し合わせる.

2.21 憲法調査会総会,改憲の是非を 

めぐり白熱の論議.

3. 6日米ガット関税取決め署名.

3. 9政府,財政•金融引締め堅持な 

ど物価安定策を決定.

3.30佐藤通産相,設備投資抑制を表 

明.

3.3!「物品税法」公布.

〇 「義務教育諸学校の教科用図書の 

無償に関する法律」公布.

2.1東京都の人口1000万人を突破.

2. 9農林省,農林漁業就業移動調査 

結果発表.農漁村人口の減少顕著.

2.28日本医師会・日本歯科医師会・ 

日本薬剤師会合同会議,社会保険庁 

新設法案に反対表明.

3. 8雇用促進事業団による炭鉱離職 

者雇用奨励金制度を創設.

3.31「簡易保険,郵便年金福祉事業 

法」公布・施行.

とともに世界第3位,人口10万人に 

つき25. 7人.

1.13厚生省,昭36年の小児マヒ流行 

の概況を発表•患者数は戦後最高の 

2453人,生ワクチン大量服用以後激 

減.

1.16 厚生省,ジフテリア流行に対処 

し,流行地は臨時予防接種を実施す 

るとともに,未就学児の接種率を高 

めるよう指示.

1.26 カナダ製の小児マヒ生ワクチン 

1700万人分到着,13歳未満の子に服 

用.

2.13 厚生省,かぜ薬によるショック 

死事件の多発生に対処し,食品添加 

物等の規格基準を改正することを決 

定.

2.26小児マヒ協議会全国集会,患者 

の後遺症の治療対策,治療薬ガラタ 

ミンの健保適用,全額国庫負担など 

の要求を決議.

3.13厚生省,コレラ防疫対策実施要 

綱決定.

3.29医療制度調査会第2次中間報告 

（看護要員の供給体制の整備）.

3.30医療制度調査会,看護婦不足, 

医療施設などの対策について厚相に 

中間報告.

3.31医療金融公庫法改正（資本金55 
億円に増額）.

4. 2「国税通則法」公布・

4. 4 「建物の区分所有等に関する法 

律」公布.

4.28通産省,綿紡の指示操短率36. 3 
%に引上げを告示（戦後最高）.

4.- 鉄鋼生産,10%強の減産（各産 

業に不況拡大）.

4.23厚生省,昭36年人口動態調査結 

果を発表（出生率•乳児死亡率は低 

下,事故死は増加）.

4.26全日本労働総同盟組合会議（全 

労・総同盟•全官公の3団体）の結 

成.

4.27簡易保険郵便年金福祉事業団設 

立.

4. 5厚生省薬務局長から各都道府県 

知事に対し薬局・一般販売業の許可 

等の取扱いについて通知.

5.1 東京都渇水対策本部発足（この 

頃,都市の水不足はなはだしく,社 

会開発計画の不備めだつ）.

＞阪神高速道路公団設立.

〇水資源開発公団設立.

5. 3常盤線三河島駅で国電二重衝突. 

死者160人.

5. 7第40回通常国会閉会（政治的暴 

カ行為防止法案は審議未了 •廃案）.

5.10公職選挙法改正公布（連座制, 

公務員の地位利用規制など強化）.

5.10恩給法等改正法公布（10.1施行. 

一般退職者遺族恩給額約20%,傷病 

恩給・公務扶助料約30%増額）-

5.11厚生省設置法改正法公布.社会 

保険庁の新設など.

5.16労働省設置法改正.労働基準局 

に賃金部を設置

5.22厚生省,社会保障の新5カ年計 

画作成のための檢討に着手.

5.30人口問題研究会,政府に人口資 

質向上に関する対策要綱を建議（成

5.1水資源開発公団の発足（水資源 

の開発または利用のための事業を実 

施）.

5.17製薬会社,サリドマイド薬禍が 

欧州各国から伝えられ,睡眠薬イソ 

ミンの出荷を停止.

5.18厚生省,赤痢対策委員会を設置. 

赤痢多発地区に予防対策を実施.

5.23 WHO総会にてエルトールコレラ 

を国際衛生規則に定めるコレラに含 

めることを採択.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

2.-厚生省,産休代替職員制度実施 

要綱定める

2.20臨時医療報酬調査会法案を閣議 

決定.

4.1国立身体障害者更生指導所に附 

属補装具技術研修所を設置.

4. 5全国老人クラブ連合会結成大会 

開催（老人福祉法の早期制定など老 

齢保障の推進を要望）.

4.- 厚生省,老人福祉センター整備 

費,老人家庭奉仕事業実施.

5.10戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（戦時死亡宣告の請求対 

象者の拡大）.

5.11妊産婦訪問指導制度創設.

3.1年金業務室,電子計算組織を導 

入.

3.31国民健康保険法改正法公布（4.1 
施行.療養給付費の国庫負担,2割 

から2割5分に弓|上げ）.

>船員保険法改正法公布（4.1施行. 

寡婦年金,鳏夫年金,遺児年金の遺 

族年金への統合）.

> 労働組合,農協中央会など,年金 

福祉事業団の融資対象法人として指 

定.

4.1!日本医師会,日本歯科医師会, 

日本薬剤師会の3団体,臨時医療報 

酬調査会および社会保険庁設置に反 

対する声明発表.

4.28国民年金法改正法公布・施行 

（老齢年金の支給要件の改正.保険 

料納付済期間と免除期間を合算した 

期間が25年以上のものに支給）.

4. -三河島駅事故（5. 3）の被害者

に,この月分から国民年金拠出年金 

の初の給付が遡及実施となる（加入 

期間1年を経過している有資格者）.

5. 7第40回通常国会,臨時医療報酬 

調査会法案を廃案.

5.28政府管掌健康保険の昭36年度決 

算は280億円の黒字となる.

（米）2.1大統領,議会に福祉教書を 

送る（教書は,老齢者,失明者,障 

害者,児童に対しニードの変化に対 

応した効果的な福祉サービスの強化 

を強調）.

3.15マンパワー開発訓練法により失 

業者に対する職業（再）訓練のため 

の連邦基金を設立.

7. 25社会保障法改正（公的扶助に対 

する連邦政府負担を引き上げるとと 

もに,家庭の役割を重視し,児童給 

付を児童扶養扶助に改める）.

7. 一老齢者保険法案（老齢者の健康保

険創設）,上院で否決.

io.一 種痘補助法により地方公共団体 

のポリオワクチン,ジフテリアワク 

チン等の接種に補助が行われるよう 

になった.

—「キーフォーバー•ハリス修正法」 

制定（医薬品につき,安全性のみで 

なく有効性の証明を義務づける）.

（仏）1.20保健•人口大臣の通牒によ 

り,社会福祉の専門職員とソーシャ 

ル・ワーカーとは別個の職員を雇用 

することとなる.

8. 7第4次経済的および社会的開発 

計画を発表（福祉設備,衛生への投 

資計画を織り込む）.

（西独）1.-「手工業者のための社会保 

険法」制定.

3. 24疾病,出産,廃疾保険の適用を 

大学その他の学生,開業医などに強 

制的に拡大.

9.13サリドマイド系睡眠薬による奇 

形児誕生問題のため製薬5社で自発 

的に販売を中止.

ー ノルトライン•ウェストファーレ 

ン州（工場密集地帯）,大気汚染, 

騒音,振動などの「公害防止法」制 

定.

（伊）8.12年金保険（老齢,廃疾,遺 

族）の額に新係数を採用し,年金最 

低額を引き上げ,新•補足年金を創 

設.同時に手工業者のための特殊年 

金制度を制定.

9. 7全土で公立病院勤務医が給与と 

労働条件改善を要求して48時間スト.

（スウェーデン）5. 25 「国民保険法」に 

より国民年金,補足年金,疾病保険 

などが統合（16歳以上のすべての市 

民に適用されるほか,所定の条件を
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[> 「新産業都市建設促進法」公布・ 人病対策,優生政策,家族計画）. 5.26 厚生省,魚肉ねり製品,生食用

5.1!「石油業法」公布. 冷凍かきの成分規格等を設定.

5.15「都市の美観風致を維持するため 5.30厚生省,辺地医療対策5カ年計

の樹木の保存に関する法律」公布. 画を策定・

〇 「不当景品類及び不当表示防止法」

公布.

5.16「行政事件訴訟法」公布.

6. 8農業構造改善事業促進対策要綱, 6.14労働省,昭36年度毎勤調査結果 6. 2 「ばい煙の排出の規制等に関する

閣議了解. を発表（零細企業の若年労働者の定 法律」公布（12.1施行）.

6.10北陸本線北陸トンネル開通. 期給与の伸長力は対前年比18歳未満 6. 4 国立病院・療養所の医師,看護

6.12国土美化対策連絡会議設置. 25.4%,18〜20歳23. 3%). 婦不足の解消のため,給与改善を厚

6.29公共用地の取得に伴う損失補償 6.26 IL〇総会は週40時間制勧告を採 生省より人事院に申入れ.

基準要綱,閣議決定. 決（これに対し政府は漸進的実現と 

の見解を発表）.

7.! 第6回参議院議員選挙（自民69, 7.1社会保険庁発足. 7.3! 厚生省,コレラ予防のため台湾

社会37,公明政治連盟9,民社4, 7. 6昭36年『労働白書』発表（人手 バナナの輸入を禁止・

共産3,同志会2,無所属3）. 不足,雇用の増大,賃金の急上昇な

〇 法制局を内閣法制局と改称. どを指摘）.

7.10世界最大のタンカー日章丸進水. 7.12人口問題審議会,厚相に対し人

〇総理府に中央防災会議設置. ロの資質向上対策を建議（経済開発

7.17経済企画庁,『経済白書』〈景気 と均衡のとれた保健福祉の計画的推

循環の変貌〉を発表（いわゆる転換 進,児童手当制度創設の検討）.

期論争起こる）. 7.27総評の社会保障闘争活動者会議,

7.18池田内閣改造（厚相西村英一）. 病院スト禁止通達撤回,失対事業打

7.20産炭地域振興事業団設立. 切り撤回闘争など方針を決定

8. 4第41回臨時国会召集（8. 8開会式, 8.22社会保障制度審議会,社会保障 & 2台湾の高雄港から7. 31閃司に入

9. 2閉会). 制度の総合調整に関する基本方策に 港した御影丸より11名のコレラ疑似

8.16経企庁,低開発地域工業開発地71 ついての答申および社会保障制度の 患者を発見.

地区指定・ 推進に関する勧告を提出（社会保険 8. 5厚生省公衆衛生局長,台湾より

8.30日本航空機製造のYS11機,試験 にプール制導入.国庫負担,給付の 来航する船舶等に対する検疫の暫定

飛行に成功. 調整）. 措置等について通知.

8.29日本医師会・日本歯科医師会• 8.14厚生省,コレラ予防のため台湾,

日本薬剤師会は社会保障制度審議会 フィリピン,インドネシアからの生

の総合調整答申,勧告の医療部門に 鮮食品の輸入を禁止.

全面反対を表明. 8.25 東京都品川区で鯨ベーコンによ 

る食中毒（患者総数1548名,うち死 

亡1名）.

9. 5運輸省,臨海工業地帯開発計画 9. 6労働省婦人少年局,'婦人労働の 9.6厚生省,コレラ発生地である沖

を発表（昭38〜45年度,港湾埋立を 実情'を発表. 縄からのパイン,砂糖,生鮮食料な

主体に3億1080万n?造成）. どの輸入を禁止.

9.12原研の国産第1号原子炉運転開 9.13栄養士法改正法公布（管理栄養

始. 士の創設）.

9.15「行政不服審査法」公布（訴願法 〇 厚生省,サリドマイド剤の販売停

廃止）. 止,回収を指示.

9.26若戸大橋開通. 9.14 厚生省,サリドマイド剤による

9.29閣僚協議会,10.1からの貿易自 被害調査を東大病院・森山教授に依

由化率88%と決定. 頼.

9.15医療法改正法公布（共済組合・ 

健保の直営医療機関など公的病院の 

建設•病床の規制）•

9.22コレラ侵入防止に関する各省連 

絡会議,台湾のコレラ完全消滅を認
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6.26社会福祉審議会,保護施設最低 

基準案に関する意見を厚相に具申.

7.23中央児童福祉審議会,児童の健 

全育成と能力開発によって資質の向 

上をはかる積極的対策に関する意見 

具申（育児相談,地域組織活動の促 

進,児童厚生施設の設置,空地•緑 

地の確保）.

7.31社会福祉審議会小委員会が同審 

議会に,老人福祉施策の推進に関す 

る意見を中間報告（老人福祉法の早 

期制走など提言）.

&21ソ連墓参遺族代表25人,ハバロ 

フスクに向け羽田空港出発,28日帰 

国.

&— 財団法人こどもの国建設協力会 

設立.

6. 2社会党,拠出制国民年金への加 

入と,同年金の内容改善を推進する 

方針を全国に通知.

6.20全国市長会（〜6.21）,国保被保 

険者の問題で,生活保護世帯は（保 

険税も免除,医療は生活保護で）国 

保の資格を失うよう法定に決定すべ 

きだと決議.

6.25年金福祉事業団,金融機関とし 

て初の住宅融資の受付を開始.

7. - 中央児童福祉審議会,児童福祉

施設最低基準の改善に対する意見具 

申.

8.1 拠出制国民年金の支払開始（障 

害年金,母子年金）.

8.29 3師会（日本医師会,日本歯科医

師会,日本薬剤師会）は,'社会保障 

制度審議会の総合調整答申,勧告の 

医療部門’に全面反対声明. 

整えた外国人にも適用.1963.1.1発 

効）.

5. -国民健康保険の皆保険体制が地

方でも確立.

（国際）1-3 WHO主催の西太平洋地域 

の母子栄養会議マニラで開催（〜1 
4）.

6. 6 ILO第46回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 28）.条約117号「社会政策 

の基本的な目的および基準に対する 

条約」（6.22）,118号「社会保障に 

おける内国民および非内国民の均等 

待遇に関する条約」（6.28）採択.

H. 26 第1回ISSA （国際社会保障協 

会）アジア•オセアニア地域会議, 

東京で開催（〜12.1）.

9. 6「激甚災害に対処するための特別 

の財政援助等に関する法律」公布.

9.15精神薄弱者福祉法改正法公布.

9. 8 「地方公務員共済組合法」公布 

（12.1施行.市町村職員共済組合法 

が廃止され,地方公務員共済組合法 

に吸収）.

9.20厚生省,がん,細菌性赤痢など 

の新薬ザルコマイシン,ポリミキシ 

ンBなど13種と副腎皮質ホルモンな 

ど保険医療に採用.10.1実施.
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10.1日本船舶振興会設立.

1〇.5全国総合開発計画を閣議決定.

10・6第1回国政に関する公聴会（1 
日内閣）開催（岡山）.

10.13石炭鉱業調査団,石炭対策を答 

申（スクラップ•アンド•ビルド方 

式など）.

10.17日本,国連経済社会理事会の理 

事国に再選.

10.19日本最長の天然ガス・パイプラ 

イン（新潟東京間330キロ）完成.

10.26池田首相の私的諮問機関'国づく 

り’懇談会初会合（12.5'人づくり’懇 

談会も発足）.

11.1 防衛庁に防衛施設庁設置（調達 

庁廃止）.

11.9日中総合貿易に関する民間覚書 

署名（LT貿易始まる）.

11.23東京山谷で住民1000名騒乱.

12. 8第42回臨時国会召集（12.10開会 

式,12.23閉会）.

12.24第43回通常国会召集（翌年1.23 
開会式,7. 6閉会）.

10.11中央最低賃金審議会,石炭産業 

に対する最賃法第16条の適用を答申.

10.13労働省,炭鉱離職者対策要綱決 

定.

11.1厚生省統計調査部,第1回国民 

生活実態調査を実施（所得階層毎の 

国民の生活実態を調査）.

11.2自民党社会保障調査会,所得倍 

増計画に対応する社会保障の長期計 

画確立のための大綱を決定.

11.12社会党 医療を無料とする独自 

の社会保障政策を構想（社会保障の 

相互扶助方式から国庫負担方式への 

転換）.

12. 8炭労・総評,石炭政策大綱反対 

で非常事態宣言,13社スト（12.20, 
炭労の無期限スト中止）.

12.12労相,職権により坑内夫月額1 
万6000円とする旨公示.

12.14自民党,昭38年度の予算編成大 

綱で,社会保障の拡充と民生の向上 

安定を図ることを明示.

12.18『厚生白書』発表,人口革命を 

副題とす.

12.25雇用審議会,失業対策制度の刷 

新改善について中間答申.

12.29昭38年度予算原案,生活保護基 

準17%引上げ,国保世帯主給付は7 
割医療費の地域差撤廃など認めらる.

め,緊急検疫措置を解除すると発表.

9.28放射線審議会（科学技術庁所管）, 

厚相に放射線防護の技術的基準を内 

容とする医療法施行規則の一部改正 

についてを答申.

10.6厚生省,無医村解消第2次5力 

年計画を発表.

10.16閣議,総理府に麻薬対策推進本 

部の設置を決定.

10.18厚生省,医療監視要綱を制定 

（医療施設が法令の規定による適正 

な管理がされているか検査,従来の 

病院分類要綱廃止）.

>厚生省,病院経営管理指導要領を 

制定（病院経営管理の改善向上を図 

るため指導助言を行う）.

11.7厚生省,輸入禁止中であった台 

湾バナナについて食品衛生調査会に 

諮った結果条件付で解除.

11.12麻薬対策推進本部,麻薬対策要 

綱を決定（11.20閣議決定）.

11.13結核予防審議会,結核医療の制 

限撤廃をはかる基準改正案を答申.

12.1厚生省,食肉,鯨肉,ゆでダコ 

の製造•保存基準を設定.

12.一 東京にスモッグ続き,問題化 

（視程2 km以下13時間）.

>公衆衛生教育制度審議会,公衆衛 

生教育制度の将来について意見書提 

出.

—— この年,伝染病流行予測事業開 

始.

> 日本キリスト教海外医療協力会, 

アジア救らい協会設立・

> 保健婦,助産婦,看護婦の修学資 

金貸付制度開始.
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10.1社会保険出張所を社会保険事務 

所に改称.

10. 2日本医師会,『国民健康保険読 

本』を全国に配布.

10.3!厚生省,消費者米価引上げにと 

もなう低所得者対策の一環として, 

国保保険料の引下げ案を決定.

11.24厚生省,昭38年度より老人福祉 

法を実施する方針で,同法の要綱案 

を発表.

11.5厚生省保険局長,制限診療の大 

幅緩和推進を言明.

11.13健保連全国大会,医療費算定ル 

ール確立のため臨時医療報酬調査法 

案成立促進決議.

12. 6自民党社会保障調査会,低所得 

者を生活保護世帯とのボーダーライ 

ンに限定せず,身障者,母子家庭を 

ふくめることとした低所得層対策を 

打ち出す.

12.28薬価基準改正告示（がん,精神 

病,高血圧の新薬など660品目の追 

補収載.1.1実施）.

—— この年,妊産婦の訪問指導制度 

創設

> 徳島県,大分県に初の善意銀行創 

設.
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昭和38年

1.9米,原子力潜水艦の日本寄港承 

認を要請（国内の反対高まる）.

1.14経済審議会,'人づくり’について 

能力主義の徹底を答申（児童手当制 

度創設の段階的実施,財源確保を打 

ち出す）.

1.18政府,砂糖の自由化方針決定 

（8. 31実施.自由化率92%強となる）.

1.23北陸地方に豪雪（38.1豪雪）.

1.25大学管理法案は首相裁断で国会 

提出見送りと決定.

2. 4文部省の能力開発研究所発足.

2. 6 IMF理事会,対日8条国移行勧 

告を採択（国際収支を理由に為替制 

限を認めない.2. 7田中蔵相,受諾 

の談話）.

2.10北九州市発足（門司,小倉，八 

幡,戸畑,若松の5市を合併）.

2.20 日本,ガット理事会でガット11 
条国（国際収支を理由とする貿易制 

限の禁止）に移行の政府決定を通知.

3. 6宅地制度審議会,地価の公示制 

度,公認鑑定士制度につき答申.

3.29日本・ビルマ間経済および技術 

協力に関する協定署名（ラングー 

ン）.

3.3!「中小企業近代化促進法」公布 

（4.1施行）.

4.1 政府,バナナ,銅塊など25品目を 

自由化.その後徐々に品目拡大・

4. 6総理府に臨時農地等被買収者問 

題調查室,臨時在外財産問題調査室 

を設置.

4.26昭37年度全都市の消費者物価指 

数は6. 7%と昭28年来最高の上昇.

1.17社会保障制度審議会,国民年金 

法および児童扶養手当法の一部改正 

法案につき内容の改善を厚相に答申.

1.29総評,第1回社会保障研究大集 

会を開催.

1.30宅地制度審議会,宅地確保のた 

め先買い制度,特定地区の収用権に 

つき答申.

1.5公衆衛生教育制度研究協議会, 

公衆衛生教育制度の将来について厚 

相に答申（公衆衛生従事者教育の強 

化,身分の確立,専修士の号を与え 

るなどを強調）.

1.19 第3回日米安保委,南ベトナム 

へ日本医療品の援助などを協議.

2. 4雇用審議会,失業対策事業制度 

改善を労相に答申（失対就労者の既 

得権保護を要望）.

2.1 医師試験審議会,外地からの引 

揚医師等の医師免許制度を廃止すべ 

き旨申入れ.

〇 厚生省,コレラ汚染地区より来航 

する船舶に対する検疫上の取扱いに 

ついて定める.

2. 9労働省,キーパンチャー作業管 

理基準通達.

3. 2政府,ILO87号条約批准案件と 

国家公務員法改正など関係国内5法 

改正案を衆議院に提出.6.14衆•参 

両議院,ILO特別委員会を設置（審 

議未了）.

3. 8 ILO,日本政府の87号条約早期 

批准を期待.

3.29炭鉱離職者就職促進手当（日額 

450円）の支給,求職手帳の交付等 

を実施

4.1 厚生省 歯科衛生課・看護課・ 

麻薬一課•同二課•食品化学課を新

4. 3厚相,低所得者対策の総合的調 

査研究機関設置を指示.

3. 8厚生省,サリドマイト'、禍に対応 

するため,中央薬事審議会に医薬品 

安全対策特別部会を設置.

3.19中央薬事審議会の医薬品安全対 

策特別部会,胎児に対する影響を重 

視し,新薬認可の際動物実験をした 

資料の提出を義務づけるよう厚相に 

答申.4月から実施

3.20医療金融公庫法改正法公布（資 

本金81億円に増額）.

3.23医療制度調査会,医療制度全般 

についての改善の基本方針を答申 

（医療機関の整備は,医師会の主導 

的活動が望まれる方向に転換）.

3. -医療制度調査会,視能訓練士な 

どリハビリ関係の技能士の法制化を 

厚相に具申.

4. - 胎児に及ぼす影響に関する動物

試験法を定める.

5.15政府,消費者物価対策連絡協議 

会を開催（物価・サービス料金の抑 

制を図る）.

5.30厚生省,寺尾琢縻ら11人による 

低所得階層問題研究会を設置（6.10 
第1回会合）.

5.1 国立療養所東京病院附属リハビ 

リテーション学院開校.

5.24帝国ホテル従業員集団赤痢事件 

発生（患者226人.従業員食堂の食
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昭和38年

1.- 厚生省公衆衛生局•環境衛生局 

•社会局•児童家庭局の4局長,社 

会福祉施設と保健所との連繫につい 

て通知.

2. 5社会保障制度審議会,老人福祉 

法案に附帯意見をつけ国会提出を了 

承する旨を答申.

3.19厚生事務次官,婦人保護事業実 

施要領,婦人相談所運営要綱,婦人 

保護施設運営要綱を各都道府県知事 

あて通知（売春の形態,要保護女子 

の態様の変化に対応）.

3.29厚生省,母子休養ホームの設置 

について通知.

3.3!「戦没者等の妻に対する特別給付 

金支給法」公布（4.1施行.額面20 
万円の国債,10年償還）.

4.1戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（遺族給与金の年金化）.

>老朽民間社会福祉施設整備緊急5 
カ年計画実施（昭42年度までに17万 

8857m2の整備）.

4.23社会局長,保護施設以外の授産 

施設に係る施設事務費の取扱いにつ 

いてを通知（地方公共団体,社会福 

祉法人設置の保護施設以外の授産施 

設に補助）.

5. 4厚生省,初の『児童福祉白書』 

を発表（児童が世界的に危機的段階 

にあることを強調）.

5.- 作家水上勉氏,「拝啓池田総理大

1.22日本医師会会長,健康保険制度 

の抜本改正,社会保険審議会の改組, 

組合方式の解消など厚相に要望・

2.1各種医療保険・年金制度の総合 

調整の推進のため,社会保険各省連 

絡協議会発足.

2.19厚相,臨時医療報酬調査会法案 

の国会提出見送りと,医療費算定ル 

ールの作成機関の設置の意向を閣議 

に報告.

3.13生命保険協会,通院費保険•入 

院費保険・入院手当保険など私的健 

康保険の実施要綱を定め,認可申請.

3.18厚生省,生保協会に対し,現行 

健保を阻害しない条件で,民間健保 

を認可する方針であることを表明.

3.22政管健保は昭37年に入り医療給 

付費の増大で18億円の赤字.閣議, 

積立金20億?1の引出しを了承.

3.25 30トン未満20トン以上の漁船お 

よびまき網漁業に従事する漁船の付 

属船の乗組員に対する船員保険法の 

適用拡大〈政令〉・

3.31健康保険法改正法公布（療養給 

付期間の制限撤廃,資格喪失後の継 

続療養の給付期間を5年に延長,任 

意継続被保険者となるための資格期 

間を1年延長）.

4.1船員保険事故防止対策事業開始 

（船舶衛生管理者再教育,漁船衛生 

担当者講習会,海上医学研究）.

4.30健康保険の保険料の納付方式を 

告示納付から申告納付に改正.

5.1「医療費基本問題研究員の設置に 

関する省令」公布（各団体に中医協 

委員の推せんを依頼）.

5. 6船員労働災害防止協会設立.

10.15韓国大統領,朴正熙当選.

11.22ケネディ米大統領,テキサス州 

ダラスで暗殺される.ジョンソン副 

大統領昇任.

（英）4. 2労働党,'社会保障のニュー 

・フロンティア'を発表（権利とし 

ての最低生活給付を行い,受給者の 

国民扶助への依存を断ち切る,最低 

生活給付のうえに,個人の収入と需 

要とに応じた所得比例制を積み重ね 

る,給付改善の費用を賄うため,均 

一拠出を所得比例拠出に改める）.

ー 「ナーシングホーム法」（管理規 

貝IJ）を定める.

> 「児童・青少年法」改正（地方当 

局に児童への助言•指導および援助 

を義務づけ）.

（米）10. 24「母子保健•精神薄弱対策改 

正法」制定（新生児と母親の保健サ 

ービスと精神発育遅滞児予防施策を 

設定）.

〇 公衆衛生法を改正し,医療従事者 

（医師,看護婦等）の教育施設に対 

し建設費を助成することとした.

・「医療関係者教育援助法」制定 

（医師,看護婦等の養成施設に対す 

る補助）.

〇 新「大気清浄法」（スモッグの発生 

に備えた1955年法の全面改正）を制 

定（条例作成の州に2440万ドル（1966 
年）も補助し調査,技術促進を 

図る）.

（仏）7.3!「未成年の障害児のため心身 

障害児教育特別手当法」規定（社会 

保険でカバーされず家族の負担とな 

っている未成年者の教育や職業教育 

についての手当）.

予算法により,1964年度より一般 

社会保障制度から,鉱業社会保障制 

度に対して財政負担を実施（財政調 

整の初め）.

（西独）高齢者収容福祉制度発足,介護 

扶助も創設.

（伊）1.9農民に対する年金の特別制 

度を規定.

4. 4医療制度の改革（医療費引上げ, 

施設の改善）を要求し,全国の医師 

3万8000人が一斉スト（法律で全国

1301



昭和38年(1963)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

6. 2池田首相,物価問題懇談会の設 6.14衆•参両議院本会議,ILO関係

品が原因と考えられた）.

5.29 厚生省,サリドマイド奇形児の 

実態把握と治療と保護を進めるため 

の研究班を発足.

5 •—胃集団検診学会結成.

6. 6厚生省,国立病院にレジデント

立を指示（9. 9初会合,経済企画庁 案件審議のため特別委員会設置決定. 制度を実施.テストケースとして東

長官の私的諮問機関）. 6.15国民生活向上対策審議会,社会 京第1病院,大阪病院に7名のレジ

6. 5関西電力の黒部第4発電所完成. 的生活環境施設整備の基本的方向, デント（病棟医）を置く.

6.20「観光基本法」公布. 消費者保護について経企庁長官に答 6.10厚生省,性病の治療指針の改正

6.22国家公務員法改正法公布（営利 申. を告示.

企業就職の規制について人事院の国 6.17サリドマイド被害者家族,国と

会報告義務）. 製薬会社に損害賠償を求め,名古屋

6.29外国為替管理令改正公布（資本 地裁に初提訴（以後7カ所の地裁に

取引の自由化措置）. 提訴相次ぐ）.

7.1「金属鉱業等安定臨時措置法」公 7. 5厚生省に消費生活合理化協会を

6.2!麻薬取締法改正法公布（罰則の 

強化,麻薬中毒者の措置入院制度の 

新設）.

6.25 '救らいの日’を'らいを正しく理 

解する日’と改称（昭39年から6月25 
日の属する週を'らいを正しく理解 

する週間'とする）.

6.2?厚生省,腸炎ビブリオ食中毒検 

査要領を通知.

6.28 厚生省,眼球のあっせんを行う 

者の開業許可基準を各都道府県に通 

達.

7.1厚生省精神衛生実態調査を実

布（5年間の時限立法.貿易自由化 設置. 施（全国で124万人,精神病57万人,

対策）. 7. 6第43回通常国会閉会. ILO87号 精神薄弱40万人,その他27万人と推

＞石炭鉱害事業団設立. 条約批准案件審議未了. 計).

7.10「近畿圏整備法」公布. 7. 8職業安定法,緊急失業対策法改 7. 3 厚生省,学識経験者等による救

7.12新産業都市道央など13,工業整 正法公布（中高年齢者の就職促進措 急医療対策打合せ会を開催（交通事

備特別地域鹿島など6 ,閣議決定. 置を推進）. 故の激増に対処するため）.

7.16建築基準法改正法公布（建築物 7.1!「新住宅市街地開発法」公布（人 7.12薬事法改正法公布（薬局等の適

の高さの制限撤廃）. □集中に対応する都市周辺地区の開 正配置などを規定）.

＞経済企画庁,『経済白書』〈先進国 発). ＞ ばい煙の排出の規制等に関する法

への道〉を発表（髙成長・高福祉型 7.12労働省,昭37年度『労働白書』 律改正法公布（第1次指定地域とし

経済へ）. を発表（若年労働者の賃金大幅上昇 て京浜,阪神,北九州市地区を指定.

7.18池田内閣改造（厚相小林武治）. を指摘）. 排出基準を告示）.

7.19ケネディ教書（赤字削减•金準 7.23小林厚相の指示により厚生行政 7.22 厚生省,経口ポリオ•ワクチン

備防衛のため利子平衡税の創設.米 重点施策発表（厚生年金,生活保護 基準を制定.

国品優先買付政策の強化）発表によ 基準の引上げ,医療保障,生活環境 7.26医師試験審議会,実地修練制度

り株価暴落. 整備,児童の健全育成）. の改善について答申（緊急措置とし

7.20「中小企業基本法」公布. て実地修練施設の指定の厳格化を行

7.26経済協力開発機構（OECD）理 うこと）.

事会,日本加盟を承認（昭39. 4. 28 7.30厚生省,生食用魚介類指壇要領

加盟）. を通知.

8. 5第9回原水爆禁止世界大会分裂. 8.1 失業保険法改正法公布（扶養加

7. - 厚生省,飛行機に対するコレラ

検疫について通知.

8. 2 スズ入りかん詰ジュースによる

8.13臨時行政調査会,首都行政改革 算,技能修得手当,傷病給付金,宿 食中毒発生（12県,患者96人）.

に関する意見答申（都と隣接7県を 舎手当の支給）. 8. 6厚生省,273カ所の国立病院,療

管轄する首都圏庁の設置勧告）• 8.14中央最低賃金審議会,最低賃金 養所を79カ所に縮小と発表.

8.14日本,米•英・ソ3首都で,部 の進め方を労相に答申.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

臣殿」を中央公論（6月号）に発表 

（重症尤、身障害児をもつ親の悲しさ, 

対策の貧困を訴える）.

6.1厚生省,高齢者実態調査実施（65 
歳以上の老人は男259万5000人,女 

314万人,計573万5000人,寝たきり 

32万人と推計）.

6.1!厚生省児童局長,肢体不自由児 

施設通園児童療育実施要綱を通知.

6. 7中央社会保険医療協議会（中医 

協）,改正後初めて第1回総会を開 

催.会長に有澤広巳を選出.結核の 

治療指針改正の諮問を受け,即日答 

申.

6.15 東京厚生年金スポーツセンター 

開設.

共通の診療最低料金表を制定）.

（スウェーデン）身体障害者報償金制度 

設置・

（べルギー）1.1「一般児童手当法」, 

「雇用労働者の児童手当法」,「自営 

業者児童手当法」を制定,実施.

8. 9低所得層に対する無料診療や保 

険監査の方法を織り込んだ新「疾病 

保険法」を制定（12. 24同法律に対 

する医師の反対により最初の改正）.

ー 障害者の社会復帰のための国家基 

金設立（障害者の就職事業を開始）.

（国際）5. 一 WHO第16回総会で医薬品 

の有害な作用について各国が行った 

措置を速やかに情報交換することを 

決定.

7.11「老人福祉法」公布（8.1施行）.

> 国立身体障害者更生指導所にリハ 

ビリテーション技術研修所を設置.

7.12生存者叙勲の開始について,閣 

議決定（昭21.5.3の閣議決定により 

停止されていた生存者叙勲が再開）•

7.24児童館の設置•運営に対する国 

庫補助制度創設.

7.26厚生事務次官,重症心身障害児 

療育実施要綱を通知.

〇厚生省社会局長,老人福祉法によ 

る健康診査の実施について通知.

7.- 中央児童審議会保育特別部会中 

間報告,'保育問題をこう考える' 

（保育7原則）を具申（児童保育の 

あるべき姿もまとめる）.

〇全国保育研究大会,就学前乳幼児 

保育の一元化を決議.

8.1全国言語障害児をもつ親の会発 

足.

>厚生事務次官,老人クラブ助成費 

の国庫補助について通知.

8. 3「戦傷病者特別援護法」公布（11.1

8.1 船員保険法改正法公布・施行 

（失業保険金の内容の改正および行 
方不明手当金の創設）.

8. 2社会保険審議会厚生年金保険部 

会,厚生年金保険制度改正に関する
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分的核実験停止条約に署名.

8.17日本原子力船開発事業団設立.

8.20内閣に行政改革本部設置を決定.

8.27日米綿製品交渉妥結署名.

&17人口問題審議会,住民福祉の向 

上をはかる地域開発意見書を厚相に 

提出（地域差是正,調和のとれた社 

会開発）.

8.26中央職業安定審議会,中高年齢 

層就職促進について答申.

9.10筑波研究学園都市建設について 

閣議了解.

9.12松川事件再上告審,最高裁上告 

棄却判決.全被告無罪確定.

10. 4中日友好協会発足.

10. 9宮沢経企庁長官,首相に経済政 

策の重点を中小企業,農業にせよと 

進言.

10.15第44回臨時国会召集（10.1?開会 

式,10. 23解散）.

10.26原チ力研究所の動力試験炉,発 

電に成功.

11.9横浜市鶴見区の東海道線で二重 

衝突,死者161名（鶴見事故）.

〇 三井三池鉱業所三川鉱でガス爆発 

（死者458名,一酸化炭素中毒後遺症 

が問題化）.

11.2!第30回衆議院総選挙（自民283, 
社会144,民社23,共産5）.

11.23通信衛星リレー1号による初の 

日米間テレビ中継に成功

11.29産業構造調査会,開放経済下の 

産業構造のあり方について答申（官 

民協調方式の採用,国際競争力の強 

化）.

11.30建設省,国土建設基本構想発表.

9. 5昭37年度『婦人労働白書』発表 

（技術革新にともない女子労働力需 

要がふえ,男子との賃金格差縮小）.

9.19河上社会党委員長,社会保障を 

拡充し,医療保障を全額国庫負担で 

行うなど,総選挙に臨む8項目の政 

策大綱を発表.

10. 2社会保障推進中央総決起集会, 

最賃制の確立,社会保障の充実,朝 

日訴訟の勝利を訴える.

10. 3厚生省,社会保障研究所の設立 

を決定.

10.10金沢市にて1日厚生省.

10.19自民党,社会保障長期計画（昭45 
年度目標）を策定.

10.26民社党,衆議院解散による総選 

挙に臨む闘争宣言で,働くものの福 

祉国家建設などを掲げる.

11.8中小企業退職金共済審議会,退 

職金共済法の大改正を労相に答申 

（建設業の組合新設,対象範囲の拡 

大）.

9. 3厚生省,薬事法の改正にともな 

い,全国の薬局を適正に配置する基 

準を作成し,都道府県に通知（薬局 

の乱立と医薬品の乱売を防ぐため, 

薬局の新設を制限）.

9.4 ジフテリア,百日咳,破傷風三 

種混合ワクチン完成・昭39年春から 

予防接種に使用決定.

9.21厚生省,米国輸出用食肉のと畜 

場・食肉処理場選定基準を設定.

9.22 釜山のコレラ発生（7人死亡） 

に対し西日本各県に予防厳戒体制 

を布く.

9.23 厚生省,韓国の要請で,コレラ 

予防ワクチン50万人分を日赤を通じ 

て無償で送ることを決定.

9.28厚生省,韓国のコレラ発生地区 

（全羅南道）からの生鮮食料品の輸 

入禁止措置.

10.1麻薬禍撲滅運動月間始まる（〜11. 
30）.

10.10 一般から募る〈アイ•ノヾンク〉, 

慶応,順天堂病院で始まる.

10.15 国立久里浜療養所にアルコール 

中毒特別病棟開設.

10.23厚生省,公衆浴場の水質等に関 

する基準を通達.

11.—厚生,通産両省,9人の学者よ 

り成る石油化学コンビナートの公害 

に対する研究調査グループを設置 

〇第1回管理栄養士試験実施.
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施行.従来の戦傷病者の援護諸法の 

一本化）.

8. 9中央児童福祉審議会,家庭対策 

に関する中間報告を提出・

8.14中央児童福祉審議会,児童の遊 

び場の問題に関する中間報告（児童 

遊園・児童公園の増設,校庭の開放 

の促進など）•

8.15全国戦没者追悼式,日比谷公会 

堂で挙行（以後毎年8.15に挙行.昭 

4〇. &15以降は日本武道館）. 

意見（中間意見）をとりまとめ建議 

（基本年金の大幅引上げ等）.

8.- 中医協,地域差撤廃問題につい 

て答申.

9.1 医療費の地域差撤廃（医療費実 

質5 %引上げ）.

9.10厚相,還元融資の償還分は厚生 

省財源としたい旨蔵相に申入れ.

10.1国立秩父学園附属保護指導職員 

養成所開所.

10.30文部省初等中等教育局長・厚生 

省児童局長,幼稚園および保育所と 

の関係について通知（保育所機能に 

'教育'を初めて公的に明示）.

10.! 国保,世帯セの給付率が7割と 

なる.

11.4潮日訴訟'東京高裁判決（保護基 

準は低いが違法ではない.原判決取 

消•請求棄却）.
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12. 4第45回特別国会召集（12.10開会 

式,12.18閉会）.

12. 9第3次池田勇人内閣成立（全閣 

僚再任）.

12.20第46回通常国会召集（翌年1.20 
開会式,6. 26閉会）.

＞経済閣僚懇談会,物価対策を検討 

（公共料金1年間据置きを確認）.

12.21「教科書無償措置法」公布（各教 

科1種の広域採択制,教科書出版企 

業の指定など規定）.

12.26総理府統計局,昭38年東京都消 

費者物価指数,前年比7. 9%の大幅 

上昇と発表.

この年,日本経済の国際化決定 

的となる.

＞火力発電量,水力発電を凌駕（火 

主水従）.

〇流通革命論盛ん,社会資本不足等 

経済のひずみ問題化.

12.2!社会保障制度審議会,首相に対 

し昭39年度社会保障関係予算につい 

て強く要望.

12.24失業対策事業賃金審議会,現行 

失対賃金日額458旧を引き上げる中 

間答申を労相に手交.

12.27労働省,賃金動向で見解発表 

（実質賃金改善に努力が必要と指摘）.

12.29昭39年度予算原案を閣議決定 

（社会保障関係費4306億8200万円, 

生活保護費の13%引上げ,国保家族 

への7割給付を4年計画で,重度精 

薄児への扶養手当（月額1000円）,社 

会保障研究所設立などを織り込む）.

12. 5厚生,通産両省,スモッグ警報 

基準決定.

12.13政府,三井鉱山三池炭鉱の炭じ 

ん爆発事故による集団一酸化炭素中 

毒症等に関し 医療調査団を派遣.

12.20厚生省,学校給食用輸入脱脂粉 

乳による食中毒事故防止策を通達.

12.24「生活環境施設整備緊急措置法」 

公布（昭38年度から5カ年計画でゴ 

ミ,し展下水の処理を急ぐ）.

12.- あん摩,はり,きゅう,柔道整 

復中央審議会,あん摩業における視 

覚障害者の保護等についての答申を 

厚生大臣に提出.

この年,沖縄医療援助の一環と 

して,国立療養所に沖縄結核患者受 

入れ.

＞ 日本精神病院協会,日本精神神経 

学会,厚生省が精神衛生法改正の検 

討を始める（日本精神病院協会と日 

本精神神経学会との第2回連絡会 

（昭38. 2.13）において,両団体から 

法改正（私）案が示される）.

〇がん研究助成金制度設置.

昭和39年

1.17経済関係閣僚会議,公共料金の 

値上げ年内停止など14項目の消費者 

物価安定策を決定（医療費も公共料 

金に準ずる）.

1.20日本共同証券設立（証券不況深 

刻化による過剰株式買入機関）.

1.24政府,公営料金値上げ自粛要謂.

2.2!経済同友会,農業近代化への提 

言を発表.

2.23吉田茂元首相,台湾を訪問.蔣 

介石総統に吉田書簡手交.

2.28地方産業開発審議会,常磐•郡 

山など5地区を新産業都市に指定.

1.6厚生大臣,ILO社会保障最低基 

準102号条約批准について事務局に 

検討を指示.

1.18同盟会議,初の『賃金白書』を 

発表（倍増と近代化へ統一見解）.

1.25厚生省,'厚生行政の長期的課題’ 

をまとめる（社会保障の遅れた部分 

の近代化,所得格差是正,生活構造, 

生活様式の変化など掲げる）.

1.29住宅審議会,公営住宅3カ年計 

画（昭39年度から20万戸）を答申.

2.1キャラウェー沖縄高等弁務官, 

沖縄の社会保障（医療保険,労働者 

退職金制度）確立に努力する旨声明.

2.15 ILO理事会,87号条約批准問題 

につき対日実情調査団派遣の提案を 

採択.

2.25厚生省大臣官房企画室,社会保 

障水準基礎調査結果を発表.

1.26厚生省,がん専門家による肺癌 

対策打合せ会議を開催（1.27未成年 

者の喫煙禁止運動を盛り上げるよう 

都道府県に通知.フィルタータパ 

コ,パイプタバコへの転向者増える）.

2. 3国連アジア極東麻薬協議会東京 

で開催（〜2.13）.
2. 8国産小児マヒワクチン完成,全 

国各県に配布（20日から投与開始）.

2.10通産省,産業公害防止対策を発 

表（ばい煙,排水規制）.

2.15厚生省,昭38年結核実態調査中 

間報告を発表（結核患者5年間に100 
万減）.

2.20厚生省,「救急病院等を定める省 

令」公布（4.10施行.救急隊が傷病 

者を搬送する医療機関の基準等を定 

める）•

2.28医療審議会,厚相に公的性格を 

有する医療機関の開設等に関する規
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この年,厚生省児童局,保母試 

験実施要領通知・

>厚生省,保育所の設置認可等にっ 

いて通知.

昭和39年

1.1国立函館光明寮設置（6月に国 

立函館視力障害センターと改称）.

1.7戦没者の叙位叙勲について,閣 

議決定（昭22. 4に打ち切られたまま 

になっていた戦没者に対する叙位叙 

勲が再開）,

2.13厚生省,障害等級調整問題研究 

会を設置（座長冲中重雄.障害等級 

認定基準の統一を図る）.

2.28厚主省,妊娠中毒症等療育援護 

費支給要綱を施行

12. 4厚相,医療費の緊急是正につい 

て中医協に諮問.

12.19社会保険庁,政管健保赤字は昭37 
年度16. 5億円,昭38年度は80億円を 

上回る見込みと発表.

12.29政府,家族についても,国保の 

7割給付を,昭39年度を初年度とす 

る4カ年計画で実施することを決定.

1.25中医協,再診料問題で紛糾,診 

療側総退場.

10.15英国総選挙,労働党勝利.

> フルシチョフ,ソ連首相辞任.コ 

スイギン,新首相に就任.

（英）8.1暴力犯罪被害者に対する国 

家による補償制度実施.

・盲人雇用事業について,盲人就業 

助言会社という非営利団体を設立 

（盲人授産所の近代化に助言を与え 

る）.

（米）1.8ジョンソン大統領,年頭教 

書で'貧困との戦い'を宣言（老齢者 

の入院保険の緊急性を強調）.

7. 2「公民権法」制定（連邦政府の補 

助の下で行ういかなる施策について 

も,人種•皮膚の色•出生地等によ 

る差別を禁止）.

8. 20「経済機会法」成立（貧困の悪循

環を断ち切るため.失業者のための 

職業経験訓練計画の策定,学生のた 

めの職業教育計画の策定,スラム地 

域等の改善のためのボランティア団 

体の組織化等抱括的な施策を実施）.

& 31「食料キップ法」制定（低所得家 

庭の栄養改善等のため,小売店で食
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3.23日本鉄道建設公団設立.

3.3!「産業構造審議会令-公布（産業 

構造調査会は廃止）.

4.1日本,国際通貨基金（IMF） 8 
条国に移行.

4.28日本,経済協力開発機構（OEC 
D）に加盟.

5.15衆議院,部分的核実験停止条約

を多数で承認（5.25参議院も承認）.

3.12総理府家計調査,昭38年度勤労 

者実質収入は3. 8%増,6年間の最 

低伸び率と発表.

3.14 ILO87号条約批准,スト権奪還 

統一行動中央集会開催.

3.30厚生省統計調査部,第1回人口 

動態社会経済面調査（昭37年）の結 

果を公表（出主）.

4.1石炭鉱業審議会,合理化計画に 

よる離職者^•策などを答申.

＞日本国際社会保障協会（JISSA） 
発足.

＞厚生省環境衛生局に公害課,社 

会局に老人福祉課,薬務局に麻薬参 

事官を新設.

＞建設省,老人世帯向公営住宅の建 

設開始（65歳以上で同居の親族のい 

る者が対象）.

4.17春闘〈4.17＞統一行動,鉄鋼, 

造船,電機など民間労働主体の24時 

間スト.

5.12 ILO結社の自由に関する実情調 

査調停委員会の対日調査団（ドライ 

ヤー委員会）設置.

5.24広島市で1日厚生省.

5.25 事務次官会議,昭39年度に1333 
人の身体障害者を国家公務員に採用 

申合せ.

5.29総理府統計局,昭38年度都市勤 

労者家計調査によると前年度より実 

質増収5. 3%と発表.

制基準を答申.

3. 5関係各省庁による公害防止対策 

連絡協議会設置（公害防止対策の統 

一的推進を図る）.

＞医師実地修練及び医学教育等検討 

打合会発足.

3.21全国初の小児専門病院起工式 

（旧国立世田谷病院）.

3.24ライシャワー米大使刺傷事件起 

こる（輸血から血清肝炎になり黄色 

い血が問題化）.

3.25公的病院の規制基準（人口万人 

対病床数）告示（4・1実施）.

＞ 四日市地区大気汚染特別調査会, 

今後の産業公害対策について,厚生, 

通産両省に勧告.

3.27公害対策推進連絡会議設置.

3.28 厚相,ライシャワー米大使刺傷 

事件に関連し,精神障害者対策の具 

体案の作成を抬ボ（4. 28警察庁から 

厚生省に対し,法改正の意見具申）.

3.29第46回通常国会参議院本会議に 

おいて原爆被爆者援護強化に関する 

決議を採決（原爆被爆者に対する援 

護措置を強化し,生活の安定を図る.

4. 3衆議院でも同様の決議）.

3.31医療金融公庫法改正法公布（資 

本金増額は政府予算の範囲内で追加 

して出資できる途を開く）.

4. 2厚相,精神衛生審議会に,精神 

障害対策を諮問（精神病床の整備, 

拡充,国立精神衛生研究所•同セン 

ター網の拡充,特殊病院の設置な 

ど）.

4.13国際天然物化学会議でふぐ毒を 

解明,テトロドトキシンと命名.

4.16 予防接種法改正法公布・施行 

（急性灰白髄炎の了防接種の義務付 

け.経口ポリオワクチンを使用す 

る）.

4.21精神衛生審議会,医療施設およ 

び医療保護の整備拡充,刑法上の保 

安処分の強化などの意見書を厚相に 

提出.

5.1風俗営業等取締法改正法公布 

（8.1施行.深夜営業規制強化）.

5. 7日本内科学会総会,昭30年ごろ 

から散発し始めた,腸疾患加療中, 

神経炎症状や下半身麻痺症状を併発 

する原因不明の疾患をスモン（SM 
ON）と命名.

5.11厚相,精神衛生審議会に精神衛 

生法の全面改正を諮問.

5.18厚生省,地方衛生研究所の強化 

について通達（公害問題,食品問題
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3. 5全国進行性筋萎縮症親の会発足 

（昭40年,日本筋ジストロフィー協 

会と改称）.

3.13厚生省児童局長,重度精神薄弱 

児収容棟の設置及び運営の基準を通 

知.

4.1国立身体障害者更生指導所を国 

立身体障害センターに,国立保養所 

を国立重度身体障害者センターに, 

国立ろうあ者更生指導所を国立聴力 

言語障害センターにそれぞれ名称変 

更.

4. 7最後の中国抑留戦犯3人帰国.

4.21叙勲基準閣議決定.

4.22福祉事務所に家庭児童相談室の 

設置.

4.25第1回戦没者叙勲1万177名発令.

4.29第1回生存者叙勲発令（197名）.

5.1厚生省に児童手当調査委員会を 

設置.

4.14社会保険審議会,厚生年金保険 

法および船員保険法の一部改正にっ 

いて,労使,公益側の併記意見を附 

して答申（1万円年金では合意,調 

整年金では不一致.諮問3. 4）.
4.16社会保障制度審議会,厚生年金 

保険法および船員保険法の改正案に 

ついて答申（諮問3.13）.
4.18中医協,8 %の医療費緊急是正 

を答申（入院費,初診料,往診料, 

歯科補綴などの引上げを含む国庫負 

担を要求）.

4.-政府管掌健康保険の被保険者に 

成人病予防検診の実施.

5.30国民年金法および児童扶養手当 

法改正法公布•施行（障害年金の支 

給範囲の拡大）.

5.31 厚生省,医療保険における総合 

調整実施の可能性を検討するための 

試案要綱を発表（離職者•老齢退職 

者への医療給付,家族給付7割,5 
人未満事業所の適用,医療保険調整 

基金の創設など）.

料と交換できるクーポンを低額で支 

給）.

— ヒル・バートン法の修正「ヒル・ 

ハリス修正法」成立（病院設備の近 

代化,ナーシングホームなどの長期 

療養施設,郡市地域における施設や, 

包括的地域計画を推進するための計 

画事業にも補助金制度を設定）.

> Nurse Training Act of 1964 によ 

り:? Public Health Service Actが改 

正され,看護学校だけに対する補助 

金が設けられるとともに,看護学校 

における奨学金貸与制度の創設の規 

定が設けられた.

（仏）7.一国立衛生医学研究所設立.

12.16「水質汚濁防止に関する法律」制 

定.

（西独）3.- 「連邦児童手当法」を制定 

（児童手当制度の統一と手当額の統 

一）.

5. 2？「身体障害者の社会復帰援助規 

貝1］」を公布（温泉保養,医師の指導 

下の集団理学療法,住宅の改良など 

を規定）.

12.16「水質汚濁防止に関する法律」制 

定.

（スウェーデン）「重症身障児を持つ家 

庭への補助法」を公布.

（デンマーク）3. 3被用者を対象とす 

る補足年金制度（拠出制）を制定, 

4月から実施

4.15「廃疾,老齢年金受給者福祉法」 

制定（1963年までにすべての地方自 

治体がホーム・ メ ーカ■一,ホーム• 

ヘルプ制度を採用すべきことを規 

定）.

（べルギー）4.1国民健保の創設に反 

対するベルギー医師会傘下の医師1 
万人がスト（診療拒否により死者2 
人）.

4.18医師と政府と協定成立,医師会は 

18日間のストを中止.

7. 30非雇用労働者にも強制加入の疾 

病保険を適用.

（ニュージーランド）1938年の社会保障 

法基本法をはじめ各年改正法,政令 

を統合して「1964年社会保障法」と 

し,翌1965. 4.1から実施.
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昭和39年(1964)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

6.16「繊維工業設備等臨時措置法」公 6.24労働省設置法改正.労働研修所

等新たな衛生行政上の諸問題に対 

処）.

5.22厚相は,中央薬事審議会に売血 

制度と保存血液確保についてオープ 

ン採血を実施すべきかどうかについ 

て諮問.

6.1厚相,知床半島,南アルプスを

布（4年間の時限立法,スクラップ の設置. 国立公園に,ハヶ岳中信高原,室戸

•アンド・ビルドによる設備制限）. 6.29「労働災害防止団体等に関する法 ・阿南海岸を国定公園に指定.

＞新潟,山形,秋田に大地震. 律」公布. 6.30医業類似行為に関する特例期限

6.19学校教育法改正法公布（短期大 の制限撤廃（あん摩,はり,きゅう,

学を恒久制度化）. 柔道整復等営業法改正）.

6.24暴力行為等処罰に関する法律改 ＞ クリーニング業法改正法公布（リ

正法公布（常的暴力行為に対する刑 ネンサプライ業,取次店を規制対象

の引上げ等）. に追加）.

6.28総合エネルギー調査会設置.

7.1宇宙開発推進本部発足. 7.1 厚生省設置法改正.児童局を児 7. 7 「保健所において執行される事業

〇総理府に賞勲局設置（官房賞勲部 童家庭局と改称,国立公園部は局に 等に伴う経理事務の合理化に関する

廃止）. 昇格. 特別措置法」公布•施行（一括取扱

7. 3憲法調査会,7年間の審議に基 7. 7「社会保障研究所法よ公布・施行. い).

づく最終報告書を提出. 7.13厚生省,新産業都市建設基本計

＞「工業整備特別地域整備促進法」 画策定にあたって,公害対策など住

公布（鹿島など6地域指定,以後指 民の福祉向上対策も考慮するよう通

定続く）• 達.

7. 9経済企画庁,『経済白書』を発表 ＞厚生省環境衛生局長,食中毒処理

〈開放体制下の日本経済〉. 要領を通知（昭25年の要領を全面改

＞ 「林業基本法」公布（林業の構造 正).

改善）. 〇 麻薬に関する単一条約批准書寄託.

7.10「河川法」公布（昭4〇. 4.1施行. 7.14 ばい煙規制地帯指定閣議決定

河川管理の基準強化など）. （五井町（千葉県）,名古屋市,大牟

7.11「電気事業法」公布（昭4〇. 7.1施 田市）.

行.電気臨時措置法廃止）. ＞結核予防審議会,肺結核後遺障害

7.18池田内閣改造（厚相神田博）. 認定基準（案）を答申.

7.27農林省,昭38年度農業調査結果 7.25精神衛生審議会,精神衛生法改

により人口戸数減少,4割以上は兼 正に関する中間答申（保健所におけ

業農家と発表. る訪問指導の実施,精神衛生センタ

8.20世界商業通信衛星組織（INTEL 8. 2 厚生省,経済発展とみあった社

ーの設置,外来患者に対する医療費 

保障の必要性,社会復帰の促進（職 

親制度等）,精神病床の整備（当面, 

人口万対20床を目標）など）.

7.- 厚生省,'看護制度に関する意見 

要旨'まとめる.

＞ 即席めん類による中毒事件発生 

（〜9月.患者69人油脂の酸敗が 

原因）.

& 6東京,異常渇水で水不足深刻化

SAT）に関する暫定的制度を定め 会開発を厚生行政の中心課題とする （'東京サパク'の語生まれる）.

る協定に加盟. 社会福祉行政長期展望を発表. 8.10厚生省,医薬品の適正広告基準

8.28政府,米原潜の日本寄港受諾を 8.22労働省,昭40. 3の中学卒業者へ を公布.

回答. の求人率は約J 5倍と発表. 8.19全国市町村献血推進協議会発足

8.31 OECD,対日年次経済報告を発 8.25閣議,人口過密都市対策の検討 （献血思想の普及,献血組織の育成,

表,コストと物価の抑制が必要と指 を決定. 採血の供給計画の策定等の具体的献

摘. 血推進活動を展開）.

＞文部省,大学生急増対策発表. &21政府,献血の推進について閣議

決定を行い,献血推進緊急対策費と
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

6.1国立光明寮を国立視力障害セン 

ターと改称.

6.13全国重症心身障害児を守る会発 

足.

6.19厚相,中央社会福祉審議会に保 

護基準改定の客観的算定方式または 

第三者的機構設置の構想を諮問.

（国際）4.16欧州理事会,ヨーロッパ 

社会保障法典および同議定書を可決 

（法典および議定書はILO102号条約 

を前提にして,これより高い基準を 

ヨー ロッパ基準に定む）.

6.17 ILO第48回総会ジュネーブで開 

催（〜7. 9）.条約120号「商業およ 

び事務所における衛生に関する条 

約」（7.8）,121号「業務災害の場合 

における給付に関する条約」（7. 8） 
採択.

一 WHO,第17回総会で,各国の医 

薬品の安全性と有効性を評価するた 

めの基準をWHOへ通報することを 

決定

7.1「母子福祉法」公布•施行（母子 

福祉に関する総合立法,母子福祉資 

金貸付等に関する法律廃止）.

7. 2「重度精神薄弱児扶養手当法」公 

布（9.1施行.家庭介護の重度精神 

薄弱児に,その生活の向上を目的と 

した手当を支給）.

7. 9戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（遺族一時金制度の創設, 

公務傷病の範囲拡大（いわゆる「日 

華事変」以後）.生別再婚解消妻に 

遺族年金等支給）.

7.11精神薄弱者福祉法改正法公布.

7.3!中央社会福祉審議会老人福祉専 

門分科会,厚相に老人福祉対策の推 

進に関する意見の中間報告を提出 

（社会活動への参加,所得•医療保 

障,居宅老人へのサービス,老人福 

祉施設の整備など8. 6審議会答申）.

7. 6厚生省,公私病院の40%が入院 

料の差額徴収を実施と発表.
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昭和39年(1964)

背 景 社会保障一般 衛生 • 医療

9. 5名神高速道路全線開通. 9.1政府,中高年齢者雇用促進連絡

して8036万円の支出を決定

8.24千葉県習志野市で感染経路不明 

のコレラ患者1人および保菌者1人 

発見.

9.13 沼津市で石油化学コンビナート

9.17東京モノレール,浜松町一羽田空 会設置を決定・ 進出に反対する住民2万人総決起大

港間開業. A労働省,炭鉱離職者雇用促進運動 会.

9.29臨時行政調査会,2年7カ月の を推進. 9.14日患同盟,医労協,民医連,新

審議による内閣機能の強化など16項 9. 4欠員不補充要綱閣議決定（9. 4〜 医協など日赤の献血運動に反対の共

目の答申を首相に提出. 昭41.3. 3!の間,欠員補充のための 同声明を発表.

新規採用禁止.のち1年延長）. 9.29厚生省,国民栄養調査結果を発

10.1東海道新幹線,東京一新大阪間開 10.26中央最低賃金審議会,最低賃金

表（摂取量は伸びているが,白米食 

偏重が強いと警告）.

10. 5通産省,産業構造審議会産業公

業. 日額最高480円,最低360円を答申. 害部会に'産業公害の現状と対策’を

10.10オリンピック東京大会開催（〜 10.3!経営者団体中央雇用対策協,中 報告,公害地域の拡大を指摘.

10. 24). 高年齢雇用促進を政府に要望. 10.13 医師実地修練および医学教育等

10.25病気入院（9.9）中の池田首相, 検討会,インターン制度の改善にっ

相当長期療養が必要との診断で辞意 いて厚相に意見書を提出（インター

を表明. ン制の廃止,卒後直ちに国家試験,

11.9第47回臨時国会召集（11.20開会 11.10総同盟,全労解散大会（11.12両

合格後1年間の指定病院での研修を 

提言）.

10.30日本学術会議,インターン制の 

廃止と卒後即時に国家試験を行い, 

合格者に医師免許を与えることを勧 

告.

11.16薬物乱用防止に関する日米合同

式,12.18閉会）,池田内閣総辞職 組織と全官公が合同,全日本労働総 計画会議東京で開催（〜11.27）.
（佐藤栄作首班指名,閣僚は全員留 同盟（同盟）結成）. 11.17閣議,麻薬対策の重点目標を決

任). 11.17経済審議会,中期経済計画を発 定.

11.12米原子力潜水艦シードラゴン号, 表,社会保障の充実と社会保険の整

佐世保に入港. 備を強調.

11.13閣議,生鮮食品値上り抑制対策 

のため閣僚懇談会設置を了承.

11.17経済審議会,中期経済計画（昭39 
〜43年）の答申案をまとめる（所得 

倍増計画のひずみ是正,高度安定成 

長をめざす）.

〇公明党結成大会.

11.27過密都市問題閣僚懇談会設置.

12.16石炭鉱業調査団,石炭産業再建 12.1厚相,地域開発研究会の社会開 12.18 国民の健康体力増強対策につい

案答申（炭価引上げ,利子補給な 発の策定に関する勧告書を首相に提 て閣議決定（東京オリンピックを契

ど). 出. 機に国民の健康体力増強を図る）.

12.17経済閣僚懇談会,物価安定策を 12. 5社会党,社会保障基本法案をま

決定. とめる.

12.2!第48回通常国会召集（翌年1.21 12.2!昭39年の交通事故死,1万2865
開会式,6.1閉会）. 人となり,史上最高を示す.

[> 税制調査会,長期税制のあり方に 

つき答申（減税は所得税中心に行 

う）.

12.25総理府に研究学園都市建設推進 

本部設置.

この年,消費者物価の値上り等 

高度成長のひずみ顕在化.

〇証券不況深刻化,粗鋼生産高世界
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

9. 4厚相,経企庁長官に対し検討中 

の所得倍増計画の手直しに関し,昭 

41年度からの児童手当の新設を要望・ 

9.12厚生省児童家庭局長,肢体不自 

由児施設重度病棟の設置及び運営の 

基準を通知.

10. 5中央児童福祉審議会児童手当部 

会,児童手当制度につき中間報告を 

厚相に提出（児童手当制度は社会保 

険とし,支給は第1子から）.

10. 8中央児童福祉審議会保育制度特 

別部会,いま保育所に必要なものを 

中間報告（保育所保育要領の作成を 

提言）.

11.6厚生省,消費者米価の引上げに 

よる低所得者対策として,生活扶助 

基準の引上げ,妊産婦,乳幼児ミル 

クの無償支給などを決定.

11.8国際身体障害者スポーツ大会 

（パラリンピック）開催（東京,〜11. 
14. 22カ国,560人参加）.

11.29「児童扶養手当法」公布（昭37.
1.1施行.離婚等により父がいない 

母子家庭の生活の安定と自立の促 

進）.

11.1 船員脊髓損傷患者に対する介護 

事業開始.

＞中央（社会保険庁年金保険部業務 

課）による年金支払事務の一元化開 

始.

11.19政府,与党会談,医療費緊急是 

正（昭4〇.1.1から9. 5%引上げ）,薬 

剤費の2分の1患者負担,昭40年度 

より保険料10%引上げ,薬価基準引 

下げ分を技術料に回す,自民党に医 

療問題懇談会の設置などを決める.

12.16中央社会福祉審議会生活保護専 

門分科会,当面の生活保護水準の改 

善について中間報告（保護基準は, 

被保護階層に隣接するボーダーライ 

ン階層の動向に合わせ改善するべき 

ことを強調）.

12.17社会保険審議会,社会保障制度 

審議会,年金額のスライド制の確立 

について建議・申入れを行う.
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昭和39・40年(1964・65)

背 景 社会保障一般 衛生 ・ 医療

3位.

〇公害問題顕在化.

昭和40年

1.8閣議,社会開発懇談会の設置了 1.10 ILO調査団来日,調停工作は不 1.14精神衛生審議会,精神衛生法改

承. 調に終わる（1.26離日.団長ドライ 正に関する答申（地方精神衛生審議

1.12日本証券保有組合の発足（証券 ヤー.& 31報告書発表）. 会の設置,精神衛生鑑定医•精神障

業界の株式棚上げ機関）. 1.1! 特殊法人社会保障研究所発足. 害者の申請通報制度・緊急入院制度

1.22中期経済計画閣議決定（昭39〜44 1.25首相,施政方針演説に住宅政策 •保護拘束制度の創設など）.

年度の5カ年計画.実質成長率8.1 など社会開発を強調. 1.16厚相,公害対策構想表明（公害

%,物価上昇率2.5%）. 防止事業団発足,公害防止審議会の

1.29第4次道路整備5カ年計画,閣 設置,ばい煙規制）.

議決定 1.22閣議,生活環境施設整備5カ年 

計画を了承.

1.- 閣議,日米医学協力計画を了承.

2.10国会で防衛庁の'三矢研究'問題 2.23全国出稼ぎ者総決起大会開催. 2.15 千葉県でアンプル入りかぜ薬に

化. 起因する疑いのある死亡者（15歳女

2.13首相の諮問機関として社会開発 子）が発生（翌日静岡県でも発生）.

懇談会を開催. 2.20 厚生省 アンプル入りかぜ薬の 

関係製薬会社に対し製造•販売•出 

荷停止の措置を要請.

2.- 厚生省,ORT・ST等身分制度研 

究会設置.

3. 6山陽特殊製鋼,会社更生法適用 3. 9閣議,国民健康・体力増強対策 3. 2厚相は,中央薬事審議会にアン

を申請（戦後最大の倒産.紛飾決算 閣僚懇談会設置を決定. プル入りかぜ薬の可否について諮問.

が問題化）. 3.24中央最低賃金審議会,中小炭鉱 3.24興和製薬の薬剤師,従業員を使

3.18新南極観測船・ふじ進水. に最低賃金を適用と決定. った新薬（キセナラミン）の人体実

>愛知県犬山市に明治村開村. 3.31 労働省に労災防止対策部を新設. 験により,社員1人が死亡したと東

3.29国民経済計算審議会,国民所得 京法務局に提訴.

勘定の新方式を決定. 3.26 総理府に体力づくり国民会議発

> 「市町村の合併の特例に関する法 足.

律」公布. 3.30インターン制度に反対する医大

3.-繊維業界の中小企業の倒産激増. 卒業生,医学部卒業者連盟を結成, 

約2000人がインターン願書拒否.

4.1「地方行政連絡会議法」公布・ 4. 9『国民生活白書』発表.住宅生活 4.1国立小児病院発足（11.1開院式）.

4.24ベトナムに平和を/市民文化団 環境の著しい後れを指摘・ A 厚生省,環境衛生関係営業に対し

体・ベ平連主催の初のデモ行進. 4.15厚生省大臣官房に児童手当担当 

参事官を設置.

4.23日本ISSA協会と西独との社会保 

障に関する技術交換により,西独社 

会保険担当部長ら来日.

補助金を交付.

5. 7行政事務運営の改善について閣 5.1？結社の自由と団結権の擁護に関 5. 7中央薬事審議会安全対策特別部

議決定（窓口事務の改善など）. する条約（ILO87号条約）承認（6. 会,アンプル入りかぜ薬製造販売の

5.1!「山村振興法」公布. 14批准書寄託,6. 28公布）. 禁止を答申.

〇昭39年度農家就業性向調査,農家 〇 社会政策学会,社会保障の後退に 5.11厚生省,かぜ薬の事故を防ぐた

人口減77万人,離村するもののうち 反対と厚相に申入れ. め新しい配合基準を設定.
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昭和40年

2. 7厚生省社会局長,婦人保護長期 

収容施設の運営について通知（4.2 
婦人保護長期収容施設・かにた婦人 

の村,千葉県館山市に落成）.

2.24大蔵省,標準生計費を算定.5 
人世帯で53万旧,大人1日1人の食 

費は167円と発表.

3.19全電通育児休職制協約締結.

3.28千鳥ケ淵戦没者墓苑納骨並びに 

拝礼式の挙行（以後毎年春に皇族の 

御臨席を仰いで挙行）.

4.1第21次生活扶助基準改定（生活 

扶助基準改定方式として格差縮小方 

式採用）.

〇 国立福岡視力障害センター設置.

> 厚生省,児童遊園に対する助成を 

国庫補助から国民年金還元融資に変 

更.

4.13第3回汎大平洋リハビリテーシ 

ヨン会議東京で開催（23カ国,300 
人.日本人700人参加）.

4. - 婦人保護長期収容施設設置.

5. 5中央児童厚生施設こどもの国開 

園式挙行.

1.9厚相,医療費9.5%値上げを1.1 
にさかのぼり職権告示.

1.19税制改正要綱を閣議決定（医療 

費控除を最高30万旧（現行15万旧） 

に引上げ）.

1.2?日経連社会保障委員会,医療保 

険制度の抜本改善策を自民党首脳に 

提言.

1.31厚相,社会保険審議会に健康保 

険法,日雇健保法,船員保険法改正 

案を諮問（政管健保,組合健保に総 

報酬制保険料の導入,薬代の半額自 

己負担などを打ち出す）.

2. 5健保連等,診療報酬9. 5%引上げ 

を不満とし,職権告示の取消し,効 

力停止の行政訴訟起こす.

3.30『地方財政白書』,医療費の緊急 

是正•家族7割給付などで国保事業 

の財政悪化を指摘.

4.22東京地裁,神田厚相の職権告示 

による医療費引上げの効力を5.1以 

降職権告示取消の行政訴訟確定まで 

停止するとの決定を下す.

4.23厚相,東京地裁の決定を不服と 

して即時抗告.

4.30厚相,職権告示の効力停止は4 
健保組合に限る.混乱が生じないよ 

う関係者の理解を望むとの声明を発 

表.

5.31 国民年金法等改正法公布・施行 

（障害年金の支給範囲の拡大,福祉 

年金の額の引上げ）.

>東京高裁,厚相の医療費職権告示 

を停止した東京地裁の仮処分決定に

2.17米,月ロケット打上げ,24日に 

命中.

（英）1-1 労働党政府,保健サービス 

の一部負担処方せん料（1処方2シ 

リング）を廃止,医師の処方せんに 

よる薬代無料とする.

4.1!英国医師会,保健サービスから 

の総辞退を決議（7.1からの発効を 

予定するが,保健省との交渉により 

「家庭サービス憲章」が公布され, 

報酬体系もでき,騒ぎは終息）.

一 借家人保護のため「家賃法」が家 

賃統制を規定する.

（米）4.11「初等中等教育法」制定（低 

所得家庭の子どもを教育する初等, 

中等学校への援助を実施）.

7. 30社会保障法改正により,老人医 

療保険（メディケア,65歳以上を対 

象）と老齢低所得者に対する医療扶 

助制度（メディケイド）制定,児童 

扶養扶助の年令制限（20歳）を大学 

卒業までに延長（1966.7.1実施.専 

門療養施設に対するメディケアの給 

付は1967.1.実施）.

> 公衆衛生法改正により,地域医療 

協力による成人病対策開始（the 
Heart Disease, Cancer, and Stroke 
Amendments of 1965）.

10. 2自動車排気ガス規制を制定

12. 31 Health Professions Educational 
Assistance Amendments of 1965 に 
より,医科,歯科大学の改善のため 

の補助金が創設され,それらの大学 

への奨学金制度も設けられた.また, 

医療状況の悪い地域で,将来勤務を 

した場合返済額が少なくなる貸与金 

制度も開始（Public Health Service 
Act改正）.

一連邦政府,「水質法」を制定.

〇 病院の効率利用,適切な入院給付 

を図るため,施設利用調査委員会を 

各病院に設置（医療費の抑制効果を 

期待）.

> 「老人福祉法」制定（老人の健康, 

住宅,就業,生きがい対策の向上を 

目指す）.
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冃 乐, 社会保障一般 衛生 •医療

3分の2は19歳以下と発表. 5.18 ILO87号条約批准にともなう国 > 日赤血液センター,出張採血を始

5.2？「八郎潟新農村建設事業団法」公 家公務員法改正法（職員団体制度の める.

布. 整備等）等関係法各改正法公布. 5.2!日米医学協力計画合同準備会,

[> 「行政監理委員会設置法」公布. > ドライヤー提案に基づく政府と総 アジア地域の疾病の共同研究のため

5.28証券不況,山一証券事件（田中 評,初の定期会合. の委員会設置を声明.

蔵相,山一証券株式会社に無制限, 5.25恩給法改正法公布（給与額の増 5.3!新潟大学医学部の椿,植木両教

無期限の日銀特別融資発表.6. 7第 額）. 授,阿賀野川下流沿岸部落に水俣病

1回融資）. 5.3! 厚相,大山次官,小山保険局長 類似患者が散発している旨,新潟県

の辞表を受理. 衛生部に報告（新潟水俣病発生確認

6.1 福岡県山野炭鉱でガス爆発（死 6.1「小規模企業共済法」公布.

の端緒）.

6.1「公害防止事業団法」公布（10.1
者237人）. 6. 3「港湾労働法」公布. 設立.産業公害防止のための長期低

A経企庁,国民生活局を設置. 6.10「地方住宅供給公社法」公布. 利融資）.

6. 2「新東京国際空港公団法」公布. 6.22日韓基本条約署名（日本に永住 6. 2厚生省,不時の災害で多数の死

6. 3「地方公共団体の議会の解散に関 権をもつ者の国保•生活保護受給権 傷者が出た場合の救急医療体制の整

する特例法」公布. のための必要措置を明示）. 備を通達.

> 「農地被買収者等に対する給付金 6.11医療法一部改正法公布（診療科

の支給に関する法律」公布・ 名に脳神経外科を追加,放射線科を

>佐藤内閣改造（厚相鈴木善幸）. 独立の診療科名とする）.

6.14東京都議会,解散可決（3.16以 6.12阿賀野川水銀中毒事件（昭39. 8
来の都議会議長選挙をめぐる汚職事 末から昭40. 6にかけて新潟市の阿賀

件のリコール運動終結）. 野川流域で患者26名,死者5名の奇

6.18日銀,投資信託の解約激増のた 病発生.水俣病と同一のものと判

め,証券14社に融資. 明）.

6.22日韓基本条約,関係諸協定等署 6.14厚生省,阿賀野川流域へ調査団

名（12.18批准書交換）. 派遣.

6.23大蔵省,公共事業費などの繰上 6.29「理学療法士及び作業療法士法」

げを決定（約1000億円,景気刺激 公布.

策）. 6.30精神衛生法改正法公布（通院患

6.30名神高速道路全面開通. 者の医療費に2分の1の公費負担制

7. 4第7回参議院議員選挙（自民71, 7. 3総理府に公務員制度審議会設置.

度新設,精神衛生センターの設置な 

ど）.

〇 東京都,夢の島のゴミ捨て場にハ 

工大量発生•江東区一帯に飛来,問 

題化.

> 「公害審議会令」公布（9.16委員40 
人を発令）.

7.16食品衛生調査会,食品添加物に

社会36,公明11,民社3,共産3, 7.22中央社会保障推進協議会,社会 ついての調査審議の基準を答申.

無所属3,東京地方区で自民全滅）. 保障拡充の要求書を厚相に手交. 7.-厚生省環境衛生局長名で遊泳用

7.12鉄鋼大手6社,粗鋼1割減産で 7.23社会開発懇談会,健康増進,生 プー ノレの水質基準について通知.

合意. 活改善の方策,生産の場の改善,社

7.13大蔵省•日銀,景気底入れとの 会保障,福祉対策などについて中間

意見を発表. 報告.

7.22第49回臨時国会召集（7.30開会 

式,&11閉会）.

7.23東京都議会選挙,社会党第1党 

となる.

7.2？閣議,不況対策で国債発行の方 

針を決定.

7.29米,B25爆撃機30機,沖縄から 

南ベトナム爆撃.

8.10経済企画庁,『経済白書』〈安定 8. 3昭39年『厚生白書』〈社会開発の 8. 2中央薬事審議会,厚相に麻しん

成長の課題〉を発表. 推進〉,生産年齢人口の老齢化,生 ワクチンの製造基準および接種方法

8.1?関係閣僚協議会および審議会等 活環境施設と保健施設の充実の必要 を答申.
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対し,告示の効力停止は必要ないと 

同地裁の決定を取り消す.

6.1厚生省社会局所掌の精神薄弱者 

対策を児童家庭局に移管,児童から 

成人まで一元的に取り扱う（厚生省 

設置法改正）.

> 「戦没者等の遺族に対する特別弔 

慰金支給法」公布（4.1適用.額面 

3万円の国債,10年償還）.

7.16中央児童福祉審議会,児童の事 

故防止対策に関する答申（安全な施 

設整備の促進,安全教育,事故対応 

訓練など）•

7.26厚生省,低所得層の妊産婦•乳 

幼児に1日1本の牛乳の無償支給を 

通知.

8.1厚生省,身体障害者（児）実態 

調査を実施（全国の身障者（児）116 
万4000人,18歳以上104万8000人,

6.1厚生年金保険法改正法公布（5.1 
適用.1万円年金の実現,企業年金 

との調整による厚生年金基金（調整 

年金）制度の創設）.

〇社会保障制度審議会,医療問題混 

乱に対する緊急措置について首相あ 

て申入れ（中医協の改組,医療経済 

実態調査の実施など）.

〇 船員保険法改正法公布•施行（年 

金給付水準の大幅な引上げ（いわゆ 

る1万円年金の実現）,在職老齢年 

金の創設）.

> 社会保障法改正により,老齢遺族 

障害年金保険の給付が18〜21歳の学 

校に通っている子および離婚した前 

の妻にも行われることとなった.

（西独）3.- 「歯科診療行為に関する法 

律」で,歯科の診療報酬を規定.

5. - 「大気清浄のための予防措置に関

する法律」制定（特定地域の環境測 

定と,国の責任による防止措置を規 

定）.

7.16「公認の戦争兵役拒否者の民間に 

おける代償奉仕に関する法律」公布.

9. 20看護法大幅改正（連邦内で看護 

婦資格統一.18歳以上で教育期間 

1200時間以上（補助看護婦は教育期 

間1年）を要する）.

-母性保護法を改正（妊産婦のため 

の職場確保,産前産後の保護期間の 

延長および就職禁止の拡張,賃金喪 

失の補償,連邦の負担による母性手 

当の支給など）.

> 「難民扶助法」制定.

（伊）7.2!法律で廃疾,老齢,遺族の 

年金給付を行うことを目的とする社 

会年金制度を創設（すべての年金受 

給者に最低限額を保証）.

（スウェーデン）「有給休暇法」制定

（スイス）3.19連邦法により,老齢・ 

遺族•障害保険に対する補足給付制 

度制定.

（オーストリア）4. 28 「年金調整法」を 

採択（被用者,自営業者の両年金制 

度を補足し,賃金水準の変化による 

スライド制を導入）.

（中国）11.10文化大革命始まる.

（国際）5. 4第18回WHO^会ジュネー 

ブで開催（〜5. 21）.国際がん研究 

機関（IARC）の創設を決定

6. 2 ILO第49回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 23）.条約123号「鉱山の坑 

内労働に使用することができる最低 

年齢に関する条約」（6.22）,124号 

「鉱山の坑内労働に使用される年少 

者の適格性について健康診断に関す 

る条約」（6.23）採択.
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