
法令改廃経過一覧

够環境衛生関係営業の運営の適 
正化に関する法律

昭32. 6. 3 法164
昭32. 9. 2施行

【制定時】

(1)目的(環境衛生関係営業の衛生水準 

の向上,営業者の自主的活動を促進, 

経営の安定)

⑵ 営業者は,業種ごとに都道府県を単 

位として環境衛生同業組合を設立する 

ことができること。また組合は,環境 

衛生同業組合連合会を設立することが 

できること

(3) 組合の事業(衛生措置の確保のため 

の組合員の営業に関する料金等の制限 

等)

(4) 厚生大臣の衛生水準の確保のため料 

金等の規制(規制命令)

(5) 環境衛生適正化審議会の設置

【第1次改正】

•環境衛生関係営業の運営の適正化 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭 36.11.16 法 230

一昭37. 2.1施行

(1)組合事業に組合員の福利厚生に関す 

る事業を追加

⑵ 組合に対する出資制度(出資組合) 

を創設

(3)衛生措置の確保のため非組合員の事 

業活動に対する改善勧告制度を創設

【第2次改正】

囑境衛生関係営業の運営の適正化 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭37. 9. 29 法162

・昭37. 9.29施行

過度の競争により営業者の健全な経営の 

維持に甚だしい支障を生じる場合につい 

ても,適正化規程の設定,規制命令,改 

善勧告ができることとした。

【第3次改正】

'環境衛生関係営業の運営の適正化 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭39. 6. 30 法122

・昭39.12. 29施行

(1)組合が非組合員等との間に組合協約 

を締結できることとした。

⑵組合が大企業との間に特殊契約を締 

結できることとした。

(3) 一定規模以上の非組合員や大企業者 

に組合協約,特殊契約に関する交渉に 

応ずる義務があることとした。

等

【第4次改正】

"所得税法及び法人税法の施行に伴 

う関係法令の整備等に関する法律 

昭4〇. 3. 3!法36

・昭4〇. 4.1施行

所得税法及び法人税法の改正に伴う規定 

の整備

【第5次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

、昭45. 6.1施行

環境衛生同業組合の定款の変更のうち軽 

微なものについては厚生大臣の認可から 

届出に簡素化

【第6次改正】

・中小企業者の範囲の改定等のため 

の中小企業基本法等の一部を改正 

する法律

昭 4& 10.15 法115 

.昭48.10.15 施行

環境衛生同業組合が特殊契約を締結する 

相手方である大企業者の範囲について改 

正

【第7次改正】

•商法の一部を改正する法律等の施 

行に伴う関係法律の整理等に関す 

る法律

昭49. 4. 2 法23 

-昭49.10.1施行

条文整理

【第8次改正】

'環境衛生関係営業の運営の適正化 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭54. 4.1!法19

.昭54. 9.10施行

(1) 環境衛生関係営業について,その経 

営の健全化を図るとともに,利用者又 

は消費者の利益の擁護に資することを 

目的に追加

(2) 適正化規程に実施期間を付する,特 

殊契約の相手方として大企業者のダミ 

ー会社を加える,組合が特殊契約の締 

結交渉するに当たって事前に都道府県 

知事に相手方の調査を申し出ることが 

できることとする等,過度の競争等に 

対する措置の規定を整備

(3) 環境衛生同業小組合を創設

(4) 厚生大臣による振興指針の策定及び 

組合による振興計画の作成について規 

定

(5) 営業者に対する経営指導を行うため 

の都道府県環境衛生営業指導センター 

の設置及び全国環境衛生営業指導セン 

ターを設置

(6) 全国環境衛生営業指導センターによ 

る標準営業約款制度を創設

【第9次改正】

'商法等の一部を改正する法律の施 

行に伴う関係法律の整理等に関す 

る法律

昭56. 6. 9 法75

・昭57.10.1施行

条文整備

鑽水道法

昭32. 6.15 法177
昭32.12.14施行

【制定時】

(1) 水道事業の定義(一般の需要に応ず 

る水道事業,水道事業者に用水を供給 

する水道用水供給事業及び特定個人を 

対象とする専用水道)

(2) 水道事業及び水道用水事業の経営 

は,厚生大臣の認可制とし,専用水道 

の設置は,都道府県知事の確認制とす 

ること

(3) 水質基準,施設基準,技術者による 

水道の布設工事の監督,水質検査,給 

水装置の基準,従業員の健康診断等に 

ついて規定

(4) 水道事業者に,給水義務,供給規程 

の設定義務,消火栓の設置義務を課す 

ること

(5) 認可の取消し水道施設の改善命 

令,給水停止命令,報告及び立入検査 

等の監督について規定

⑹ 地方公共団体の行う簡易水道(給水 

人口5,000人以下)の布設に対する国 

庫補助

【第1次改正】

・日本国とアメリカ合衆国との間の 

相互協力及び安全保障条約等の締 

結に伴う関係法令の整理に関する 

法律

昭35. 6. 23 法102

・昭35. 6.23施行

条約締結に伴う所要の改正
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【第2次改正】

［行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161
〔昭37.10.1施行 

訴願に関する規定の削除

【第3次改正】

r水道法の一部を改正する法律

昭52. 6. 23 法73
1 昭52. 6. 23,昭53. 6. 23 施行

(1) 水源及び水道施設並びにこれらの周 

辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理 

的な使用に関する国及び地方公共団体 

の責務の明確化

(2) 広域的水道整備計画の策定に関し, 

その手続及び内容について規定

(3) 水道事業者に水質検査施設の設置を 

義務づけ

(4) 簡易専用水道の設置者の水道の管理 

について規定

(5) 水道事業等一般に対し国庫補助を導 

入

【第4次改正】

［■地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109
〔昭62. 4.1施行

(1) 保健所設置市においては,第36条第 

3項,第37条(簡易専用水道に関する 

部分に限る)及び第39条第2項の「都 

道府県知事」を「市長」と読み替え, 

その場合,保健所設置市長を都道府県 

と,保健所設置市を都道府県とみなす 

こと

(2) ⑴の場合,保健所設置市長が行う, 

審査請求の裁決に不服があるものは, 

厚生大臣に対し,再審査請求ができる 

こと

【第5次改正】

「日本電信電話株式会社の株式の売 

払収入の活用による社会資本の整 

備の促進に関する特別措置法の実 

施のための関係法律の整備に関す 

る法律

昭 62. 9. 4 法87
L昭62. 9. 4施行

日本電信電話株式会社の株式の売払収入 

の活用による社会資本の整備の促進に関 

する特別措置法の制定により,社会資本 

の整備を促進するため,国が地方公共団 

体等に対し無利子貸付けを行う制度が創 

設されたことに伴い,水道事業等の用に

供する施設の整備に対し 無利子貸付け 

が行えるように所要の改正を行ったもの

の勧告を実施

【第3次改正】

「都市計画法施行法

昭43. 6.15 法101

、昭44. 6.14施行

所要の改正

【第4次改正】

「下水道法の一部を改正する法律 

昭45.12. 25 法141
L昭46. 6. 24施行

(1) 目的に公共用水域の水質の保全に資 

することを追加

(2) 公共下水道の要件(終末処理場を有 

するか,又は流域下水道に接続する 

か)

(3) 流域下水道に関する規定

⑷ 悪質な下水を排出する者の届出,記 

録等に関する規定

(5) 水洗便所への改造の義務づけ

(6) 下水道使用料を,下水の量及び水質 

に応じて徴収することができることを 

明確化

【第5次改正】

~環境庁設置法

昭46. 5. 3!法88

・昭46. 7.1施行

環境庁の設置に伴い,流域別下水道整備 

総合計画の承認に当たり,建設大臣は環 

境庁長官に協議

【第6次改正】

■■公害健康被害補償法 

昭 48.10. 5 法111

.昭49. 9.1施行

(1) 継続して下水を排除して公共下水道 

を使用しようとする水質汚濁防止法に 

規定する特定施設の設置者は,あらか 

じめ使用開始の時期を公共下水道管理 

者に届け出ること

(2) 公共下水道管理者が特定賦課金を徴 

収される場合において,公共下水道管 

理者は特定施設の設置者に対して汚濁 

原因者負担金を賦課

【第7次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

昭49. 6.1法71

-昭50. 4.1施行

特別区は,都と協議して,下水道の設置 

等を管理

【第8次改正】

［下水道整備緊急措債法及び下水道

・下水道法

昭33. 4.24 法79 
昭34. 4.23施行

【制定時】

(1) 下水道の定義と事業主体(公共下水 

道と都市下水路に分けて規定し,その 

管理者を地方公共団体とする)

(2) 公共下水道の設置に関する認可制の 

導入

(3) 公共下水道に関する構造の基準,放 

流水の水質基準,終末処理場の維持管 

理の基準を定めるとともに,都市下水 

路に関する構造及び維持管理の基準設 

定

(4) 公共下水道の設計及び工事の監督管 

理の資格者制度並びに公共下水道台帳 

制度を設定

(5) 公共下水道の排水区域内は排水設備 

の設置義務を課すとともに,悪質の下 

水を排除する者に対し,除害施設の設 

置を義務づけ

(6) 公共下水道に関し 使用料及び工事 

負担金の制度を導入

(7) 国庫補助及び財政援助の規定

(8) 主務大臣を建設大臣(終末処理場に 

関する事項については厚生大臣)とす 

ること

【第1次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1 施行

所要の改正

【第2次改正】

~下水道法の一部を改正する法律 

昭42. 6. 2!法40

-昭42. 6. 2!施行

(1) 従来,公共下水道の管きょと終末処 

理場が建設大臣と厚生大臣の所管に分 

かれていたものを,終末処理場の維持 

管理を除き,すべて建設大臣の所管に 

一元化

(2) 建設大臣が,公共下水道の認可をし 

ようとするときは,あらかじめ保健衛 

生上の観点からする厚生大臣の意見を 

聴取

(3) 厚生大臣は,終末処理場の維持管理 

に関し 公共下水道管理者に対し所要
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法令改廃経過一覧

法の一部を改正する法律

昭 51.5. 25 法29

・昭52. 5.1施行 

⑴ 特定事業場から下水を排除して公共 

下水道を使用する者は,政令で定める 

場合を除き,その水質が一定の基準に 

適合しない下水を排除してはならない 

ものとし,その違反者を直接罰するこ 

ととすること

⑵ 特定施設の設置等をしようとする場 

合の公共下水道管理者に届出

【第9次改正】

'公共土木施設災害復旧事業費国庫 

負担法の一部を改正する法律 

昭59. 4. 2? 法19

.昭59. 4. 2?施行 

下水道法から災害の復旧にかかる国庫補 

助の規定を削除

【第10次改正】

・日本電信電話株式会社の株式の売 

払収入の活用による社会資本の整 

備の促進に関する特別措置法の実 

施のための関係法律の整備に関す 

る法律

昭62. 9. 4 法87

、昭62. 9. 4施行

日本電信電話株式会社の株式の売払収 

入の活用による社会資本の整備の促進に 

関する特別措置法の制定により,社会資 

本の整備を促進するため,国が地方公共 

団体等に対し無利子貸付けを行う制度が 

創設されたことに伴い,下水道の整備に 

対し 無利子貸付けが行えるように所要 

の改正を行ったもの

【第11次改正】

•公害健康被害補償法の一部を改正 

する法律

昭62. 9. 26 法97

.昭63. 3.1施行 

所要の改正

魁生活環境施設整備緊急措置法

昭 38・12. 24 法183
昭38.12. 24施行

【制定時】

(1)建設大臣は「下水道整備5箇年計 

画」を,厚生大里は「終末処理場整備
5箇年計画」,「廉尿処理施設整備5箇 

年計画」及び「ごみ処理施設整備5箇 

年計画」の案をそれぞれ作成し,閣議

の決定を求めること

(2) 政府は下水道,終末処理場し尿処理 

施設及びごみ処理施設についての各計 

画を実施

(3) 地方公共団体は,下水道,終末処理 

場,し尿処理施設及びごみ処理施設に 

ついての各計画に即し,生活環境施設 

の緊急かつ計画的な整備を行うよう努 

力

【廃止】

~清掃施設整備緊急措置法

昭43. 5. 2!法58

・昭43. 5. 2!施行

廃止

❹製菓衛生師法

昭41.7. 4 法115
昭41.12. 26 施行

【制定時】

(1) 製菓衛生士の資格と目的(菓子製造 

業に従事する者の資質を向上させ,公 

衆衛生の向上及び増進に寄与)

(2) 製菓衛生師について都道府県知事の 

免許制度を導入

【第1次改正】

・行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

-昭59.10.1施行

都道府県知事は厚生大臣の指定する指定 

試験機関に試験事務を行わせることがで 

きるよう簡素化

轡下水道整備緊急措置法

昭 42. 6. 2!法41
昭42. 6. 2!施行

【制定時】

(1) 建設大臣は「下水道整備5箇年計 

画」の案を作成し,閣議の決定を求め 

るものとされたこと

(2) 政府は下水道整備5か年計画を実施

(3) 地方公共団体は下水道整備5か年計 

画に即し,下水道の緊急かつ計画的な 

整備を実施

【第1次改正】

「清掃施設整備緊急措置法
I 昭43. 5. 2!法58

I昭43. 5. 2!施行

条文整備

【第2次改正】

~都市計画法施行法 

昭43. 6.15 法101

■・昭44. 6.14施行

条文整備

【第3次改正】

~下水道法の一部を改正する法律 

昭45.12. 25 法141

,昭46. 6. 24施行 

条文整備

【第4次改正】

•下水道整備緊急措置法の一部を改 

正する法律

昭46. 4. 5 法37

-昭46. 4. 5施行 

下水道整備5か年計画の対象期間を昭和 

46年以降の5年間としたこと

【第5次改正】

~廃棄物処理施設整備緊急措置法

昭47. 6. 23 法95

・昭47. 6.23施行 

条文整備

【第6次改正】

・都市計画法及び建築基準法の一部 

を改正する法律

昭 49. 6.1法67

-昭5〇. 4.1施行

条文整備

【第7次改正】

一国土庁設置法

昭49. 6. 26 法98

、昭49. 6.26施行

建設大臣は下水道5か年計画の案を作成 

するに当たり,経済企画庁長官,環境庁 

長官及び国土庁長官に協議

【第8次改正】

•大都市地域における住宅地等の供 

給の促進に関する特別措置法 

昭5〇. 7.16 法67

-昭5〇.11.1 施行 

条文整備

【第9次改正】

'下水道整備緊急措置法及び下水道 

法の一部を改正する法律

昭51.5. 25 法29

-昭51.5.25施行
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下水道整備5か年計画の対象期間を昭和 

51年以降の5年間としたこと

【第10次改正】

•下水道整備緊急措置法の一部を改 

正する法律

昭 56. 5.1法30

-昭56. 5.1施行 

下水道整備5か年計画の対象期間を昭和 

56年度以降の5年間としたこと

【第11次改正】

•下水道整備緊急措置法の一部を改 

正する法律

昭 61.4. 25 法29

・昭61.4. 25施行

下水道整備5か年計画の対象期間を昭和 

61年度以降の5年間としたこと

霸環境衛生金融公庫法

昭 42. 8.19 法138
昭42. 8.19施行

【制定時】

(1) 環境衛生関係営業の衛生水準の向 

上,近代化促進のために必要な資金の 

融通をするために環境衛生金融公庫を 

設立

(2) 公庫の業務(環境衛生関係営業者及 

びその同業組合等に対し,衛生水準の 

向上及び近代化の促進に必要な設備資 

金等を貸付け)

(3) 公庫の組織,予算,会計及び公庫に 

対する主務官庁の監督等に関して規定

【第1次改正】

'環境衛生関係営業の運営の適正化 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭 54. 4.1!法19

.昭54. 9.10施行

同法の制定に伴い,環境衛生同業小組合 

を公庫の融資の対象とした。

【第2次改正】

•中小企業金融公庫法の一部を改正 

する法律

昭55. 4. 30 法32

・昭55. 4. 30施行

条文整備

【第3次改正】

r環境衛生金融公庫法及び沖縄振興 
I開発金融公庫法の一部を改正する

法律

昭 61.4. 25 法32

.昭61.10.1,昭61.4. 25 施行

(1) 理事及び監事の任期を4年から2年 

に変更

(2) 公庫の業務に新たに,営業について 

衛生水準を高め,近代化を促進するた 

めに必要な運転資金の貸付けを追加

越清掃施設整備緊急措置法

昭43. 5. 2!法58
昭43. 5. 2!施行

【制定時】

(1) 厚生大臣は,咿和42年度以降の5か 
年間における「康尿処理5箇年計画」 

及び「ごみ処理施設整備5箇年計画」 

の案を作成し,閣議の決定を求めるこ 

と

(2) 政府は,し尿処理5か年計画及びご 

み処理施設整備5か年計画を実施

⑶地方公共団体は,し尿処理5か年計 

画及びごみ処理施設整備5か年計画に 

即して,清掃施設の緊急かつ計画的な 

整備を行う等必要な措置を講ずるよう 

努力

【第1次改正】

~廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律

昭45.12. 25 法137

・昭46. 9. 24施行

条文整理

【廃止】

~廃棄物処理施設整備緊急措置法

昭47. 6. 23 法95

・昭47. 6. 23施行

廃止

够建築物における衛生的環境の 
確保に関する法律

昭45. 4.14 法20
昭45.10.13 施行

【制定時】

(1) 多数の者が使用し,又は利用する建 

築物の維持管理に関して環境衛生上の 

規制を定める一般法

(2) 百貨店,店舗,事務所等の建築物で 

あって,一定規模以上のもの(特定建 

築物)について,維持管理上の基準を 

設定

⑶特定建築物の所有者等は,建築物の 

維持管理のため,建築物環境衛生管理 

技術者を選任

【第1次改正】

~建築物における衛生的環境の確保 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭 55. 5.10 法44

・昭55. 5.10,昭56. 5.10 施行

(1) 建築物における衛生的環境の確保に 

関する事業の登録に関する規定を新設

(2) 登録業者の団体の指定に関する規定 

を新設

【第2次改正】

・国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

・昭59. 7.1施行

登録業者の登録基準を定める場合には生 

活環境審議会の意見を聴くこととされて 

いるが,これを政令で定める審議会に改 

正

【第3次改正】

•行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭58.12.10 法 83

-昭59.10.1施行

建築物環境衛生管理技術者の試験事務を 

民間団体に委譲できることとした。

磯廃棄物の処理及び清掃に関す 
る法律

昭45.12. 25 法137
昭46. 9. 24,昭46. 6. 30 施行 

【制定時】

(1) 廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に 

区分

(2) 市町村全域を一般廃棄物処理の対象 

地域とし,その処理は原則として市町 

村が実施

(3) 市町村は一般廃棄物処理施設の計画 

的な整備を実施

⑷ 事業者はその産業廃棄物を自ら処理 

⑸ 都道府県知事は,その管轄する区域 

の産業廃棄物の処理に関し基本的な処 

理計画を策定

【第1次改正】

r地方自治法の一部を改正する法律 
I 昭49. 6.1法71
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L昭50. 4.1施行 

特別区の存する区域に本法を適用する場 

合には,規定中「市町村」とあるのを 

「都」と,「市町村長」とあるのを「都 

知事」と読替え

【第2次改正】

・海洋汚染防止法の一部を改正する 

法律

昭51.6.1法47

.昭51.9.1施行 

条文整理

【第3次改正】

•廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律及び廃棄物処理施設整備緊急措 

置法の一部を改正する法律

昭 51.6.16 法68

.昭52. 3.15施行

(1)事業者は,その産業廃棄物の処理を 

他人に委託する場合には,一定の基準 

に従わなければならないこと

⑵ 産業廃棄物処理業の許可を受けた者 

は原則としてその処理を他人に委託し 

てはならないこと

⑶ 廃棄物の最終処分場を設置等の届出 

を要する廃棄物処理施設とすること

(4)届出にかかる廃棄物処理施設が技術 

上の基準に適合しない場合には,設置 

等の計画の変更等を命令

【第4次改正】

.浄化槽法

昭 58. 5.18 法43

、昭6〇.10.1施行

(1)一般廃棄物処理施設のし尿処理施設 

には浄化槽法に規定する浄化槽を除く 

こと

⑵し尿浄化槽清掃業にかかる規定を削 

除

等

【第5次改正】

・日本電信電話株式会社の株式の売 

払収入の活用による社会資本の整 

備の促進に関する特別措置法の実 

施のための関係法律の整備に関す 

る法律

昭62. 9. 4 法87

、昭62. 9. 4施行

日本電信電話株式会社の株式の売払収入 

の活用による社会資本の整備の促進に関 

する特別措置法の制定により,社会資本 

の整備を促進するため,国が地方公共団 

体等に対し無利子貸付けを行う制度が創 

設されたことに伴い,廃棄物処理施設の 

整備に対し,無利子貸付けが行えるよう 

に所要の改正を行ったもの

礒廃棄物処理施設整備緊急措置 
法

昭47. 6. 23 法95
昭47. 6.23施行

【制定時】

(1) 厚生大臣は,「廃棄物処理施設整備 

計画」の案を作成し,閣議の決定を求 

めること

(2) 政府は,廃棄物処理施設整備計画を 

実施

(3) 地方公共団体は,廃棄物処理施設整 

備計画に即して,廃棄物処理施設の緊 

急かつ計画的な整備を行うよう努力

【第1次改正】

~国土庁設置法

昭49. 6. 26 法98

.昭49. 6. 26施行

厚生大臣は,廃棄物処理施設整備計画の 

案を作成するに当たり,経済企画庁長 

官,環境庁長官とともに国土庁長官にあ 

らかじめ協議 

【第2次改正】

~廃棄物の処理及び清掃に関する法 

律及び廃棄物処理施設整備緊急措 

置法の一部を改正する法律

昭 51.6.16 法68

・昭51.6.16施行

廃棄物処理施設整備計画の対象期間を昭 

和55年度までとしたこと

【第3次改正】

•廃棄物処理施設整備緊急措置法の 

一部を改正する法律

昭 56. 6. 9 法69

・昭56. 6. 9施行

廃棄物処理施設整備計画の対象期間を昭 

和60年度までとしたこと

【第4次改正】

~広域臨海環境整備センター法

昭56. 6.10 法76

・昭56.12.1施行

廃棄物処理施設整備事業に広域臨海環境 

整備センターの行う事業の一部が含まれ 

ることとしたこと

【第5次改正】

［廃棄物処理施設整備緊急措置法の
I 一部を改正する法律

! 昭61.4. 25 法33
I昭61.4. 25施行

廃棄物処理施設整備計画の対象期間を昭 

和65年度までとしたこと

够有害物質を含有する家庭用品 
の規制に関する法律

昭 48.10.12 法112
昭49.10.1,昭48.10.12 施行

【制定時】

(1) 家庭用品に含有される物質のうち, 

人の健康にかかる被害を生ずるおそれ 

のあるものを有害物質として政令で規 

定し,厚生省令で厚生大臣が保健衛生 

上の見地から家庭用品を指定し基準を 

設定

(2) 基準不適合家庭用品の販売等の禁止

(3) 基準に適合しない家庭用品,又は基 

準が定められていない家庭用品であっ 

ても人の健康にかかる重大な被害が生 

じ,その拡大を防止するため必要な場 

合の回収等の命令

⑷ 事業所等への立入り,収去等のた 

め,家庭用品衛生監視員を国,都道府 

県等に設置

【第1次改正】

'国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

一昭59. 7.1施行

基準を定める場合に,生活環境審議会の 

意見を聞くこととされているが,これを 

政令で定める審議会に改正

【第2次改正】

~地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

.昭60. 7.12施行

家庭用品衛生監視員の必置規制の緩和

題化学物質の審査及び製造等の 
規制に関する法律

昭 48.10.16 法117
昭49. 4.16,昭48.10.16 施行

【制定時】

(1)目的(PCB問題の経緯にかんがみ, 

難分解性等の性状を有し,かつ,人の 

健康を損なうおそれがある化学物質に
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よる環境の汚染を防止）

（2） 新規の化学物質の製造又は輸入に際 

し事前にその化学物質を審査

（3） 化学物質（特定化学物質）の製造, 

輸入,使用等について必要な規制

【第1次改正】

'飼料の品質改善に関する法律の一 

部を改正する法律

昭5〇. 7. 25 法68

・昭51.7. 24施行

適用除外物質として,飼料及び飼料添加 

物を追加

【第2次改正】

・外国事業者による型式承認等の取 

得の円滑化のための関係法律の一 

部を改正する法律

昭58. 5. 25 法57 

・昭58. 8.1施行

外国の製造者等からの事前届出制の導入

【第3次改正】

・化学物質の審査及び製造等の規制 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭61.5. 7 法44 

-昭62. 4.1施行

生物の体内に蓄積する性質は有さないも 

のの,難分解性及び有害性があるため, 

その製造,輸入,使用等の状況によって 

は,環境汚染を通じて人の健康にかかる 

被害を生ずるおそれがある化学物質にっ 

いても所要の措置を講ずることとされ 

た〇

爾下水道の整備等に伴う一般廃 
棄物処理業等の合理化に関す 
る特別措置法

昭5〇. 5. 23 法31
昭5〇. 5. 23施行

【制定時】

⑴.市町村は,一般廃棄物処理業等につ 

いて,合理化事業計画を策定

⑵ 市町村は,合理化事業計画を策定 

後,都道府県知事の承認を受けること

⑶ 市町村は,合理化事業計画に従い事 

業転換を図る一般廃棄物処理業等に対 

し,金融上の措置を講ずるよう努力

【第1次改正】

・下水道の整備等に伴う一般廃棄物 

処理業等の合理化に関する特別措 

置法の一部を改正する法律

! 昭6〇.12. 2? 法104
〔昭6〇.12. 2?施行

市町村は,合理化事業計画を定めるに当 

たっては,下水道の整備等により業務の 

縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄 

物処理業等を行う者に対する資金上の措 

置に関する事項を定めるものとすること

巒公衆浴場の確保のための特別 
措置に関する法律

昭 56. 6. 9 法68
昭57. 4.1施行

【制定時】

（1）目的（著しく減少しつつある公衆浴 

場を確保し,国民の入浴の機会を確 

保）

⑵環境衛生金融公庫等は,公衆浴場に 

ついて有利な条件で貸付を行うよう努 

力

⑶ 国又は地方公共団体は公衆浴場につ 

いて所要の助成等の措置を講ずるよう 

努力

鬱広域臨海環境整備センター法

昭 56. 6.10 法76
昭56.12.1施行

【制定時】

（1）広域臨海環境整備センターは,厚生 

大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立

⑵ センターの業務（廃棄物埋立護岸及 

び一般廃棄物等の最終処分場の建設並 

びに当該施設における一般廃棄物等の 

海面埋立て及びそれによる土地の造 

成）

⑶ センターは,広域処理場の整備に関 

する基本的事項を定めた基本計画を作 

成し,厚生大臣及び運輸大臣の認可を 

受けること

等

【第1次改正】

■■国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行

運輸大臣が,基本計画の認可の際に意見 

を聞くべき審議会を「港湾審議会」から

「政令で定める審議会」に改正

【第2次改正】

~日本電信電話株式会社の株式の売 

払収入の活用による社会資本の整 

備の促進に関する特別措置法の実 

施のための関係法律の整備に関す 

る法律

昭62. 9. 4 法87 

、昭62. 9. 4 施行

日本電信電話株式会社の株式の売払収入 

の活用による社会資本の整備の促進に関 

する特別措置法の制定により,社会資本 

の整備を促進するため,国が地方公共団 

体等に対し無利子貸付けを行う制度が創 

設されたことに伴い,センターが地方公 

共団体又は港湾管理者の委託を受けて行 

う広域処理場の建設又は改展の工事に対 

し,無利子貸付けが行えるように所要の 

改正を行ったもの

够浄化槽法

昭 58. 5.18 法43
昭6〇.10.1,昭58.11.1? 施行

【制定時】

（1）浄化槽を設置する者は,都道府県知 

事及び特定行政庁に届出

⑵浄化槽管理者は,浄化槽の保守点検 

及び浄化槽の清掃を行わなければなら 

ないこと。また,保守点検は,登録業 

者又は浄化槽管理士に,清掃は浄化槽 

清掃業者に委託できること

⑶浄化槽を製造する者は建設大臣の型 

式認定が必要なこと

（4）その他,浄化槽工事業者,浄化槽清 

掃業者に関する規定設置

等

【第1次改正】

~国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行

条文整理

【第2次改正】

~集落地域整備法

昭62. 6. 2 法63

・昭63. 3.1施行

条文整理
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⑧薬務

觀薬品営業並薬品取扱規則

明22. 3.16 法10
明23. 3.1施行

【制定時】

近代的薬事制度の完成

(1)薬剤師の制度と薬局の制度の確立

⑵ 薬種商と製薬者の規定創設

⑶毒劇薬の取扱い規定創設

(4)日本薬局方収載品の取扱い規定創設

【第1次改正】

•薬品営業並薬品取扱規則追加法律 

明25. 6. 28 法 6

官報の各府県到達後原則として7 

・日後施行

試験を要しないで薬剤師免状を授与され 

る学校に高等中学校医学部薬学科を追加

【第2次改正】

・薬品営業並薬品取扱規則中改正法 

律

明 32. 2. 8 法 6

官報の各府県到達後原則として7

,日後施行

試験を要しないで薬剤師免状を授与され 

る者に,外国の薬学部,薬学校を卒業し 

た者又は外国で薬剤師の免許を得た者を 

追加

【第3次改正】

'薬品営業並薬品取扱規則中改正法 

律

明4〇. 4.10 法35

.明41.1.1施行

(1) 指定医薬品制度の創設

(2) 局方不適合品の製造•販売の禁止

(3) 試験を要しないで薬剤師免状を授与 

される学校に官公立医学専門学校薬学 

科を追加

【第4次改正】

•薬品営業並薬品取扱規則中改正法 

律

明43. 3. 26 法 24

.明43. 4.15以降施行

試験を要しないで薬剤師免状を授与され 

る学校に医学専門学校薬学科,文部大臣 

の指定する私立薬学専門学校を追加

【第5次改正】

'薬剤師法

大14. 4.14 法44

.大15. 3.20施行

同法の制定により薬剤師に関する事項を 

削除

【廃止】

・薬事法

昭18. 3.12 法48

・昭1&11.1施行

廃止

霸薬品ノ封緘並薬品飲食物等ノ 
検査営業者取締ノ件

明3〇. 3. 9 内令2
明3〇. 6.1施行

【制定時】

⑴薬品の封緘の印紙の使用方法

⑵ 薬品等の検査を業とする者は,その 

名称又は名称の附記に衛生試験所又は 

同音の文字を用いてはならない。

【第1次改正】

'医薬品等ノ封緘及検査証明ノ取締 

ニ関スル件

昭18.10. 26 厚令42

・昭18.11.1施行

改題,全部改正

够阿片法

明3〇. 3. 30 法27
明3〇. 4.1施行

【制定時】

(1) あへんの製造に地方長官の許可制導 

入

(2) 製造したあへんは毎年12月20日まで 

に政府に納付

⑶ あへんは医薬用品に限り政府が封緘 

を施して薬剤師又は薬種商中相当の人 

員を限り卸売人を指定して売下げ

【第1次改正】

・阿片法中改正法律

大 6. 7. 25 法26

・大6. 8.14以降施行

(1) 製造あへんは,地方長官の定める期 

日に毎年政府に納付

(2) あへん卸売人を医薬用あへん卸売人 

に改正

【第2次改正】

•阿片法中改正法律

大 & 4.10 法43

・大8. 8.1施行

(1) 医薬用あへん卸売人を医薬用あへん 

販売人と改正

(2) あへんの輸出入禁止

(3) 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師が 

医薬用あへんを要するときは,行政官 

庁の証明を受けて医薬用あへん販売人 

に売渡しを請求

【第3次改正】

•薬事法

昭18. 3.12 法48

・昭18.11.1施行

薬剤師薬種商を医薬品販売業者に,製薬 

者を医薬品製造業者にそれぞれ改正

【第4次改正】

・民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

罰則規定中家族,戸主を削除

【廃止】

•麻薬取締法

昭23. 7.10 法123

・昭23. 7.10施行

廃止

㈱痘苗及血清其他細菌学的予防 
治療品製造取締規則

明36. 6. 24 内令5
明36. 7.1施行

【制定時】

(1)痘苗及び血清その他細菌学的予防治 

療品を販売の目的をもって製造しよう 

とする者は,以下の事項を具して地方 

長官の認可を受けなければならないこ 

と

① 製造所の名称及び位置

② 製造品の種類,製造の方法,有効
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期限,販売価格

③ 製造所の建物畜舎の構造,敷地の 

坪数及び図面

④ 所長及び主任技術者の氏名•履歴 

⑵ 東京府にあっては,地方長官の職務

を警視総監が行うこと

【第1次改正】

•痘苗及血清其ノ他細菌学的予防治 

療品製造取締規則中改正 

大3.12.18内令27 

大3.12.18施行

痘苗,血清その他細菌学的予防治療品を 

輸入又は移入して販売しようとする者も 

地方長官の認可を受けなければならない 

こととした。

【第2次改正】

•庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

・昭17.11.1施行

東京府にあっては,地方長官の職務を警 

視総監が行うこととした規定を削除

【廃止】

'薬事法施行規則

昭18.10. 26 厚令40

.昭18.11.1施行

廃止

谢何レノ薬局方ニモ記載セサル 
薬品又八製剤取締ニ関スル件

明44.10. 3内令18
明45. 4.1施行

【制定時】

新医薬品を製造又は輸入する場合の届出 

義務を規定

【第1次改正】

'庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

.昭17.11.1施行

東京府にあっては,地方長官の職務を警 

視総監が行うこととした規定を削除

【廃止】

・薬事法施行規則

昭18.10. 26 厚令40

・昭18.11.1施行

廃止

❼毒物劇物営業取締規則

明45. 5.10 内令5
明45. 7.1施行

【制定時j

(1) 毒物劇物の定義

(2) 毒物劇物の営業者に対して貯蔵,陳 

列,販売又は譲渡について規制

(3) 営業については,薬剤師,薬種商, 

製薬者は地方長官への届出制,その他 

の者は地方長官の許可制とした。

(4) 法人 未成年者等が営業者となる場 

合は,地方長官の許可を受けた営業管 

理人を置かなければならないこととし 

た〇

(5) その他,(ア)容器,被包,(イ)表示,(ウ) 

貯蔵,陳列,(エ)譲渡等毒物劇物の取扱 

いについて規定

【第1次改正】

•毒物劇物営業取締規則中改正

昭7. 7. 22 内令26

・昭7. 9.1施行

売薬部外品の規制の緩和

【第2次改正】

•毒物劇物営業取締規則中改正

昭10. 7. 9 内令44

-昭11.1.1施行

毒物劇物営業者は,農業上必要な毒物劇 

物で別に内務大臣が指定したものは,定 

められた方法により着色したもの以外は 

販売譲渡できないこととした。

【第3次改正】

•毒物劇物営業取締規則中改正 

昭13. 6. 9 厚令7 

・昭13・6. 9施行

防毒薬物,売薬部外品の規制の緩和

【第4次改正】

'庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防施行規則其ノ他ノ省 

令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51 

・昭17.11.1施行

東京府についても取締りを地方長官が実 

施

【第5次改正】

・薬剤師法施行規則

昭18.10. 26 厚令40

・昭18.11.1施行

条文整理

【第6次改正】

~毒物劇物営業取締規則中改正

昭21.9. 4厚令34

-昭21.9. 4施行 

殺ねずみ剤の規制の緩和

【第7次改正】

•阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2厚令14

・昭22. 5. 3施行 

営業者は代理人,戸主,家族,同居者, 

雇人等がこの規則に違反した場合でも罰 

則を受けたが戸主,家族が除かれること 

となった〇

【失効】

・日本国憲法施行の際現に効力を有 

する命令の規定等に関する法律 

昭22. 4.18 法72

・昭22. 5. 3 施行 

昭和22年12月31日限りで失効

【消滅】

「毒物劇物営業取締法

昭22.12.18 法 206

・昭23.1.1施行

消滅

鞫売薬法

大 3. 3. 3!法14
大3.10.1施行

【制定時】

「売薬規則」の見直し

⑴毒劇薬の配付に関する法文を明定

(2) 売薬営業者の資格

(3) 売薬に関する広告の取締制度

⑷ 輸出又は移出する売薬に関する規定 

を設けた〇

【第1次改正】

・売薬法中改正法律

大 5. 6. 29 法41 

大5. 7.19以降施行

薬剤師,医師以外に家畜用の売薬につい 

ては獣医が調製販売することができるこ 

ととした。

【廃止】

'薬事法

昭18. 3.12 法48

・昭18.11.1施行

廃止

310



法令改廃経過一覧

鬱染料医薬品製造奨励法

大 4. 6. 2!法19
大4.10.15施行

【制定時】

日本法の下で成立した株式会社であって 

その資本の半数以上及び議決権の過半数 

が帝国臣民に属するものが特定の染料医 

薬品を製造する場合に,1〇年に限り補助 

金を交付するとともに,主務大臣は必要 

な命令・処分を行えることとした。

【廃止】

•通商産業省関係法令の整理に関す 

る法律

昭 29. 6.1 法138

・昭29. 6.1施行

廃止

魁朝鮮又八台湾ヨリ移出シタル 
物品ノ内地又八樺太ニ於ケル 
取締ニ関スル法律

大 9. 8. 7 法52
大9. 8.29施行

【制定時】

朝鮮又は台湾より内地又は樺太に移出す 

る物品に関し,移出地の法令の規定によ 

って課せられるべき出港税を脱税した者 

は,その出港税の5倍相当の罰金に処 

し,出港税に相当する金額も徴収するこ 

ととした〇

【第1次改正】

・大正9年法律第52号中改正法律

大11.4.18 法49 

・大11.6.1施行

規制の範囲に朝鮮又は台湾のほかに,新 

たに南洋群島を追加

【廃止】

•大蔵省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 5. 22 法121

・昭29. 5.22施行

廃止

够薬剤師法

大14. 4.14 法44
大15. 3.20施行

【制定時】

医薬分業問題と混合問題の解決の前提と 

した,薬剤師の資格,権利義務,所属団 

体等に関する規定を内容とする薬剤師に 

関する特別法

【廃止】

・薬事法

昭18. 3.12 法48

・昭18.11.1施行

廃止

够薬剤師会令

大15. 3.18 勅17
大15. 3.20施行

【制定時】

薬剤師法の制定に伴い,薬剤師会に関す 

る規定を設けた。

【第1次改正】

'薬剤師会令中改正ノ件

昭 3. 4.19 勅68

.昭3. 4.19施行

道府県薬剤師会の財産処分について内務 

大臣の許可から届出に改正

【第2次改正】

・厚生省官制及保険院官制制定二際 

シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中 

改正ノ件

昭13.1.1!勅 20

-昭13.1.1!施行

規定中「内務大臣」を「厚生大臣」に改 

正

【第3次改正】

・入営者職業保障法施行令外16勅令 

中改正ノ件

昭17.11.1勅 781

一昭17.11.1施行

東京府については警視総監が行うことと 

されたものを地方長官に改正

【廃止】

・薬剤師会令

昭18.10. 6 勅764

・昭18.11.1施行

廃止

巒麻薬取締規則

昭5. 5.19内令17
昭5. 6. 8以降施行

【制定時】

(1) 麻薬を製造,輸•移出入,コカ葉の 

採取目的でのコカ樹の栽培については 

内務大臣の許可制導入

(2) 毎年12月末日までに製造,栽培報告 

を義務づけ

(3) 麻薬を販売する者に対して容器,被 

包に所定事項の記載を義務づけ

(4) 薬品営業者に記帳義務づけ

(5) 立入検査

【第1次改正】

・麻薬取締規則中改正

昭9.11.20内令33

-昭10.1.1施行

(1)規制対象となる麻薬の範囲拡大

⑵ 許可を必要とする麻薬の製造の範囲 

をこれまでの原末のほか100/1,000も 

その対象とする等,規制を強化

(3) 四半期毎の製造報告

(4) 医師が麻薬中毒者を診断した等の場 

合の所轄警察署長あて診断届の提出義 

務づけ

【第2次改正】

'庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正ノ件

昭17.11.1厚令51 

・昭17.11.1施行

取締りについて,東京府は警視総監が行 

っていたが,東京府も地方長官が行うこ 

ととした。

【廃止】

・薬事法施行規則

昭18.10. 26 厚令40

・昭18.11.1施行

廃止

够有害避妊用器具取締規則

昭5.12. 2? 内令40
昭6.1.10施行

【制定時】

(1)下記①〜③の品目について販売,授 

与等の行為を禁止(ただし,②③にっ 

いては医師が用いる場合は除く)

① 避妊ピン

② 子宮注入器,子宮内に挿入する器 

具

③ その他 衛生上の危害が生ずるお 

それのある避妊用器具で内務大臣の 

指定するもの
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(2)違反した場合の罰則規定

【第1次改正】

~有害避妊用器具取締規則中改正 

昭11.6.1? 内令15

・昭11.6.1?施行 

禁止品目に避妊リング,これに類似する 

器具を追加

【第2次改正】

・庁府県衛生事務簡素化実施二伴フ 

結核予防法施行規則其ノ他ノ省令 

中改正ノ件

昭17.11.1厚令51

・昭17.11.1施行

取締りについて東京府は警視総監が行っ 

ていたが,この改正により,東京府も地 

方長官が行うこととした。

【第3次改正】

「阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2厚令14

・昭22. 5. 3施行

営業者は,代理人,戸主,家族,同居 

人,雇人等がこの規則に違反した場合で 

も罰則を受けていたが,このうち戸主, 

家族が除かれることとした。

【第4次改正】

•日本国憲法施行の際現に効力を有 

する命令の規定の効力等に関する 

法律の一部改正

昭22.12. 29 法244

・昭22.12. 29 施行 

法律の効力を有する。

【廃止】

~薬事法

昭23. 7. 29 法197

・昭23. 7. 29施行 

廃止

魁売薬部外品取締規則

昭7. 7. 22内令25
昭7. 9.1施行

【改題】

「医薬部外品取締規則」に改題【第2次 

改正】

【制定時】

(1)売薬部外品に関する取締り規則の総

合統一

⑵発売の免許制

⑶記載の義務づけ

【第1次改正】

~庁府県衛生行政事務簡素化実施二 

伴フ結核予防法施行規則其ノ他ノ 

省令中改正

昭17.11.1厚令51

・昭17.11.1施行

取締りについて東京府は警視総監が行っ 

ていたが,東京府も地方長官が行うこと 

とした〇

【第2次改正】

•薬事法施行規則

昭18.10. 26 厚令40

-昭18.11.1施行

一部を医薬品とし,残りを医薬部外品と 

して規制,また医薬部外品取締規則と改 

題

【第3次改正】

•阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2 厚令14

-昭22. 5. 3施行 

営業者は代理人,戸主家族同居人,雇 

人がこの規則に違反した場合でも罰則を 

受けたが,戸主,家族が除かれることと 

した〇

【失効】

•医薬部外品等取締法 

昭22.12. 24 法232

・昭23.1.1施行

失効

轡薬事法

昭18. 3.12 法48 
昭18.11.1施行 

【制定時】

医薬品の供給その他薬事衛生に関する事 

項を統合して規定した薬事に関する総合 

法

【第1次改正】

~民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

条文整理

【廃止】

［薬事法
! 昭23. 7. 29 法197

［昭23. 7. 29施行

廃止

融薬剤師会令

昭18.10. 6 勅764 
昭18.11.1施行

【制定時】 

国民体力の向上に関する国策への協力に 

ついての使命を明らかにするとともに, 

会員の範囲,機構等を改組

【第1次改正】

~薬剤師会令中改正

昭 2〇.11.2! 勅640

・昭2〇.12.1 施行

厚生大臣が任命して総会に出席していた 

15人以内の特別議員と会長以下役員の官 

選を撤廃。また総会の議決を厚生大臣の 

許可から届出に改正

【第2次改正】

~医師会及び歯科医師会令等の一部 

を改正する勅令

昭22. 5.1勅187

-昭22. 5. 3施行 

適用除外とされていた軍人等も所在地の 

会員とされた。また樺太は除外された。

【失効(消滅)】

・薬事法

昭23. 7. 29 法197

・昭23. 7. 29施行

薬剤師会の解散がなされ,廃止されてい 

ないが,現在,働いていない。

❷医薬品等ノ封緘及検査証明ノ 
取締ニ関スル件

昭18.10. 26 厚令42
昭18.11.1瘙行

【制定時】

「薬品ノ封緘並薬品飲食物等ノ検査営業 

者取締ノ件」に規定されていた内容に, 

次の規定を追加

(1)医薬品の容器,被包,広告,掲示又 

は印刷物には,衛生局又は衛生試験所 

の保証又は試験済その他これに類する 

文字を記載してはならない。

⑵医薬品に衛生試験所の試験成績を表 

示する場合には,その成績の全文を記 

載
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【第1次改正】

'阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2 厚令14

・昭22. 5. 3 施行

営業者の罰則規定中,戸主,家族を削除

【第2次改正】

•日本国憲法施行の際現に効力を有 

する命令の規定の効力等に関する 

法律の一部を改正する法律

昭22.12. 29 法244

.昭22.12. 29 施行

法律の効力を有する。

【廃止】

・薬事法

昭23. 7. 29 法197

.昭23. 7.29施行

廃止

劉輸血取締規則

昭2〇. 2. 22 厚令3
昭2〇. 4.1施行

【制定時】

(1)採血を行おうとする者は,特別の事 

情がある場合を除き,血液型等の検査 

を実施

⑵給血手帳の交付

(3) 給血斡旋業の許可制

(4) 輸血用血液の製造•保存を行う場合 

の厚生大臣の許可

【廃止】

'国民医療法施行規則等の一部改正 

等に関する件

昭22.12. 29.厚令36

・昭23.1.1施行

廃止

粉麻薬原料植物ノ栽培,麻薬ノ 
製造,輸入及輸出等禁止二関 
スル件

昭20.11.24 厚令46
昭2〇.11.24 施行

【制定時】

⑴麻薬原料植物の栽培及び麻薬の輸出 

を全面的に禁止

⑵麻薬の製造及び輸入は厚生大臣の許 

可を受けた場合の他は禁止

⑶半加工あへん,あへん禁膏,粗製コ 

カイン,半加工コカイン,ジアセチル 

モルヒネ及びインド大麻並びにこれら 

に関する図書及び記録の移動,廃棄, 

使用及び販売を禁止

【第1次改正】

'麻薬取締規則

昭21.6.19 厚令25

・昭21.6.19施行

条文整備

【廃止】

'麻薬取締法

昭 23. 7.10 法123

・昭23. 7.10施行

廃止

第塩酸ヂアセチルモルヒネ及其 
ノ製剤ノ所有等ノ禁止及没収 
ニ関スル件

昭 2〇.11.20 厚令44
昭2〇.11.20施行 

【制定時】

塩酸ジアセチルモルヒネ及びその製剤の 

一切について所有,使用,破棄,販売, 

購入,贈与,受贈,分配,輸送を禁止 

し,これに違反して所有する者から没収 

することを規定

【廃止】

•麻薬取締法

昭 23. 7.10 法123

・昭23・7.10施行

廃止

般特殊物件中ノ麻薬ノ保管及受 
払ニ関スル件

昭21.3. 7厚令8
昭21.3. ?施行

【制定時】

10日本軍が保有していた麻薬で政府に保 

管転換されたものを指定保管者に保管さ 

せ,指定保管者は厚生大臣の指示がなけ 

れば保管中の麻薬の払出を行うことがで 

きないこととする。

【第1次改正】

麻薬取締規則

昭21.6.19厚令25 

・昭21.6.19施行

条文整備

【廃止】

［麻薬取締法
I 昭 23. 7.10 法123

［昭23. 7.10施行

廃止

翳麻薬取締規則

昭21.6.19 厚令25
昭21.6.19施行

【制定時】

(1) 麻薬の製剤,小分以下の段階につい 

て必要な規制

(2) 麻薬取扱者を業務の種類により8種 

類に分け,厚生大臣の免許制とし,麻 

薬取扱者でなければ麻薬を製剤し,小 

分し,販売し,授与し,又は使用して 

はならないこととする〇

【第1次改正】

'阿片法施行規則等の一部改正

昭22. 5. 2 厚令14 

・昭22. 5. 3 施行

条文整備

【廃止】

•麻薬取締法

昭 23. 7.10 法123

-昭23. 7.10施行

廃止

觀大麻取締規則

昭22. 4. 23厚•農令1 
昭22. 4. 23施行

【制定時】

⑴ 大麻の取扱いを繊維若しくは種子の 

採取又は学術研究に限定

⑵ 大麻取扱者を免許制とする。

【廃止】

・大麻取締法

昭23. 7.10 法124

・昭23. 7.10施行

廃止

觀毒物劇物営業取締法

昭 22.12.18 法 206
昭23.1.1施行

【制定時】

従来の毒物及び劇物取締規則を基本的に

踏襲するとともに次の内容を追加
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(1)販売業のほかに新たに製造業及び輸 

入業を規制の対象

,麻薬取締法及び大麻取締法の一部 

を改正する法律

する。

(2)事業管理人の設置義務 昭25. 3. 27 法18 【第3次改正】

(3)事業所以外の場所での営業を原則と
〔昭25. 4.1施行

r大麻取締法の一部を改正する法律

して禁止 (1)厚生省に250名以内の麻薬取締官を 昭 28. 3.17 法15
置き,各都道府県にこれを駐在させ -昭28. 4.1施行

【廃止】 る〇 大麻の定義を改正(大麻から大麻草の種

•毒物及び劇物取締法 (2)麻薬取締官は,その駐在する都道府 子を除く)

昭25.12. 28 法 303 県以外においてもその職務を行うこと
〔昭25.12. 28施行

ができる。 【第4次改正】

廃止 あへん法

【第3次改正】 昭29. 4. 22 法71
・麻薬取締法及び大麻取締法の一部 ・昭29. 5.1施行

樹医薬部外品等取締法
を改正する法律 

昭27. 5. 28 法152

免許の欠格要件にあへんの中毒者を追加

〔昭27. 5. 28施行
【第5次改正】

昭22. 12. 24 法232 (1)家庭麻薬製剤業者,家庭麻薬卸売業 ［麻薬取締法等の一部を改正する法
昭23. 1-1施行 者を新たに麻薬取扱者に追加 律

【制定時】 (2)麻薬小売業者,麻薬施用者,麻薬管 昭38. 6. 2! 法108
(1)規則を法律化 理者,麻薬研究者の報告の期限を毎年 、昭38. 7.1! 施行

(2)化粧品を規制対象に追加 11月30日とする。 (1)大麻から製造された医薬品の施用を

(3)製造業について,都道府県知事の許 (3)罰則の強化 受けることを禁止

可制 (2)免許申請手数料の改定

(4)標示の規制 【廃止】 (3)罰則の強化

「麻薬取締法

【廃止】 昭28. 3.17 法14 【第6次改正】

［薬事法
［昭28. 4.1施行

~許可,認可等の整理に関する法律

昭23. 7. 29 法197 廃止 昭45. 6.1法111
［昭23. 7. 29施行

、昭45. 6.1施行

廃止 国庫に帰属した大麻の処分につき,大蔵

〇大麻取締法
大臣及び農林大臣との協議を削除

魁麻薬取締法
昭23. 7.10 法124

【第7次改正】

「地方交付税法等の一部を改正する
昭23. 7.10施行

法律

昭23. 7.10 法123 【制定時】 昭53. 5.1法38
昭23. 7.10施行 (1)大麻の取扱いを学術研究及び繊維, 昭53. 6.1施行

【制定時】 種子の採取のみに限定 免許申請手数料の改定

(1)麻薬の不正取引,不正使用を防止す (2)大麻の不正取引,不正使用を防止す

るため麻薬を取り扱う者に免許制導入 るため大麻取扱者を免許制とする。 【第8次改正】

(2)麻薬の流通経路を定め,取引を要式 (3)大麻から製造された医薬品の施用等 地方交付税法等の一部を改正する

行為とし,麻薬取扱者に記帳義務を課 の禁止 法律

して麻薬の所在及び移動の責任を明確 昭56. 5. 30 法58

ィ匕 【第1次改正】 昭56. 6.30施行

等 ■・麻薬取締法及び大麻取締法の一部 免許申請手数料の改定

を改正する法律

【第1次改正】 昭25. 3. 27 法18 【第9次改正】

~麻薬取締法の一部を改正する法律 一昭25. 4.1施行 地方公共団体関係手数料に係る規

昭 23.12.10 法 238 条文整備 定の合理化に関する法律

昭24.1.1施行 昭59. 5. 25 法47
(1)厚生大臣は,都道府県の麻薬統制主 【第2次改正】 昭59. 7.1施行

事の中から250名を限り麻薬取締員を ~麻薬取締法及び大麻取締法の一部 免許申請手数料は実費を勘案して政令で

指名 を改正する法律 定める額とする。

(2)麻薬取締員の職務を規定 昭27. 5. 28 法152

昭27. 5.28施行

【第2次改正】 大麻取扱者の報告を四半期報から年報と
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法令改廃経過一覧

❸薬事法

昭23. 7. 29 法197
昭23. 7. 29施行

【制定時】

戦時立法の見直し

(1) 薬事制度の民主的運営

(2) 委任立法的規定の縮減

⑶ 公衆保健保護の見地からする取締規 

定の整備

【第1次改正】

・厚生省設置法の施行に伴う整理に 

関する法律

昭24. 5. 3!法154

・昭24. 6.1施行

薬事委員会を薬事審議会に変更

【第2次改正】

・地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭 24. 5. 3! 法168

・昭24. 5. 3!施行 

地方公共団体が徴収しうる手数料に関す 

る規定を削除

【第3次改正】

'薬事法の一部を改正する法律

昭25.12. 22 法295

・昭25.12. 22施行

(1) 用具•化粧品に関し基準検定等にっ 

いて規定

(2) 用具•化粧品の販売業者について規 

定

【第4次改正】

・毒物及び劇物取締法

昭25.12. 28 法303

・昭25.12. 28施行

薬事審議会審議事項の追加(毒物又は劇 

物に関する事項)

【第5次改正】

'審議会の整理等のための厚生省設 

置法等の一部を改正する法律

昭26. 6.1法174

・昭26. 6.1施行 

薬事審議会に関する規定を整理し,薬剤 

師試験審議会について規定

【第6次改正】

•医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律

昭26. 6. 20 法244

・昭31.4.1施行

調剤は処方せんに基づき薬剤師のみが行 

う等の調剤について規定

【第7次改正】

~覚せい剤取締法

昭26. 6. 30 法252

・昭26. 7.30施行

薬事法以外に薬事に関する法律に違反す 

る行為があった際の業務停止処分等にっ 

いて規定

【第8次改正】

•麻薬取締法

昭2& 3.1? 法14

-昭28. 4.1施行

「コカ葉,コカイン,コディン,モルヒ 

ネ,阿片」を習慣性のある物質から削除

【第9次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

(1) 薬局等の販売業に関し,政令,省令 

への委任の規定を明文化

⑵ 都道府県知事が処分を行う際,厚生 

大臣に対して行う具申について規定

【第10次改正】

'医薬関係審議会設置法

昭29. 6.1法134

・昭29. 6.1施行

薬事法第22条2項に規定する審議会を医 

道審議会と規定

【第11次改正】

•厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭 29. 6.1法136

・昭29. 6.1施行

⑴薬剤師免許証の登録更新制度を12月 

31日現在のことを翌年の1月15日まで 

に厚生大臣に届け出ることとなった。

(2) 用具,化粧品の国家検定に関する規 

定が削除

【第12次改正】

•医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律の一部を改正 

する法律

昭 29.12. 8 法211

・昭29.12. 8施行

医薬分業を1年3月延期

【第13次改正】

'医師法,歯科医師法及び薬事法の 

一部を改正する法律の一部を改正 

する法律

昭3〇. 8. 8 法145

・昭3〇. 8. 8施行

医師,歯科医師が自ら調剤する場合を法 

律上明記し,それに関する罰則を規定

【廃止】

•薬事法

昭35. 8.10 法145

・昭36. 2.1施行

廃止

轄毒物及び劇物取締法

昭25.12. 28 法303
昭25.12. 28施行

【制定時】

毒物,劇物業務上取扱者を規制対象とす 

る等,従来の営業取締法の欠陥を正し, 

毒劇物による危害防止を重点とした全面 

改正を目的として本法を制定

【第1次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

従来施行規則で定めていた次の2点を法 

律化

(1) 農業上必要な毒劇物を取り扱う者に 

対する試験を限定

(2) 都道府県知事が製造業者や輸入業者 

に対する処分について厚生大臣に具申 

する義務

【第2次改正】

'あへん法

昭29. 4. 22 法71

・昭29. 5.1施行

第8条第2項第2号中「若しくは大麻」 

を「大麻若しくはあへん」に改正

【第3次改正】

・毒物及び劇物取締法の一部を改正 

する法律

昭 3〇. 8.12 法162

・昭3〇.10.1施行

(1)毒物のうち毒性の特に強烈なものに 

ついて,新たに特定毒物として指定す 

るとともに,その製造,輸入,取扱い 

等について規定
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⑵ 特定毒物研究者の許可基準を設け 

た。

(3)毒物及び劇物の廃棄の方法について 

新たな規制導入

【第4次改正】

•薬事法

昭35. 8.10 法145

・昭36. 2.1施行

第2条第1項及び第2項中の「医薬品」 

を「医薬品及び医薬部外品」に改正

【第5次改正】

'毒物及び劇物取締法の一部を改正 

する法律

昭39. 7.10 法165

、昭4〇.1.9施行

(1) 毒物又は劇物の取扱いに関する事項

① 毒物劇物販売業の登録の細分化

② 製造所等の構造設備登録基準を厚 

生省令で規定

③ 毒性からみて毒物又は劇物と同様 

に取扱うことが保健衛生上適当と思 

われる毒劇物の含有物についても規 

制対象

④ 事故の際の毒物劇物営業者の保健 

所等への届出義務及び応急の措置義 

務

(2) 毒物劇物業務上取扱者の規制に関す 

る事項

① 業務上取扱者を細分化し 毒物劇 

物取扱責任者設置義務事故の際の措 

置義務など規制強化

(3) 毒物,劇物を定める別表の整備

【第6次改正】

・毒物及び劇物取締法の一部を改正 

する法律

昭45.12. 25 法131

・昭46. 6.24施行

(1) 特定毒物以外の毒物又は劇物に関す 

る運搬等の技術上の基準

(2) 毒物又は劇物であって家庭用に供さ 

れるもの及び毒物等を含有する家庭用 

品について,その成分の含量等の基準 

を定めて,販売,授与を規制

(3) 基準に違反して廃棄した毒物等の回 

収等を命令

【第7次改正】

・毒物及び劇物取締法の一部を改正 

する法律

昭47. 6. 26 法103

・昭47. 8.1施行

(1)興奮,幻覚又は麻酔の作用を有する

毒物又は劇物の摂取及び吸入等を規制 

⑵ 引火性,発火性又は爆発性のある毒 

物又は劇物の所持等を規制

【第8次改正】

・有害物質を含有する家庭用品の規 

制に関する法律

昭 48.10.12 法112

・昭49.10.1施行

条文整理

【第9次改正】

'障害に関する用語の整理のための 

医師法等の一部を改正する法律 

昭56. 5. 25 法51

-昭56. 5. 25施行

絶対的欠格事由の用語改正

【第10次改正】

'毒物及び劇物取締法の一部を改正 

する法律

昭57. 9.1法90

・昭57.10.1 施行

シンナー等の摂取,吸入等の禁止

【第11次改正】

'行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

・昭59. 4.1施行

(1) 特定毒物研究者の許可権限を厚生大 

臣から都道府県知事に委譲

(2) 都道府県知事が行う毒物劇物販売業 

の登録の有効期間を2年から3年に延 

長

等

【第12次改正】

~地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

、昭6〇. 8.12 施行

厚生大臣及び都道府県知事が毒物劇物営 

業者等の製造所等に対して立入検査,質 

問及び収去を行わせる職員を,薬事監視 

員のうちからあらかじめ指定する者とし 

た。

❷覚せい剤取締法

昭26. 6. 30 法252
昭26. 7.30施行

【制定時】

(1)覚せい剤及び覚せい剤原料の使用を 

医療用と学術研究のみに限定

⑵ 指定を受けた者以外の者の覚せい剤 

及び覚せい剤原料の取扱いを禁止し流 

通経路を統一

⑶ 麻薬取締法と同様に厳しい罰則

【第1次改正】

•厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 6.1法136

・昭29. 7.1施行

覚せい剤製造業者の報告を月報から四半 

期報に改正

【第2次改正】

~覚せい剤取締法の一部を改正する 

法律

昭29. 6.12 法177

・昭29. 6.12施行

(1)覚せい剤研究者の覚せい剤使用を認 

める。

⑵罰則強化

【第3次改正】

~覚せい剤取締法の一部を改正する 

法律

昭 3〇. 8. 20 法171

・昭3〇. 9.19施行

⑴覚せい剤の輸出を禁止

⑵覚せい剤原料の規制

(3)罰則を単純,営利,常習の3本立て 

とする。

【第4次改正】

〜遺失物法等の一部を改正する法律 

昭33. 3.10 法 5

・昭33. 7.1施行

遺失覚せい剤の帰属に関する規定削除

【第5次改正】

~薬事法

昭35. 8.10 法145

.昭36. 2.1施行

条文整備

【第6次改正】

'許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

-昭45. 6.1施行

第27条中大蔵大臣との協議規定を削る。

【第7次改正】

・毒物及び劇物取締法等の一部を改 

正する法律

昭47. 6. 26 法103
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〔昭47. 6. 26施行 

覚せい剤監視員制度の新設

【第8次改正】

・覚せい剤取締法の一部を改正する 

法律

昭 48.10.15 法114

・昭48.11.15施行

(1) 覚せい剤原料の規制の強化

(2) 罰則強化

⑶指定申請手数料は実費を勘案して政 

令で定める額とする。

翁麻薬取締法

昭 28. 3.1? 法14
昭28. 4.1施行

【制定時】

(1) 麻薬の使用を医療及び学術研究のみ 

に限定

(2) 麻薬の取扱者をすべて免許制として 

免許を有する者以外の者の麻薬の取扱 

いを禁止

⑶ 麻薬の流通経路を特定し 取引を要 

式行為とした上,取扱者に記帳義務を 

課して麻薬の所在,移動を明確化

(4) 麻薬中毒者の措置入院制度

(5) 特別法として最も厳しい罰則

【第1次改正】

・あへん法

昭29. 4. 22 法71

.昭29. 5.1施行

麻薬及び麻薬原料植物からあへん,けし 

を除く。

【第2次改正】

'警察法の施行に伴う関係法令の整 

理に関する法律

昭29. 6. 8 法163

・昭29. 7.1施行

「警察官等職務執行法」を「警察官職務 

執行法」とする。

【第3次改正】

・麻薬取締法の一部を改正する法律 

昭3〇. 7.12 法65

・昭3〇. 7.12 施行

1948年の麻薬に関する国際条約に基づき 

一部の薬品を麻薬から除外

【第4次改正】

［■薬事法

! 昭 35. 8.10 法145
〔昭36. 2.1施行

条文整備

【第5次改正】

~麻薬取締法等の一部を改正する法 

律

昭38. 6. 2!法108

・昭38・7.1!施行

(1) 麻薬の取扱い及び監督の強化

(2) 麻薬中毒者に対する措置入院制度の 

新設

⑶罰則の強化

【第6次改正】

•麻薬取締法の一部を改正する法律 

昭 39. 4.1!法57

・昭39. 4.1! 施行

(1) 麻薬取扱者の免許の有効期間を変更

(2) 麻薬取締官の定員を150名以内から 

160名以内に,麻薬取締員の定員を120 

名以内から135名以内とする。

【第7次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

.昭45. 6.1施行

第60条中「大蔵大臣との協議」を削る。

【第8次改正】

・麻薬取締法の一部を改正する法律 

昭47. 5.10 法28

・昭47. 5.15施行

九州地区麻薬取締官事務所沖縄支所の開 

設に伴い麻薬取締官の定員を160名以内 

から170名以内とする。

【第9次改正】

'毒物及び劇物取締法等の一部を改 

正する法律

昭47. 6. 26 法103

.昭47. 6.26施行

覚せい剤取締法違反につき麻薬取締官及 

び麻薬取締員に搜査権限を附与

【第10次改正】

［各種手数料等の改定に関する法律 

昭53. 4. 24 法27
［昭53. 5.1施行

免許手数料の改定

【第11次改正】

'審議会等の整理等に関する法律 

昭53. 5. 23 法55

・昭53. 5.23施行

「精神衛生審議会」を「公衆衛生審議 

会」に改正

【第12次改正】

•各種手数料等の改定に関する法律 

昭56. 5.19 法45

・昭56. 6.1施行 

免許手数料の改定

【第13次改正】

'行政事務の簡素合理化及び整理に 

関する法律

昭 58.12.10 法 83

・昭59.1.1,昭59. 4.1施行

(1) 麻薬廃棄の許可権限を厚生大臣から 

都道府県知事に委譲

(2) 都道府県知事が厚生大臣に対して行 

う免許,業務廃止等に関する報告の廃 

止

【第14次改正】

・各種手数料等の額の改定及び規定 

の合理化に関する法律

昭 59. 5.1法23

.昭59. 5.2!施行

免許手数料について,その額を実費を勘 

案して政令規定

【第15次改正】

•国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭6〇. 5.18 法37

・昭6〇. 5.18施行

昭和60年度における麻薬中毒者入院措置 

費補助金の補助率を8/1〇から7/1〇に変更

【第16次改正】

■■地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭60. 7.12 法90

、昭60. 7.12施行

麻薬中毒審査会について常置しないこと 

ができることとした。

【第17次改正】

~国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭61.5. 8 法46
〔昭61.5. 8施行

昭和61年度から昭和63年度における麻薬 

中毒者入院措置補助金の補助率を引き続 

き7/10とする。

【第18次改正】

'精神衛生法等の一部を改正する法 

律

昭62. 9. 26 法98
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［昭63. 7.1施行 廃止

「精神衛生鑑定医」を「精神保健指定 

医」等に改正

觀あへん法

昭29. 4. 22 法71
昭29. 5.1施行

【制定時】

(1)あへんの使用を医療,学術研究のみ 

に限定

⑵ 医療及び学術研究の用に供するあへ 

んの適正な供給を図るため許可制の下 

にけしの栽培を認める。

⑶国際条約の要請に基づいて,国があ 

へんの輸入,輸出,一手買取り及び売 

渡しの権能を専有

【第1次改正】

・麻薬取締法等の一部を改正する法 

律

昭38. 6. 2!法108

.昭38. 7.1! 施行

(1)手数料の改定

⑵罰則の強化

【第2次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

・昭45. 6.1施行

第48条中「大蔵大臣との協議」を削る。

【第3次改正】

'各種手数料等の額の改定及び規定 

の合理化に関する法律

昭59. 5.1法23 

・昭59. 5. 2!施行

手数料の政令規定化

够あへん特別会計法

昭3〇. 6. 30 法31
昭30. 7.1施行

【制定時】

あへん法(昭29法71)の規定により行う 

あへんの収納,輸入又は売渡しの事業に 

関する経理についての規定

【廃止】

'あへん特別会計法を廃止する法律

昭60. 3. 30 法11

・昭6〇. 4.1施行

樹採血及び供血あっせん業取締 
法

昭31.6. 25 法160
昭31.6.25施行

【制定時】

(1)目的(人の血液の利用の適正,血液 

製剤等の製造に伴う採血によって生じ 

る保健衛生上の危害防止,供血者の保 

護)

⑵血液製剤の原料,医療,学術研究等 

の場合を除いては業としての採血の禁 

止

⑶人血を原料として血液製剤以外の物 

の製造禁止

⑷ 採血を業として行う場合の厚生大臣 

の許可

⑸ 供血斡旋業を営もうとする場合の都 

道府県知事の許可

⑹ 血液製剤の原料とする目的又は輸血 

の目的で人体から採血しようとする者 

について,健康診断その他供血者の健 

康保護に関する義務を課すこと

【第1次改正】

・薬事法

昭35. 8.10 法145

・昭36. 2.1施行

条文整備

觀薬事法

昭35. 8.10 法145 
昭36. 2.1施行

【制定時】

戦後立法の見直し

(1)医薬品の範囲を再検討し,実情に応 

じた措置を採用

(2) 薬局,製造業,版売業を通じ,管 

理その他の規制

(3) 医薬品の表示,取扱い及び広告に 

関し,所要の規定の整備

⑷ 薬剤師の身分に関する事項を分離

【第1次改正】

"行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭 37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

指定医薬品又は医療用具にかかる厚生大 

臣の検査結果について同法による不服申 

立てができないこととされた。

【第2次改正】

.薬事法の一部を改正する法律 

昭 38. 7.12 法135

・昭38. 7.12,昭39.1.1!施行

(1) 薬局等に勤務する薬剤師の員数に関 

する規定

(2) 薬局等の適正配置規制

【第3次改正】

・厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

-昭44. 9.1施行

薬剤師試験審議会の廃止に伴う規定整備

【第4次改正】

~薬事法の一部を改正する法律

昭 5〇. 6.13 法37

・昭5〇. 6.13 施行

薬局等の適正配置規制に関する規定の削 

除

【第5次改正】

・各種手数料等の改定に関する法律

昭53. 4. 24 法27

・昭53. 4.24施行

一部手数料の上限の引上げ

【第6次改正】

•農林省設置法の一部を改正する法 

律

昭53. 7. 5 法87

-昭53. 7. 5施行

条文整理

【第7次改正】

~薬事法の一部を改正する法律 

昭54.10.1法 56

・昭55. 4.1,昭55. 9.30 施行

⑴ 薬事法の目的規定を明示

⑵ 日本薬局方収載品についても承認を 

要することとした。

(3) 承認審査項目として,副作用を明示 

⑷医薬品等の製造(輸入)承認の拒否

事由の明示

(5) 承認申請の際の添付資料の義務化

(6) 新为薬品等の再審査

(7) 医薬品の再評価の法制化

(8) 薬局開設者,医薬品の製造業者等の 

遵守事項等規定

【第8次改正】

r外国事業者による型式承認等の取 

得の円滑化のための関係法律の一
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部を改正する法律

昭58. 5. 25 法57

、昭58. 8.1施行

医薬品等の承認について,外国において 

製造しようとする者からの直接承認申請 

制導入

【第9次改正】

'国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行

中央薬事審議会について,附属機関とい 

う規定を削除

密薬剤師法

昭 35. &10 法146
昭36. 2.1施行

【制定時】

(1)薬事法(旧薬事法)から,薬剤師の 

身分に関する事項を分離させ,薬剤師 

法を制定

⑵改正の主要点

薬剤師の任務を規定

薬剤師の免許に関する規定 

薬剤師類似名称の使用制限 

調剤された薬剤の表示規定 

調剤録規定の新設 

【第1次改正】

・厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

・昭44. 9.1施行

薬剤師試験審議会の廃止に伴い,薬剤師 

試験委員の規定を定める。

【第2次改正】

「行政事務の簡素合理化に伴う関係 
I法律の整理及び適用対象の消滅等 

①

②

③

④

⑤

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

、昭57. 7.23施行

薬剤師の年次届を2年ごとに1回に簡素 

化

【第3次改正】

・各種手数料等の額の改定及び規定 

の合理化に関する法律

昭 59. 5.1法23

・昭59. 5. 2!施行

薬剤師試験の手数料について政令規定化

葩特定工場における公害防止組 
織の整備に関する法律

昭46. 6.10 法107
昭46. 6.10,昭47. 9.10 施行

【制定時】

目的:ばい煙発生施設,汚水等排出施 

設,騒音発生施設,粉じん発生施設が設 

置されている工場(特定工場)に公害防 

止統括者,公害防止管理者,公害防止主 

任管理者を置かせることにより,特定工 

場における公害防止組織の整備を図り, 

もって公害の防止に資する。

【第1次改正】

•振動規制法

昭51.6.10 法64

・昭51.12.1,昭53. 6.10 施行 

特定工場に振動発生施設が設置されてい 

る工場を追丿川

【第2次改正】

消費生活用製品安全法等の一部を 

改正する法律

昭61.5. 20 法54 

・昭61・10.1施行 

通商産業大臣は,その指定する者に,公 

害防止管理者試験及び公害防止主任管理 

者試験の実施に関する事務の全部又は一 

部を行わせることができることとした。

❺医薬品副作用被害救済基金法

昭 54.10.1法 55
昭54.10.1施行

【改題】

「医薬品副作用被害救済•研究振興基金 

法」に改題〔第2次改正〕

【制定時】

⑴ 学識経験者が発起人となり厚生大臣 

の認可を受け基金を設立

(2)基金は,医薬品の副作用による健康 

被害に関し,医療費等の救済給付を実 

施

⑶ 救済給付を行うに当たり,因果関係 

等専門的判定事項については,厚生大 

臣が中央薬事審議会の意見を聞き判定

(4) 基金は,厚生大臣の承認を受け,保 

健福祉事業を実施することが可能

(5) 製造業者等は,基金に対し拠出金を 

納付

(6) 基金に対し必要な補助•監督を実施

【第1次改正】

"障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66

・昭57.10.1施行

「廃疾」を「障害」に改正

【第2次改正】

•医薬品副作用被害救済基金法のー 

部を改正する法律

昭62. 5. 29 法32

・昭62.10.1,昭62. 5. 29施行

パイオテクノロジー等の先端技術を活用 

して民間の進める医薬品・医療機器等の 

研究開発に対し,出資•融資等の手法で 

振興する研究振興業務を加えた。

19］社会

箭北海道旧土人保護法

明32. 3. 2 法27
明32. 4.1施行

【制定時】

内務省地方局より社会局に移管

【第1次改正】

•北海道旧土人保護法中改正法律 

大 8. 3. 25 法6

・大8. 4.1施行

医療扶助の対象を「疾病」から,「傷痍, 

疾病」に拡張し,医療扶助の方法に「救 

療」を追加

【第2次改正】

-北海道旧土人保護法中改正法律 

昭12. 3.3!法21

・昭12. 7.1施行

住宅改良資金の給付に関する規定及び施 

設建設に関する規定を追加し,小学校設 

置に関する規定を削除
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【第3次改正】

'生活保護法

昭 21.9. 9 法17

・昭21.10.1施行

生業扶助,医療扶助,生活扶助及び葬祭 

扶助に関する規定を削除

【第4次改正】

・特別法人税法の一部を改正する等 

の法律

昭22. 3. 3!法29

・昭22. 4.1施行

下付を受けた土地に対する地方税,地

租,登録税に関する規定を削除

【第5次改正】

'許可,認可等の整理に関する法律 

昭43. 6.10 法94

.昭43. 6.10施行

教育扶助及び住宅改良資金の給付に関す

る規定を削除

巒行旅病人及行旅死亡人取扱法

明32. 3. 28 法93
明32. 7.1施行

【制定時】

行旅中死亡し引取者なき者等(行旅死亡 

人)に関する取扱い及び歩行に堪えざる 

行旅中の病人にして療養の途を有せずか 

つ救護者なき者(行旅病人)等に対する 

救護について規定

【第1次改正】

・民法の改正に伴う関係法律の整備 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

条文整備

【第2次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

「内務大臣之ヲ定ム」を「政令ヲ以テ之 

ヲ定厶」に改正

【第3次改正】

・国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148

.昭35.1.1施行

(1)費用の弁償金徴収に関する規定の改 

正

⑵先取特権の順位設定

【第4次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭42. 8.1法120

・昭42. 8.1施行

死体の取扱いにつき,仮土葬を埋葬又は 

火葬に改正

【第5次改正】

'地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭 61.12. 26 法109

.昭62. 4.1施行

国の機関委任事務である行旅病人の救 

護,行旅死亡人の埋火葬等の事務を団体 

事務に改正

❽産業組合法

明 33. 3. 7 法34
明33. 9.1施行

【制定時】

(1) 産業組合の形態(信用事業,販売事 

業,購買事業又は生産事業を行う社団 

法人)

(2) 産業組合の組織(無限責任,有限責 

任及び保証責任の3種)

(3) 組合員の数を限定できないこと等産 

業組合の基準を設定

(4) 組合員の資格について規定

(5) 組合の管理規定

(6) 産業組合についての非課税措置

(7) その他産業組合の設立,監督等につ 

いて規定

【第1次改正】

・産業組合法中改正法律

明39. 4.19 法45

明39. 5. 9 施行

(1)信用事業と他の事業の兼営を認めた 

こと

⑵ 総会にかえて総代会を設けることが 

できることとしたこと

【第2次改正】

•産業組合法中改正法律

明42. 4. 9 法27

.明42. 9.1施行

(1)産業組合は産業組合連合会を設立で 

きることとしたこと

(2) 産業組合連合会の組織は有限責任及 

び保証責任とすること等,産業組合連 

合会について規定

(3) 産業組合中央会の設立に関する所要 

の規定を整備

【第3次改正】

•産業組合法中改正法律 

大 6. 7. 2!法22

・大6.11.1施行

(1) 信用組合は,組合員の家族,公共団 

体又は非営利の法人の貯金を取り扱う 

ことができることとする等信用組合の 

事業の範囲を拡大

(2) 信用組合連合会は,所属組合の債務 

保証をすることができることとしたこ 

と

【第4次改正】

•産業組合法中改正法律

大10. 4.13 法73 

大10. 8.10施行

生産組合を利用組合に改正

【第5次改正】

•産業組合法中改正法律 

大12. 4. 6 法44

・大12. 7. 4施行

信用組合連合会が債務保証をすることが 

できる金融機関に産業組合中央金庫を追 

加

【第6次改正】

.産業組合法中改正法律 

大15. 4. 7 法54

・大15. 5. 25 施行

(1) 利用組合の設備に非組合員利用制度 

導入

(2) 営業収益税の非課税措置

(3) 産業組合の住宅の建設等に関する地 

方税非課税措置

【第7次改正】

,産業組合法中改正法律 

昭 7. 9. 7 法30

.昭7.10.1施行

(1) 農事実行組合,養蚕実行組合その他 

命令で定める法人以外の法人は産業組 

合の組合員となることができないこと 

としたこと

(2) 農事実行組合について規定

(3) 産業組合連合会の組織は保証責任と 

すること

【第8次改正】

「蚕糸業組合法中改正法律
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| 昭11.5. 26 法10
［昭11.11.10施行 

農事実行組合の設立手続について規定

【第9次改正】

・租税法規ノ改正二伴フ恩給金庫法 

等ノ規定ノ整理ニ関スル法律 

昭15. 3. 29 法59

・昭15. 4.1施行 

産業組合の法人税非課税措置

【第10次改正】

・農業団体法

昭18. 3.1!法46

・昭18. 9.15施行

(1) 市町^•農業会,道府県農業会が,産 

業組合連合会に加入できることとした 

こと

(2) 産業組合中央会を廃止

【第11次改正】

・農業協同組合法の制定に伴う農業 

団体の整理に関する法律

昭 22.11.19 法133

-昭22.12.15施行

(1) 農事実行組合を廃止

(2) 農事実行組合,養蚕実行組合,市町 

村農業会及び道府県農業会の廃止に伴 

う条文整理

【第12次改正】

・民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

条文整理

【第13次改正】

・所得税法の一部を改正する等の法 

律

昭23. 7. 7 法107

・昭23. 7. ?施行 

所得税,法人税及び営業収益税について 

の非課税規定を削除

【廃止】

~消費生活協同組合法 

昭23. 7. 30 法200 

昭23.10.1施行

廃止

需行政庁ヲシテ委嘱二依リ恩賜 
財団済生会ノ事務ヲ施行セシ 
ムルノ件

大 3. 2. 20 勅18
大3. 3.12施行

【制定時】

(1)恩賜財団済生会の事務を行政庁に施 

行させた。

⑵上記に関する費用に関する規定

【第1次改正】

・厚生省官制及保険院官制制定二際 

シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中 

改正ノ件

昭13.1.1!勅 20

.昭13.1.1!施行

「内務大臣」を「厚生大臣」に改正

【廃止】

・大正3年勅令18号等を廃止する勅 

令

昭22. 3. 3!勅108

.昭22. 4.1施行

廃止

锣軍事救護法

大 6. 7. 20 法1
大7.1.1施行

【改題】

「軍事扶助法」に改題〔第2次改正〕

【制定時】

目的(傷病兵,その家族,遺族,又は下 

士官兵の家族若しくは遺族で生活に困窮 

する者に対し,生活扶助,医療扶助,助 

産扶助及び生業扶助を行う)

【第1次改正】

・軍事救護法中改正法律

昭 6. 3. 30 法27

.昭7.1.1施行

(1)傷病兵の範囲を拡張

⑵救護の種類に埋葬扶助を追加

【第2次改正】

・軍事救護法中改正法律

昭12. 3. 3!法20

・昭12. 7.1施行

(1) 名称を「軍事扶助法」と改正

(2) 傷病兵の範囲を拡張

(3) 遺族及び家族の範囲を拡張

⑷従来扶助を受けうる者は「生活スル 

コト能ハザル者」となっていたのを

「生活スルコト困難ナル者」に改正

⑸ 下士官兵の家族に対する扶助を下士 

官兵の退営又は召集解除後20日以内ま 

で継続

【第3次改正】

•軍事扶助法中改正法律

昭18. 3.12 法49

昭18. 4.1施行

現役下士官の家族をも扶助すること。下 

士官兵の家族に対する扶助は,必要に応 

じて退営,解除の後3か月以内継続する 

ことができることとしたこと等法の適用 

範囲を拡大

【廃止】

,生活保護法

昭 21.9. 9 法17

・昭21.10.1施行

廃止

够住宅組合法

大10. 4.12 法66
大10. 7.10施行

【制定時】

(1)住宅組合は,組合員に住宅を供給す 

ることを目的とする法人

⑵ 住宅組合の事業(住宅用地の取得・ 

造成•借受又は組合員に対する貸付・ 

譲渡及び住宅の建設•購入)

(3) 組合が供給する住宅は組合員1人に 

つき1戸とすること

(4) 住宅組合が供給する住宅の面積等に 

ついての制限は命令で規定

【移管】

・内務部内臨時職員等設置制中改正 

等ノ件

昭2〇.11.7 勅630

・昭2〇.11.7施行

厚生省官制中,住宅に関する事項を削除

够不显住宅地区改良法

昭 2. 3. 30 法14
昭2. 7.15施行

【制定時】

(1)公共団体は,不良住宅が密集し,衛 

生,風紀,保安等に関し,有害又は危 

険な地区について改良事業を行うこと 

ができることとすること

321



⑵ 事業内容(土地の区画•形質の変 

更,道路•下水の施設その他地区改良 

のため必要な事業)

⑶ 国庫補助(地区改良事業に要する費 

用の1/2以内)

【移管】

,内務部内臨時職員等設置制中改正 

等ノ件

昭 20.11.7 勅630

・昭20.11.?施行

厚生省官制中,住宅に関する事項の削除

觀公益質屋法

昭 2. 3.3!法35
昭2. 8.10施行

【制定時】

(1) 市町村又は公益法人は公益質屋を経 

営することができることとしたこと

(2) 公益質屋の貸付利率,利子計算方 

法,流質期限,流質物の処分方法等に 

関し,質置主に有利な取扱いをなさし 

め,労働者その他小額所得者の生活を 

経済的に保護

【第1次改正】

・質屋営業法

昭25. 5. 8 法158 

・昭25. 7.1施行 

条文整理

【第2次改正】

•社会福祉事業法

昭26. 3. 29 法45

.昭26. 6.1施行

公益質屋を経営できる者を市町村及び社 

会福祉法人としたこと

【第3次改正】

・警察法の施行に伴う関係法令の整 

理に関する法律

昭 29. 6. 8 法163

・昭29. 7.1施行

条文整理

【第4次改正】

'質屋営業法及び古物営業法の一部 

を改正する法律

昭37. 4.13 法76

・昭37. 7.1施行

条文整理

【第5次改正】

'地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭39. 7.1!法169

.昭4〇. 4.1施行 

条文整理

【第6次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭 42. 8.1法120

・昭42. 8.1施行

貸付金額及び貸付利率の上限を政令で規

㉚救護法

昭 4. 4. 2 法39 
昭7.1.1施行

【制定時】

従来の恤救規則,その他の公的扶助法は 

その対象範囲が狭すぎ時勢の要求を満た 

しえないので本法を制定して国の責任を 

明確化。これによって貧困のため生活す 

ることができない65歳以上の老衰者,13 

歳以下の幼者,妊産婦,不具療疾,疾 

病,傷痍その他精神又は身体の障害に困 

って労務を行うに故障ある者を救護 

【第1次改正】

「救護法中改正法律

昭12. 3. 3!法18

・昭13.1.1施行

(1) 救護費,救護施設費に対する国庫負 

担率を確定率化(1/2以内-1/2)
(2) 被救護者の扶養義務者から救護費用 

を徴収

(3) 地域社会における要救護者,被救護 

者の保護•指導については従来の救護 

委員を方面委おに改め救護の徹底

【第2次改正】

"医療保護法

昭16. 3. 6 

・昭16.10.1 

同法の制定に伴い, 

救護を同法へ移管

【廃止】

ー生活保護法

昭 21.9. 9 

.昭21.10.1 

廃止

法36

施行

医療,助産に関する

法17 

施行

・方面委員令

昭11.11.14 勅 398
昭12.1.15施行

【制定時】

(1) 方面委員の指導精神を宣示

(2) 委員の職務を明確に規定

⑶原則として道府県の経営

⑷ 詮衡委員会を設け慎重な委員の人選

(5)方面事業委員会の設置

⑹ 方面委員会に市町村長を出席せしめ 

委員と市町村当局との連絡の緊密化

【第1次改正】

・厚生省官制及保険院官制制定二際 

シ栄養研究所官制其ノ他ノ勅令中 

改正ノ件

昭13.1.1!勅 20

・昭13.1.1!施行

「内務大臣」を「厚生大臣」に改正

【廃止】

~民生委員令

昭21.9.13 勅426

・昭21.10.1施行

廃止

鶴母子保護法

昭12. 3. 3!法19
昭13.1.1施行

【制定時】

目的•事業(夫がないか又はこれに準ず 

る状態にある13歳以下の子をもつ母が, 

貧困のため生活できない場合に居宅又は 

居宅以外において,生活扶助,養育扶助

•生業扶助及び医療扶助を行う)

【第1次改正】

・医療保護法

昭16. 3. 6 法36

.昭16.10.1施行

医療扶助を医療保護法へ移管したこと

【廃止】

・生活保護法

昭 21.9. 9 法17

.昭21.10.1施行

廃止
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畅社会事業法

昭13. 4.1 法59
昭13. 7.1施行

【制定時】 —

社会事業助成の途を講ずるとともにこれ 

の指導監督の徹底

【第1次改正】

・民法の改正に伴う関係法律の整理 

に関する法律

昭22.12. 22 法223

・昭23.1.1施行

戸主,家族を削除

【第2次改正】

・厚生省設置法の施行に伴う関係法 

令の整理に関する法律

昭 24. 5. 3!法154

昭24. 6.1施行

中央社会事業委員会を中央社会事業審議 

会に,地方社会事業委員会を地方社会事 

業審議会に改正

【廃止】

•社会福祉事業法

昭26. 3. 29 法45

・昭26. 6.1施行

廃止

範医療保護法

昭16. 3. 6 法36
昭16.10.1施行

【制定時】

貧困のため,生活困難であって医療又は 

助産を受けることができない者に対して 

医療券を発行して医療又は助産を受ける 

ことができるようにすることを目的

【廃止】

•生活保護法

昭21.9. 9 法17

.昭21.10.1施行

廃止

❹住宅営団法

昭16. 3. 7 法46 
昭16. 4. ?施行

【制定時】

(1) 住宅営団は労務者その他庶民の住宅 

の供給を行うことを目的とする法人

(2) 事業(住宅の建設•経営,建設・経 

営の受託,建設のための資金の貸付又 

は売買•賃借の仲介)

⑶住宅営団は,払込資本金額の10倍を 

限度として住宅債権を発行

(4) 住宅営団については,所得税,法人 

税及び営業税は非課税

(5) その他住宅営団の役員,会計,監督 

等について規定

【移管】

'内務部内臨時職員等設置制中改正 

等ノ件

昭 2〇.11.7 勅630

・昭20.11.?施行

厚生省官制中,住宅に関する事項を削除

翳貸家組合法

昭16. 3. 7 法47
昭16. 7. ?施行

【制定時】

⑴ 貸家組合は,組合員に対し,貸家の 

供給を円滑ならしめ,及び組合員の貸 

家の経営の適正を図ることを目的とす 

る法人

(2) 組合員(貸家の所有者及び経営者)

(3) 土地•資材の取得等貸家の建設に関 

する共同施設を行うこと等貸家組合の 

事業について規定

(4) 組合員の権利義務,組合の管理等に 

ついて規定

(5) 貸家組合連合会について規定

(6) 貸家組合及び貸家組合連合会に準じ 

て貸室組合及び貸室組合連合会につい 

て規定

【第1次改正】

'経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律 

昭19. 2.10 法 4

.0319. 2.10 施行

貸家組合の理事,監事及び清算人の不正 

行為についての罰則を削除

【移管】

,内務部内臨時職員等設置制中改正 

等ノ件

昭 2〇.11.7 勅630

・昭2〇.11.7施行

厚生省官制中,住宅に関する事項の削除

協戦時災害保護法

昭17. 2. 25 法71
昭17. 4.30施行

【制定時】

⑴ 目的(戦争の際における戦闘行為に 

よる災害及びこれによって生ずる災害 

を受けた者及びその家族,遺族で帝国 

臣民たる者を保護)

⑵事業

① 罹災者の応急救助

② 生活困窮者の扶助

③ 罹災者に対する給与金の支給

【廃止】

•生活保護法

昭21.9. 9 法17

.昭21.10.1施行

廃止

巒生活保護法

昭21.9. 9 法17
昭21.10.1施行

【制定時】

生活困窮者の生活の安定と社会福祉を図 

るため各種援護法令を統合整備し次の原 

則によって生活保護の徹底を期した。

(1) 国民の最低生活保障

(2) 年別,性別,人種,信条に区別を設 

けざる無差別平等

⑶保護を国の責務とする。

【第1次改正】

・民生委員法

昭23. 7. 29 法198

.昭23. 7. 29施行

条文整理

【第2次改正】

'地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3! 法168

.昭24. 5. 3! 施行

条文整理

【廃止】

•生活保護法

昭25. 5. 4 法144

.昭25. 5. 4施行

廃止
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❸民生委員令

昭21.9.13 勅426
昭21.10.1施行

【制定時】

民生委員の性格(国家の行う生活保護の 

末端組織)を明確化し,それを方面委員 

令に代わるものとして制定

【廃止】

~民生委員法

昭23. 7. 29 法198

・昭23. 7.29施行

廃止

齋赤十字の標章及び名称等の使 
用の制限に関する法律

昭 22.12.10 法159
昭23.1.1施行

【制定時】

(1) 赤十字の標章及び名称等の使用制限

(2) 日本赤十字社は標章及び名称を用い 

ることができる。

(3) 救護場所の表示に標章を用いること 

ができる。

巒国立光明寮設置法

昭23. 7.15 法162
昭23. 7.15施行

【制定時】

失明者を保護しその更生と福祉を図る 

ため,国立光明寮を設置

【第1次改正】

・行政機関職員定員法の施行に伴う 

関係法令の整理に関する法律 

昭 24. 5. 3!法133

.昭24. 6.1施行

職員に関する政令への委任規定を削除

【第2次改正】

'国立光明療設置法の一部を改正す 

る法律

昭26. 3. 26 法35

.昭26. 3.26施行

兵庫県に光明寮を設置

【第3次改正】

［厚生省設置法及び国立光明寮設置
|法の一部を改正する法律

! 昭38. 3. 3!法59
〔昭39.1.1施行 

北海道に光明寮を設置

【第4次改正】

・国立光明寮設置法の一部を改正す 

る法律

昭43. 5. 3!法79

・昭44.1.1施行 

福岡県に光明寮を設置

【廃止】

・厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭54. 5. 8 法28

-昭54. 7.1施行

廃止(光明寮は厚生省設置法に規定)

觀民生委員法

昭23. 7. 29 法198
昭23. 7. 29施行

【制定時】

(1) 民生委員の選出方法の民主化

(2) 都道府県知事は民生委員推薦会に再 

推薦を命ずることができる。

(3) 民生委員の資格要件の明示

⑷民生委員の心構えを明示

⑸民生委員の解嘱規定

⑹委員の任期(3年)

(7)都道府県は民生委員の指導訓練に従 

事する専門吏員の設置

⑻民生委員協議会,民生委員協議会の 

常務委員及び民生委員事務所に関する 

規定

【第1次改正】

'地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3!法168 

・昭24. 5. 3!施行 

条文整理

【第2次改正】

・民生委員法の一部を改正する法律 

昭 28. 8.1法115

・昭28. 8.1,昭28.10.1施行

(1)民生委員の職務につき,福祉事務所 

その他の関係行政機関に対する協力関 

係を明確化

⑵民生委員推薦会の組織を改め,広く 

社会福祉全般の代表者の中から推薦委 

員を委嘱

【第3次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. & 15 法213

.昭28. 9.1施行

民生委員の指導監督に関する計画,実施 

策定権限を厚生大臣から,知事に委譲

【第4次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

-昭31.9.1施行

条文整備

【第5次改正】

•精神薄弱者福祉法

昭 35. 3. 3!法37
・昭35. 4.1施行

民生委員協議会の組織委員選任について 

規定

【第6次改正】

・地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

・昭6〇. 7.12,昭61.1.12 施行

(1)民生委員審査会の廃止

⑵ 民生委員の指導訓練に従事する吏員 

の必置規制の廃止

❸消費生活協同組合法

昭23. 7. 30 法200
昭23.10.1.,昭24. 4.1施行

【制定時】

(1) 目的(国民の自発的な生活協同組織 

の発達を図り,国民生活の安定,文化 

生活の向上を期す)

(2) 各国共通の原則に基づく組合基準を 

掲げたこと

⑶組合及び連合会の区域は都道府県の 

区域を超えないものとし職域による組 

合,指導連絡調整のみを行う連合会 

は,都道府県の区域を超えて設立でき 

る〇

⑷組合,連合会の事業(組合員の資 

格,組合管理規定,課税•融資に関す 

る規定等)を定めたこと

【第1次改正】
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法令改廃経過一覧

'法務局及び地方法務局設置に伴う 

関係法律の整理等に関する法律 

昭24. 5. 3!法137

・昭24・6.1施行

条文整理

【第2次改正】

・労働組合法

昭24. 6.1法174

昭24. 6.10施行

条文整理

【第3次改正】

•海外移住組合法の廃止に関する法 

律

昭 25. 4.1法93

・昭25. 5.1,昭25. 4.1施行 

条文整理

【第4次改正】

・非訟事件手続法の一部を改正する 

法律

昭 26. 6. 8 法213

昭26. 7.1施行

条文整理

【第5次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法 213

・昭28. 9.1施行

条文整理

【第6次改正】

・消費生活協同組合法の一部を改正 

する法律

昭29. 4. 30 法81

昭29. 4. 30施行

(1) 組合が市中の中小商人等に組合の名 

義を貸すことを禁止

(2) 地域組合連合会の事業制限を撤廃 

し,一般組合なみの事業経営を認める 

こと

(3) 出資額に応ずる剰余金割戻し額の限 

度の引上げ

(4) 組合設立認可の際の審査基準とし 

て,事業を行うに必要な経営的基礎の 

有無を追加

【第7次改正】

・消費生活協同組合法の一部を改正 

する法律

昭34. 4.18 法145

.昭34. 4.18施行

消費生活協同組合及び同連合会の行う共 

済事業につき責任準備金の積立を法定化 

するなどその事業の指導監督を強化

【第8次改正】

'小売商業調整特別措置法

昭34. 4. 23 法155

.昭34. 7. ?施行

組合の供給事業の員外利用が,中小小売 

商の事業活動に影響を及ぼし,その利益 

を著しく害するおそれがあるときの制限 

措置の導入

【第9次改正】

・商業登記法の施行に伴う関係法令 

の整理等に関する法律

昭 38. 7. 9 法126

・昭39. 4.1施行

条文整理

【第10次改正】

'許可,認可等の整理に関する法律 

昭 45. 6.1法111

.昭45. 6.1施行

厚生省令で定める事項にかかる定款の変 

更を認可事項から届出事項に改めた。

【第11次改正】

・許可,認可等の整理に関する法律 

昭46. 6.1法96

-昭46. 6.1施行

条文整理

【第12次改正】

'許可,認可等の整理に関する法律 

昭53. 5. 23 法 54

・昭53. 5.23施行

条文整理

【第13次改正】

'農林中央金庫法の一部を改正する 

法律

昭 61.6.10 法81

.昭61.9. 8施行

条文整理

©国立身体障害者更生指導所設 
置法

昭24. 5. 3!法152
昭24.10.1施行

【制定時】

国立身体障害者更生指導所につき,その 

業務,所長,所員等及び命令への委任等 

について規定

【第1次改正】

•職業訓練法

昭 33. 5. 2 法133 

・昭33. 7.1施行

業務から,労働大臣の委託を受けての職 

業補導を削除

【廃止】

・厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 54. 5. 8 法28

.昭54. 7.1施行

国立身体障害者リハビリテーションセン 

ターの設置に伴い,国立身体障害者更生 

指導所が統合され,本法は廃止

〇身体障害者福祉法

昭24.12. 26 法283
昭25. 4.1施行

【制定時】

(1) 身体障害者手帳の交付

(2) 診査,更生相談の実施

(3) 身体障害者更生援護施設への収容

⑷補装具の給付

(5) 更生相談所の設置

(6) 身体障害者福祉審議会の設置

【第1次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 26. 5. 3!法169

昭 26.10.1,昭 26. 5. 31,昭 26.

.6.1施行

(1) 援護の実施機関の拡大

(2) 国及び地方公共団体以外の者による 

更生援護機関の設置

(3) 身体障害児への身体障害者手帳の交 

付

【第2次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭27. 7.1法222

・昭27. 7.1施行

里親等による身体障害者手帳の交付申請

【第3次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法 213

.昭28. 9.1施行

身体障害者手帳に関し必要な事項を政令 

規定

325



【第4次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 29. 3. 3!法28

・昭29. 4.1施行

(1) ろうあ者更生施設の創設

(2) 更生医療の給付

(3) 身体障害者更生相談所における補装 

具の処方及び適合判定

【第5次改正】

・地方税法の一部を改正する法律

昭29. 5.13 法95

.昭29. 5.13施行 

附則の改正

【第6次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

.昭31.9.1施行 

政令指定都市に都道府県と同じ権限を付 

与

【第7次改正】

ー身体障害者福祉法等の一部を改正 

する法律

昭31.12. 20 法179

.昭31.12. 20施行

更生医療を担当させる薬局の指定制度の 

創設

【第8次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 33. 3. 3!法29

昭33. 4.1施行

(1) 社会福祉法人の設遗する身体障害者 

更生援護施設への入所委託制度の創設

(2) 民生委員の協力義務

【第9次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭33. 5.1 法120

・昭33. 5.1施行

条文整理

【第10次改正】

•職業訓練法

昭33. 5. 2 法133

・昭33. 7.1施行

「職業補導」という言葉を「公共職業訓 

練」に変更

【第11次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

.昭37.10.1施行

不服申立規定の改正

【第12次改正】

・老人福祉法

昭38. 7.1!法133

.昭38. 8.1施行

地方身体障害者福祉審議会の廃止

【第13次改正】

・戦傷病者特別援護法

昭 38. 8. 3 法168

.昭38.11.1施行

条文整理

【第14次改正】

・地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭39. 7.1!法169

・昭4〇. 4.1施行

特別区の協力義務の削除

【第15次改正】

・母子保健法

昭4〇. 8.18 法141

・昭41.1.1施行 

条文整理

【第16次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭42. 8.1法113

・昭42. 8.1施行
(1)身体障害者相談員制度の創設

⑵身体障害者家庭奉仕員派遣制度の創

(3)内部障害者更生施設の創設

⑷通所施設の創設

⑸ 障害範囲の拡大(心臓・呼吸器障 

害)

【第17次改帀】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭43. 5. 3!法80

.昭43. 5. 3! 施行

更生訓I練費支給制度の創設

【第18次改正】

•職業訓練法

昭44. 7.18 法64

.昭44.10.1施行

「職業訓練」という言葉を「公共職業訓 

練施設の行う職業訓練」に変更

【第19次改正】

•身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭47. 7.1法112

・昭47. 7.1,昭47.10.1施行

(1) 身体障害者療護施設の創設

(2) 障害範囲の拡大(腎臓)

【第20次改正】

•国有財産法及び国有財産特別措置 

法の一部を改正する法律

昭48. 7. 2? 法67

・昭48. 7.2?施行 

国有財産の譲渡又は貸付を受けた社会福 

祉法人に対する国の監督規定の新設

【第21次改正】

"結核予防法等の一部を改正する法 

律

昭49. 6. 20 法88

-昭49. 6.20施行 

更生医療の診療報酬の支払いに関する事 

務の委託先の拡大

【第22次改正】

•審議会等の整理等に関する法律

昭53. 5. 23 法55

・昭53. 5.23施行 

身体障害者福祉審議会の委員から関係行 

政機関の職員を除外

【第23次改正】

'許可,認可等の整理に関する法律 

昭54.12. 25 法70

-昭54.12.25施行

身体障害者更生援護施設への身体障害者 

の更生援護の事務に従事する者の養成施 

設の附置を都道府県知事への届出制に緩 

和

【第24次改正】

・国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭58.12. 2 法 78

・昭59. 7.1施行 

身体障害者福祉審議会を厚生省の附属機 

関から除外

【第25次改正】

'身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭59. 8. 7 法63

・昭59.10.1,昭61.4.1 施行
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法令改廃経過一覧

(1) 身体障害者福祉の理念に関する規定 

の整備

(2) 身体障害者更生援護施設の再編

(3) 更生相談所の業務の整備

(4) 身体障害者更生援護施設の入所者に 

対する費用徴収制度の導入

(5) 障害範囲の拡大(膀胱,直腸)

【第26次改正】

［たばこ事業法等の施行に伴う関係 

法律の整備等に関する法律

昭59. 8.10 法71

昭6〇. 4.1施行

たばこの小売販売業の許可の引用法令及 

び努力義務者の変萸

【第27次改正】

国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭6〇. 5.18 法37
〔昭6〇. 5.18施行

国の負担する費用の昭和60年度の特例 

⑻10-7/10)

【第28次改正】

「国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭61.5. 8 法46

・昭61.5. 8施行

国の負担する費用の昭和61年度から63年 

度までの特例(8/10—7/10)

【第29次改正】

f地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109

・昭62. 4.1施行

(1) 身体障害者更生援護施設への入所措 

置,更生医療の給付,補装具の交付等 

に関する事務は,都道府県,市又は福 

祉事務所を設置する町村が行うことと 

したこと

(2) 国以外の者が開設した病院等を更生 

医療機関(児童福祉法による育成医療 

機関を含む)として指定する権限を都 

道府県知事に委譲することとしたこと

基づく制度として明記

(2) 国民が一定の要件の下では保護を受 

ける権利を有することを規定

(3) 保護の水準は健康で文化的な最低限 

度の生活維持に足るべきことを規定

(4) 保護の実施を社会福祉主事という専 

門職員によって遂行するものとし,民 

生委員を協力機関にとどめたこと

(5) 保護の実施事務についての国や都道 

府県による指導監督,監査を規定

(6) 医療扶助のための指定医療機関制度 

を創設し,診療報酬方針等について規 

定

(7) 不服申立制度が法律上の制度となっ 

たこと

【第1次改正】

［社会福祉主事の設置に関する法律 

昭25. 5.15 法182

.昭25. 5.15施行

同法に社会福祉主事の設置に関する規定 

を移管

【第2次改正】

［■あん摩,はり,きゅう,柔道整復 

等営業法の一部を改正する法律 

昭 26. 4.1法116

、昭26. 4.1施行

「あん摩,はり,きゅう,柔道整復等営 

業法」を「あん摩師,はり師,きゅう師 

及び柔道整復師法」に改正

【第3次改正】

•生活保護法の一部を改正する法律 

昭26. 5. 3!法168

・昭26.10.1,昭26. 6.1 施行
(1) 保護の実施機関を都道府県知事,市 

長,福祉事務所設置町村長とし福祉 

事務所長を第一線機関とする実施体制 

に改正

(2) 費用は保護費を支弁した都道府県又 

は市町村が2割,国が8割を負担

【第4次改正】

•国有財産特別措置法

昭27. 6. 30 法219

・昭27. 6.30施行

同法の規定により財産の譲渡,貸付を受 

けた保護施設に対する厚生大臣等の監督 

権限に関して規定

【第5次改正】

•日本赤十字社法

昭27. 8.14 法305

・昭28. 2.13施行

日本赤十字社を保護施設の設置主体とし

て追加

【第6次改正】

［生活保護法の一部を改正する法律 

昭28. 3. 23 法21
〔昭28. 3.23施行

医療扶助の診療報酬の支払いを社会保険 

診療報酬支払基金等に委託できることと 

し,指定医療機関に対する診療報酬の支 

払いを迅速化

【第7次改正】

民生委員法の一部を改正する法律 

昭 28. 8.1法115
［昭28. 8.1施行

規定の整備

【第8次改正】

［地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213
〔昭28. 9.1施行

都道府県知事が指定医療機関の請求する 

ことのできる診療報酬の額を決定するに 

当たって意見を聞かなければならない医 

療に関する審査機関について,従来厚生 

省令で定めることとしていたのを政令で 

定めることとしたこと

【第9次改正】

•身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 29. 3. 3!法28

.昭29. 4.1施行

指定医療機関に対する厚生大臣の報告徴 

収権,立入検査権を規定

【第10次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

・昭31.9.1施行

大都市の特例に関して規定

【第11次改正】

~身体障害者福祉法等の一部を改正 

する法律

昭31.12. 20 法179

・昭31.12. 20施行

薬剤師を個人指定していたのを改め,薬 

局自体を機関指定することとしたこと

【第12次改正】

［国民健康保険法施行法

觀生活保護法

昭25. 5. 4 法144 
昭25. 5. 4施行

【制定時】

(1)生活保護制度を憲法第25条の理念に
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! 昭33.12. 2? 法193
〔昭34.1.1施行

指定医療機関の診療方針及び診療報酬に 

関する規定を整備

【第13次改正】

・行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 5.16 法140

.昭37.10.1施行

審査請求と訴訟との関係について規定を 

整備

【第14次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

.昭37.10.1施行

行政不服審査法の施行に伴い,不服申立 

てに関する規定を整備したこと

【第15次改正】

・老人福祉法

昭38. 7.1!法133 

・昭38. 8.1施行

⑴ 保護施設から養老施設を除外

(2) 養護老人ホーム等に収容されている 

者に関する実施責任について規定

(3) 指定都市の長の行った処分について 

も最終的に厚生大臣に対し再審査請求 

が可能であることを明確化

【第16次改正】

~あん摩師,はり師,きゅう師及び 

柔道整復師法等の一部を改正する 

法律

昭39. 6. 30 法120

・昭39. 9.29施行

「あん摩師」を「あん摩マッサージ指圧 

師」に改正

【第17次改正】

~柔道整復師法

昭 45. 4.14 法19

・昭45. 7.10施行

条文整理

【第18次改正】

国有財産法及び国有財産特別措置 

法の一部を改正する法律

昭48. 7. 2? 法67 

一昭48. 7.2? 施行

条文整備

【第19次改正】

［国の補助金等の整理及び合理化並

びに臨時特例等に関する法律

昭6〇. 5.18 法37
-昭6〇. 5.18施行

昭和60年度の国庫負担率の特例(8/1〇— 

7/10)

【第20次改正】

•地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

・昭6〇. 7.12施行

市町村が保護施設を設置する場合に都道 

府県知事の認可が必要であったものを, 

事前届出に簡素化

【第21次改正】

・国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭61.5. 8 法46

・昭61.5. 8施行

昭和61年度から昭和63年度までの国庫負 

担率の特例(8/10—7/10)

翰社会福祉主事の設置に関する 
法律

昭25. 5.15 法182
昭25. 5.15施行

【制定時】

生活保護法,児童福祉法及び身体障害者 

福祉法に関する都道府県知事又は市町村 

長の事務の執行を補佐させるため専任職 

員たる社会福祉主事を都道府県及び市町 

村に設置

【廃止】

•社会福祉事業法

昭26. 3. 29 法45

・昭26. 4.1施行

廃止

魁社会福祉事業法

昭26. 3. 29 法45
昭26. 6.1,昭 26. 4.1,昭26.10.1
疑行

【制定時】

(1)新しい社会福祉事業の全分野にわた 

る共通的事項を定め,既存の福祉立法 

とあいまって社会福祉事業の公明かっ 

適正な実施を確保

⑵ 社会福祉事業を第1種と第2種に分 

かち,第1種事業は,国地方公共団体 

又は社会福祉法人が経営することを原 

則とし,事業経営の準則を定め,各経 

営主体ごとにその責任を明確化

⑶ 福祉に関する事務所,社会福祉主事 

に関して規定

(4)社会福祉法人制度の創設

⑸ 共同募金,社会福祉協議会の組織運 

営について規定

【第1次改正】

'身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭26. 5. 3!法169

・昭26.10.1,昭26. 6.1 施行 

条文整備

【第2次改正】

"地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

社会福祉法人の設立認可等の際,都道府 

県知事を経由

【第3次改正】

~社会福祉事業振興会法

昭 28. 8.19 法 240

・昭29. 4.1施行

国又は地方公共団体が一般的に必要であ 

ると認める場合に,社会福祉法人に対し 

て助成

【第4次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭29. 3. 3!法28

・昭29. 4.1施行

ろうあ者更生施設経営を第1種社会福祉 

事業に追加

【第5次改正】

'売春防止法

昭 31.5. 24 法118

・昭32. 4.1施行

婦人保護施設経営を第1種社会福祉事業 

に追加

【第6次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

・昭31.9.1施行

大都市特例規定整備
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【第7次改正】

'児童福祉法の一部を改正する法律 

昭32. 4. 25 法78

.昭32. 4.25施行

精神薄弱児通園施設経営を第1種社会福 

祉事業に追加

【第8次改正】

・社会福祉事業法の一部を改正する 

法律

昭33. 4.1法44

・昭33. 4.1施行

(1) 社会福祉事業として新たに結核回復 

者後保護施設を経営する事業及び隣保 

事業を追加

(2) 政令で指定する人口 20万以上の市に 

ついては,2以上の福祉事務所を設置 

できるようにすること

【第9次改正】

社会福祉事業法の一部を改正する 

法律

昭34. 3. 3!法85

・昭34. 4.1施行 

精神薄弱者援護施設経営を第1種社会福 

祉事業に追加

【第10次改正】

•精神薄弱者福祉法

昭35. 3. 3!法37

.昭35. 4.1施行 

精神薄弱者の更生相談に応ずる事業を第 

2種社会福祉事業に追加

【第11次改正】

'児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 36. 6.19 法154

・昭36. 6.19施行

情緒障害児短期治療施設経営を第1種社 

会福祉事業に追加

【第12次改正】

・老人福祉法

昭38. 7.1!法133

・昭38. 8.1施行

(1) 同法の制定に伴う条文調整

(2) 新たに地方社会福祉審議会を設置

【第13次改正】

•母子福祉法

昭39. 7.1法129

.昭39. 7.1施行

母子福祉施設経営を第2種社会福祉事業 

に追加

【第14次改正】

~地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭 39. 7.1! 法169

.昭4〇. 4.1施行

福祉事務所設置を特別区まで拡大

【第15次改正】

'児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 42. 8.1法111

・昭42. 8・1施行

重症心身障害児施設経営を第1種社会福 

祉事業に追加

【第16次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭42. & 1法113

・昭42. 8.1施行

(1) 内部障害者更生施設経営を第1種社 

会福祉事業と規定

(2) 結核回復者後保護施設経営を削除

【第17次改正】

'精神薄弱者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭42. 8.19 法139

・昭42.10.1施行

精神薄弱者更生施設,精神薄弱者授産施 

設経営を第1種社会福祉事業と規定

【第18次改正】

•許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

.昭45. 6.1施行

社会福祉法人の定款変更の一部について 

認可を届出に変更

【第19次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭47. 7.1法112

.昭47. 7.1施行

身体障害者療護施設を第1種社会福祉事 

業と規定

【第20次改正】

'審議会等の整理等に関する法律

昭53. 5. 23 法55

・昭53. 5.23施行 

社会福祉審議会に関する規定の整備

【第21次改正】

・母子福祉法の一部を改正する法律

昭 56. 6.1!法 79

・昭57. 4.1施行

条文整備

【第22次改正】

'社会福祉事業法の一部を改正する 

法律

昭58. 5.18 法42

,昭58・10.1施行 

市町村(特別区を含む)の区域を単位と 

する社会福祉協議会に関する規定の新設

【第23次改正】

'国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

.昭59. 7.1施行 

条文整備

【第24次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭59. 8. 7 法63

・昭59.10.1施行

第1種社会福祉事業関係の条文整備

【第25次改正】

・地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90

.昭60. 7.12,昭 61.1.12 施行

(1) 民生委員審査会を地方社会福祉審議 

会に統合するとともに,児童福祉審議 

会についても,条例により統合するこ 

とができることにした。

(2) 都道府県本庁に置く社会福祉主事の 

必置規制の廃止

【第26次改正】

・老人保健法等の一部を改正する法 

律

昭 61.12. 22 法106

・昭63.1.20施行 

無料又は低額な費用で老人保健施設を利 

用させる事業を第2種社会福祉事業に追 

加

【第27次改正】

'地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭 61.12. 26 法109

,昭62. 4.1施行

社会福祉法人(2以上の都道府県の区域 

にわたるものを除く)の設立認可等の権 

限を厚生大臣から都道府県知事に委譲す 

ることとしたこと
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【第28次改正】

・精神衛生法等の一部を改正する法 

律

昭62. 9. 26 法98

昭63. 7.1施行

精神障害者社会復帰施設経営を第2種社 

会福祉事業に追加

翩公営住宅法

昭26. 6. 4 法193
昭26. 7.1施行

【制定時】

(1) 地方公共団体は,低額所得者の住宅 

不足を緩和するため,公営住宅を供給

⑵ 国は地方公共団体に対して,都道府 

県は市町村に対して,公営住宅の供給 

に関し必要に応じて援助

(3)公営住宅の建設基準,公営住宅建設 

3か年計画等公営住宅の建設について 

規定

⑷公営住宅の家賃の決定方法,入居者 

の募集方法等公営住宅の管理について 

規定

【第1次改正】

・公営住宅法の一部を改正する法律 

昭27. 8. 5 法297

・昭27. 9.1施行

⑴家賃を法律で定める限度を超えて定 

めようとするときは,公聴会を開催

(2) 家賃の徴収猶予について規定

⑶ 事業主体は公営住宅を建設大臣の承 

認を得て他の地方公共団体に譲渡する 

ことができることとしたこと

【第2次改正】

'公営住宅法の一部を改正する法律 

昭34. 5.1法159

・昭34. 6.1施行

(1)敷金について規定

⑵政令で定める基準を超える収入のあ 

る入居者は,公営住宅を明け渡すよう 

努めなければならないものとし,引き 

続き入居している場合は割増賃料を徴 

収

【第3次改正】

~公営住宅法の一部を改正する法律 

昭35. 4. 27 法60

・昭35. 4.27施行

災害被災者を対象とする第2種公営住宅 

の建設について国がその費用の2/3を補 

助する場合として1市町村の区域内で

200戸以上の住宅が災害により滅失した 

場合を追加

【第4次改正】

・住宅建設計画法

昭 41.6. 30 法100

・昭41.6.30施行

公営住宅の建設は,同法による都道府県 

住宅建設五か年計画に基づいて実施

【第5次改正】

・行政機構の簡素化等のための総理 

府設置法等の一部を改正する法律 

昭43. 6.15 法99

.昭43. 6.15施行

条文整理

【第6次改正】

'公営住宅法の一部を改正する法律 

昭44. 6.10 法41

・昭44. 6.10施行

(1)5年以上入居している者の最近2年 

間の収入が政令で定める基準を超える 

ときは,公営住宅の明渡しを請求

⑵ 公営住宅建替事業について規定

【第7次改正】

•公営住宅法の一部を改正する法律 

昭55. 4.15 法27

.昭55. 4.15,昭55.10.1 施行

(1)老人身体障害者等の政令で定める 

者については,同居親族がいない場合 

であっても公営住宅に入居できること 

としたこと

⑵公営住宅建替事業の施行の要件のう 

ち,戸数についての要件を緩和

【第8次改正】

・国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

・昭59. 7.1施行

住宅宅地審議会へ諮問することとされて 

いた事項を政令で定める審議会に諮問す 

ることとしたこと

【第9次改正】

•国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭 60. 5.18 法37

・昭6〇. 5.18施行

条文整理

【第10次改正】

「日本電信電話株式会社の株式の売 

払収入の活用による社会資本の整 

備の促進に関する特別措置法の実 

施のための関係法律の整備に関す 

る法律

昭62. 9. 4 法87 

-昭62. 9. 4 施行

日本電信電話株式会社の株式の売払収入 

の活用による社会資本の整備の促進に関 

する特別措置法の制定により,社会資本 

の整備を促進するため,国が地方公共団 

体等に対し無利子貸付けを行う制度が創 

設されたことに伴い,公営住宅の建設に 

対し,無利子貸付けが行えるように所要 

の改正を行ったもの

題日本赤十字社法

昭27. 8.14 法305
昭27. 8.14,昭28. 2.13 施行

【制定時】

日本赤十字社の行う事業の公共性と国際 

性にかんがみ,従来の社団法人から特殊 

法人に改組

【第1次改正】

•社会福祉事業振興会法 

昭28. 8.19 法240

・昭29. 4.1施行

条文整備

【第2次改正】

~社会福祉・医療事業団法 

昭59. 8.14 法75

、昭6〇.1.1施行

条文整備

【第3次改正】

~日本電信電話株式会社法及び電気 

通信事業法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭59.12. 25 法87

.昭6〇. 4.1施行

条文整備

【第4次改正】

•日本国有鉄道改革法等施行法 

昭61.12. 4 法93

.昭62. 4.1施行

条文整理

【第5次改正】

.地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律
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| 昭 61.12. 26 法109
［昭61.12. 26 施行

日本赤十字社が臨時の寄附金募集を行う 

場合の都道府県知事又は厚生大臣の許可 

を厚生大臣への事前の届出とすることと 

したこと〇

够消費生活協同組合資金の貸付 
に関する法律

昭28. 3.16 法］3
昭2& 4.1施行

【制定時】

消費生活協同組合の協同施設等の設備に 

必要な資金の貸付を行う都道府県に対し 

て,政府が当該貸付額の1/2に相当する 

貸付資金を貸し付けることができること 

とし その利率等の条件等を定めること

够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

昭28. & 12 法200
昭28. 8.12施行

【制定時】

財団法人日本遺族会が遺族の福祉を目的 

とする事業の用に供するために,国有財 

産たる不動産を財団法人日本遺族会に対 

して無償で貸し付けることとした。

巒国の援助等を必要とする帰国 
者に関する領事官の職務等に 
関する法律

昭 28. &18 法236
昭28. &18施行

【制定時】

目的(生活の困窮のため帰国を希望する 

日本国民又は在留する官憲から退去強制 

等の処分を受けて帰国しなければならな 

い日本国民で,自己の負担において帰国 

できない者の帰国を援助)

このうち,厚生大臣は,本邦における上 

陸地から帰郷先までの行旅費の貸付け事 

務を実施

【第1次改止】

'国の援助等を必要とする帰国者に 

関する領事官の職務等に関する法 

律の一部を改正する法律 

昭3〇. 7.1法43

・昭3〇. 7.1施行

(1)帰国者の在留地又は,外務大臣が指 

定する地から乗船地までの行旅費の貸

付開始(外務省所管事務)

(2)帰国者が行旅費を償還することがで 

きない場合の償還義務者に,酉己偶者を 

追加

【第2次改正】

'国の債権の管理等に関する法律 

昭 31.5. 22 法114

・昭32.1.10施行 

外務大臣又は厚生大臣が,帰国者等に対 

して有する償還請求権の管理に関する規 

定を削除し,「国の債権の管理等に関す 

る法律」によって管理

鬱社会福祉事業振興会法

昭 28. 8.19 法240
昭 29. 4.1,昭 28. & 19 施行

【制定時】

(1) 社会福祉事業振興会の業務内容

① 社会福祉法人に対する社会福祉事 

業施設の経営に必要な資金の融通

② その他社会福祉事業に関し必要な 

助成

(2) その他社会福祉事業振興会の設立運

営に関し必要な事項

【第1次改正】

~社会福祉施設職員手当共済法

昭36. 6.19 法155

・昭36.10.1施行

(1)業務内容に社会福祉施設職員退職手 

当共済事業の運営を追加

⑵ 他の法人に対する業務委託制度を導 

入

【第2次改正】

・社会福祉事業振興会法の一部を改

正する法律

昭 39. 3. 3!法38

.昭39. 4.1施行

資金調達の手法として,

(1)資金運用部資金の借入れ

⑵社会福祉事業振興債券の発行

を追加

【第3次改正】

,社会福祉事業振興会法の一部を改

正する法律

昭 42. & 1法112

・昭42. &1施行

(1)貸付の対象として施設の新設を加え

る〇

⑵監査監督の強化

(3) 貸付先として老人福祉施設,母子福 

祉施設を設置する公益法人,児童福祉 

施設を設置する宗教法人を追加

(4) 老朽民間施設改築のための無利子貸 

付制度の設定(昭和42年度まで)

【第4次改正】

~社会福祉事業振興会法の一部を改 

正する法律

昭43. 5. 2!法59

.昭43. 5. 2!施行

無利子貸付制度の期間を昭和45年度まで 

延長

【第5次改正】

-社会福祉事業振興会法の一部を改 

正する法律

昭 44.12.10 法 89

-昭44.12.10 施行

業務内容として心身障害者扶養保険事業 

を追加

【第6次改正】

•母子福祉法の一部を改正する法律 

昭56. 6.1!法79

・昭57. 4.1施行

母子福祉法の法律名変更に伴う引用法律 

名の変更

【第7次改正】

.社会福祉•医療事業団法

昭59. 8.14 法75 

・昭6〇.1.1施行

社会福祉事業振興会と医療金融公庫との 

統合に伴う本法の全部改正

霸売春防止法

昭 31.5. 24 法118
昭32. 4.1,昭33. 4.1施行

【制定時】

(1)売春の反社会性の明確化

⑵ 売春を行うおそれのある女子に対し 

婦人相談所婦人保護施設等を設け,保 

護更生の措置を講ずること

⑶ 売春を助長する行為等を処罰

【第1次改正】

"売春防止法の一部を改正する法律 

昭33. 3. 25 法16

.昭33. 4.1施行

婦人の更生と売春の防止に資するため, 

裁判所が6か月間の補導処分の言い渡し 

ができるようにすること
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【第2次改正】

•行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 5.16 法140

・昭37.10.1施行

条文整理

! 昭48. 7. 2? 法67
〔昭48. 7. 27施行 

廃止(国有財産特別措置法に同趣旨の規 

定を入れる。老人福祉施設等に拡大)

【第5次改正】

(1)询

•身体障害者雇用促進法の一部を改 

正する法律

昭59. 6. 26 法50

・昭6〇. 4.1,昭59.10.1施行 

内付金関係業務を身体障害者雇用促

【第3次改正】
範身体障害者雇用促進法

進協会へ移管

(2)法の対象となる身体障害者の範囲の

行政不服審査法の施行に伴う関係 拡大

法律の整理等に関する法律 昭35. 7. 25 法123
昭37. 9.15 法161 昭35. 7.25施行 【第6次改正】

・昭37.10.1施行 【改題】 たばこ事業法等の施行に伴う関係

条文整理 「障害者の雇用の促進等に関する法律」 法律の整備等に関する法律

に改題〔第9次改正〕 昭59. 8.10 法71

【第4次改正】 ,昭6〇. 4.1施行

行政事務の簡素合理化及び整理に 【制定時】 電電公社総裁の身体障害者雇用義務の削

関する法律 (1)公共職業安定所による身体障害者の 除

昭 58.12.10 法 83 職業指導等

・昭58.12.10施行 (2)身体障害者の適応訓練 【第7次改正】

婦人補導院を仮退院し,保護観察に付さ ⑶国等の身体障害者雇用義務 身体障害者雇用促進法の一部を改

れた者に対する応急の救護に要した費用 ⑷一般事業者の身体障害者雇用努力義 正する法律

の徴収事務を市町村長に嘱託することが 務 昭59.12. 25 法87

できる旨の規定を廃止 (5)身体障害者雇用審議会の設置
［昭6〇. 4.1施行

(1)身体障害者雇用納付金制度にかかる

【第5次改正】 【第1次改正】 業務を身体障害者雇用促進協会に行わ

r国の補助金等の整理及び合理化並 F雇用対策法 せることとする。

びに臨時特例等に関する法律 昭41.7. 2!法132 (2)身体障害の範囲を政令で規定

昭6〇. 5.18 法37 〔昭41.7. 2!施行

・昭6〇. 5.18施行 条文整理 【第8次改正】

昭和60年度における国庫補助率の特例 日本国有鉄道改革法等施行法

(8/10—7/10) 【第2次改正】 昭 61.12. 4 法93

身体障害者雇用促進法及び中高年 一昭62. 4.1施行

【第6次改正】 齢者等の雇用の促進に関する特別 条文整理

r国の補助金等の臨時特例等に関す 措置法の一部を改正する法律

る法律 昭51.5. 28 法36 【第9次改正】

昭61.5. 8 法46 .・昭51.10.1施行 身体障害者雇用促進法の一部を改

・昭61.5. 8施行 (1)事業主に対する身体障害者の雇用義 正する法律

昭和61年度から昭和63年度までの各年度 務の強化 昭62. 6.1法41

における国庫補助率の特例(8/1〇-* (2)身体障害者雇用納付金制度の創設 -昭63. 4.1,昭62. 7.1施行

5/10) (1)法律の題名を「障害者の雇用の促進

【第3次改正】 等に関する法律」に改題

・身体障害者雇用促進法の一部を改 (2)法律の対象となる者の範囲を身体障

正する法律 害者から精神薄弱者,精神障害者を含
働社会福祉事業等の施設に関す 

ろ惜晉泮
昭55.12. 25 法110 む障害者一般に拡大

cJ J日ム
・昭55.12. 25 施行 (3)障害者職業センターを設置し,運営

昭 33. 5. 7 法142 助成金制度の拡充 業務を日本障害者雇用促進協会に行わ
昭33. 5. ?施行

せる。

【制定時】 【第4次改正】 (4)精神薄弱者についても,雇用率制度

国は地方公共団体,社会福祉法人等が保 国家行政組織法の一部を改正する 上実雇用率の算定に当たり身体障害者

護施設,児童福祉施設等の用の供すると 法律の施行に伴う関係法律の整理 としてカウントし,身体障害者雇用調

きには普通財産を無償で貸与することが 等に関する法律 整金及び報奨金の支給の対象とした。

できることとすること 昭 58.12. 2 法78
〔昭59. 7.1施行

【廃止】 身体障害者雇用審議会を労働省の附属機

r国有財産法及び国有財産特別措置 関から除外

法の一部を改正する法律
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❽社会ネ畐祉施設職員退職手当共 
済法

昭36. 6.19 法155
昭36.10.1,昭37. 4.1施行

【制定時】

民間社会福祉施設職員についての退職手 

当共済制度を設けること

【第1次改正】

老人福祉法

昭 38. 7.1!法133

.昭38. &1施行

同法の制定に伴い対象社会福祉施設とし 

て養老施設を削り養護老人ホーム及び特 

別養護老人ホームを追加

【第2次改正】

•児童福祉法の一部を改正する法律 

昭42. 8.1法111

.昭42. 8.1施行

対象社会福祉施設として重症心身障害児 

施設を追加

【第3次改正】

身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭42. & 1法113

.昭42. &1施行

対象社会福祉施設として内部障害者更生 

施設を追加

【第4次改正】

•利率等の表示の年利建て移行に関 

する法律

昭45. 4.1法13

・昭45. 4.1施行

延滞利息の計算方法を日歩方式(100円 

につき1日6銭)カゝら年利方式(年14.6 

%)に変更

【第5次改正】

'身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭47. 7.1法112

・昭47. 7.1施行

対象社会ネ畐祉施設として身体障害者療護 

施設を追加

【第6次改正】

義務教育諸学校等の女子教育職員 

及び医療施設,社会福祉施設等の 

看護婦,保母等の育児休業に関す 

る法律

昭5〇. 7.1!法62

.昭51.4.1施行

育児休業に相当する休業により業務に従 

事しなかった期間の1/2を在職期間に算 

入

【第7次改正】

・障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66

・昭57.10.1施行

「廃疾」という用語を「障害」に改正

【第8次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭59. 8. 7 法63

・昭59.10.1施行

肢体不自由者更生施設,失明者更生施 

設,ろうあ者更生施設,内部障害者更生 

施設を「身体障害者更生施設」としたこ 

とに伴う用語の整理

【第9次改正】

・社会福祉・医療事業団法

昭59. & 14 法75

・昭6〇.1.1施行

共済制度の運営主体である社会福祉事業 

振興会が社会福祉・医療事業団となった 

ことに伴う用語の整理

【第10次改正】

'雇用の分野における男女の均等な 

機会及び待遇の確保を促進するた 

めの労働省関係法律の整備等に関 

する法律

昭 6〇. 6.1法45

・昭61.4.1施行

出産のために業務に従事しなかった期間 

のうち在職期間とみなす期間を延長

【第11次改正】

•地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭 6〇. 7.12 法90

.昭6〇. 7.12施行

条文整理

【第12次改正】

•地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭 61.12. 26 法109

・昭62. 4.1施行

条文整理

够老人福祉法

昭 38. 7.1! 法133
昭38. 8.1施行

【制定時】

(1) 老人福祉の理念の明示

(2) 老人への健康診査の実施

(3) 老人ホームへの収容等の措置

(4) 老人福祉施設

(5) 老人福祉増進事業への援助

(6) 国の費用負担

等の規定

【第1次改正】

,国民の祝日に関する法律の一部を 

改正する法律

昭 41.6. 25 法86

・昭41.6.25施行

敬老の日を国民の祝日として規定したこ 

とに伴う,敬老の日の行事の規定

【第2次改正】

,老人福祉法の一部を改正する法律 

昭47. 6. 23 法96

・昭48.1.1施行

老人医療費支給制度の規定

【第3次改正】

・国有財産法及び国有財産特別措置 

法の一部を改正する法律

昭48. 7. 2? 法67

・昭48. 7.2?施行

普通財産を無償で貸し付けることのでき 

る場合として老人福祉施設が規定される 

ことに伴う整備の規定

【第4次改正】

・老人保健法

昭57. 8.1? 法80

・昭58. 2.1施行

(1)同法制定に伴う整備

⑵保健所の協力

等の規定

【第5次改正】

・国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭6〇. 5.18 法37

.昭6〇. 5.18施行

昭和60年度の特例措置として国犀負担を 

1/2とする。

【第6次改正】

C地方公共団体の事務に係る国の関 
|与等の整理,合理化等に関する法

333



律

昭6〇. 7.12 法90

・昭6〇. 7.12施行

市町村の老人福祉施設の設置を都道府県 

知事の認可から届出に改正

【第7次改正】

'国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭 61.5. 8 法46

・昭61.5. 8施行 

昭和61〜63年度の間,国庫負担を1/2と 

する。

【第8次改正】

・老人保健法等の一部を改正する法 

律

昭61.12. 22 法106

・昭62.1.1施行

保健と福祉の連携及び調整の規定

【第9次改正】

・地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109

.昭62. 4.1施行

(1)老人ホームへの入所等の事務の団体

委任事務化

(2)ショートスティ,ディ•サービスの 

法定化

參社会福祉・医療事業団法

昭 59. 8.14 法75
昭60.1.1施行

【制定時】

社会福祉•医療事業団の業務内容

(1) 社会福祉法人に対する社会福祉事業 

施設の設置又は経営に必要な資金の融 

通

(2) 社会福祉施設職員退職手当共済制度 

の運営

⑶心身障害者扶養保険事業の実施

⑷ 病院•診療所等の設置又は経営に必 

要な資金の融通

等

【第1次改正】

・日本国有鉄道改革法等施行法

昭61.12. 4 法93

-昭62. 4.1施行

条文整理

越社会福祉士及び介護福祉士法

昭62. 5. 26 法30
昭63. 4.1,昭62.12. 20 施行

【制定時】

⑴社会福祉士

① 業務(社会福祉士は,福祉に関す 

る相談指導の業務を行う者とするこ 

と)

② 資格要件(大学において厚生大臣 

の指定する社会福祉に関する科目を 

修めて卒業した者等で,社会福祉士 

試験に合格したものは,登録を受け 

て社会福祉士になることができるこ 

と)

⑵介護福祉士

① 業務(介護福祉士は,寝たきり老 

人等の介護を行う者とすること)

② 資格要件(次のいずれかの者は登 

録を受けて介護福祉士になることが 

できること,(ア)高校卒業以上の者 

で,厚生大臣の指定する養成施設

(2年)を卒業したもの等,(イ)介護 

業務に3年以上従事した者等で介護 

福祉士試験に合格したもの,(ウ)介護 

にかかる技能検定の合格者)

画児童

般救育所ニ在ル孤児ノ後見職務 
ニ関スル法律

明33. 3.13 法51
明34. 4.1施行

【制定時】

(1) 公設の救育所に入所している孤児に 

ついて,救育所の所長が後見人の職務 

を実施

(2) 私設の救育所に入所している孤児に 

ついては,地方長官が後見人の職務を 

行う者を指定

【廃止】

•児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 26. 6. 6 法202

・昭26.10.1施行

廃止

曾児童虐待防止法

昭 8. 4.1法40
昭8.10.1施行

【制定時】

(1) 14歳未満の児童及び14歳未満の児童 

を保護する責任ある者に適用

(2) 児童を保護する責任ある者に条件を 

付して児童の監護をさせる。

(3) 児童を保護する責任ある者より児童 

を引き取り親族その他の家庭又は適当 

な施設に委託

【廃止】

•児童福祉法

昭22.12.12 法164

・昭23.1.1施行

廃止

觀少年教護法

昭& 5. 5法55
昭9.10.10施行

【制定時】

(1) 14歳未満の少年で親権又は後見者の 

ない者又は親権者後見人より教護院に 

入院の出願があった者,少年審判所よ 

り送致された者を入院させる。

(2) 北海道及び府県は,少年教護院の設 

置についての義務を負う。

(3) 国は,国立少年教護院設置の義務を 

負う。

(4) 国立少年教護院に職員の養成所を附 

設

⑸感化法を廃止

【第1次改正】

•小学校令ノ改正二伴フ恩給法等ノ 

規定ノ整理ニ関スル件

昭16. 3.1法12

.昭16. 4.1施行
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条文整備

【廃止】

•児童福祉法

昭22.12.12 法164

・昭23.1.1施行 

廃止

〇児童福祉法

昭 22.12.12 法164
昭 23.1.1,昭23. 4.1施行

【制定時】

(1) 児童を心身ともに健やかに育成する 

ための道義的な規定,国及び地方公共 

団体は児童育成の責任を負うという児 

童福祉の原理を宣明

(2) 児童福祉委員を設けて児童問題全般 

を推進し,児童相談所を設けて科学的 

な措置や相談指導を行う。

(3) 妊産婦及び乳幼児に関し保健指導, 

妊娠の届出,母子手帳の制度の整備強 

ィ匕

(4) 児童福祉施設に関する最低基準を規 

定

【第1次改正】

'民生委員法

昭23. 7. 29 法198

・昭23. 7.29施行

「民生委員令」を「民生委員法」に改正

【第2次改正】

・裁判所法の一部を改正する等の法 

律

昭23.12. 2!法260

-昭24.1.1.施行

「家事審判所」を「家庭裁判所」に改正

【第3次改正】

•児童福祉法の一部を改正する法律 

昭24. 6.15 法211

朋24. 6.15,昭24. 7.15 施行

(1) 児童に対し,強制的措置を必要とす 

る場合には,都道府県知事は事件を家 

庭裁判所に送致

(2) 営利を目的として児童の養育を斡旋 

する行為を禁止

(3) 市町村長,児童相談所長及び児童福 

祉司 児童委員との関係を明確化

(4) 児童福祉委員会を児童福祉審議会に 

改め,市町村に児童福祉審議会を設置

⑸ 療育施設の中から,盲ろうあ児施設 

を分離

⑹乳幼児以外の児童についても保育所 

に入所措置

【第4次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭25. 5. 30 法213

・昭25. 5.30施行

(1) 虚弱児施設及び肢体不自由児施設を 

療育施設から分離独立

(2) 里親についても最低基準を設定

(3) 一時保護にかかる費用を徴収しない 

こととしたこと

【第5次改正】

~児童福祉法の一部を改正する法律 

昭26. 6. 6 法202

.昭26.10.1,昭26. 6. 6 施行

(1)福祉事務所及び児童相談所の行う業 

務を明確化

⑵ 身体障害児に対し,療育指導を実施

(3) 身体障害児に対し,補装具の交付

(4) 私立児童福祉施設に対する設備費補 

助を規定

(5) 児童福祉施設の長の親権を行う場合 

を明確化

(6) 児童福祉施設の長の措置児童の受入 

義務

(7) 保育所は,保育に欠ける児童を入所 

させるものであることを明確化

【第6次改正】

・国有財産特別措置法

昭27. 6. 30 法219

-昭27. 6.30施行

普通財産の譲渡又は貸付けを受けた児童 

福祉施設について,社会福祉事業法に定 

める監督が行われる旨規定

【第7次改正】

'児童福祉法の一部を改正する法律 

昭27. 7.1法222

昭 27. 7.1,昭 27. 9.1,昭28.

.4.1施行

(1) 都道府県に置くこととしていた児童 

福祉司を児童相談所に設置

(2) 児童福祉司の職務から妊産婦にかか 

る事項を除き,児童相談所長がその担 

当区域を定めることとしたこと

(3) 児童を深夜街頭で物品販売させるこ 

と等を禁止

【第8次改正】

•日本赤十字社法

昭27. 8.14 法305

.昭28. 2.13施行

日本赤十字社の設置する児童福祉施設の

改修等について都道府県が補助

【第9次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 28. 3.16 法10

・昭2& 4.1施行

(1) 費用の負担能力の認定を市町村長に 

替えて都道府県知事としたこと

(2) 児童委員に要する費用の一部につい 

て国庫補助

【第10次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. & 15 法213

・昭28. 9.1施行

行政庁は,児童福祉施設の設備又は運営 

について,改善勧告,改善命令及び事業 

停止命令を行うことができることとした 

こと

【第11次改正】

'児童福祉法の一部を改正する法律 

昭29. 3. 3!法26

・昭29. 4.1施行

身体障害児に対する育成医療の給付及び 

その実施について必要な診療報酬,指定 

医療機関等について規定

【第12次改正】

•地方税法の一部を改正する法律 

昭29. 5.13 法95

・昭29. 5.13施行

育成医療にかかる診療報酬非課税措置に 

関する条文整理

【第13次改正】

•厚生省関係法令の整理に関する法 

律

昭29. 6.1法136 

・昭29. 6.1施行

国及び都道府県以外の者であって,児童 

福祉事業を行う施設を設置するものにか 

かる都道府県知事への届出義務を廃止

【第14次改正】

・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148

・昭31.9.1施行

都道府県が処理することとされている事 

務等で政令で定めるものについては,指 

定都市が処理
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【第15次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭32. 4. 25 法78

・昭32. 4.25施行

(1)児童福祉施設として精神薄弱児通園 

施設を追加

⑵ 国の設置する精神薄弱児施設に入所 

した児童について,都道府県知事は, 

その者が社会生活に順応することがで 

きるようになるまで,引き続き在所さ 

せることができることとしたこと

【第16次改正】

•児童福祉法の一部を改正する法律 

昭33. 5.1法120

-昭33. 5.1施行

(1) 低体重児出生にかかる保健所長への 

届出を義務づけ

(2) 保健所長は,未熟児の保護者に必要 

に応じ医師等の職員を訪問指導させる 

こととしたこと

(3) 未熟児に対する養育医療の給付

(4) 妊産婦等に対する保健指導に関する 

都道府県知事の権限を保健所を設置す 

る市について市長に委譲

【第17次改正】

•風俗営業取締法の一部を改正する 

法律

昭34. 2.10 法2

-昭34. 4.1施行

満15歳未満の児童を一定照度以下又はー 

定面積以下の喫茶店等に立ち入らせる行 

為を禁止

【第18次改正】

~児童福祉法の一部を改正する法律 

昭34. 3. 28 法53

・昭34. 4.1施行

骨関節結核にかかっている児童に対し, 

療養に合わせて学習の援助を行うため, 

病院に入院させて療育の給付

【第19次改正】

'国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148

.昭35.1.1施行

徴収金にかかる先取特権の順位を,国税 

及び地方税に次ぐものとしたこと

【第20次改正】

•精神薄弱者福祉法

昭35. 3. 3!法37

・昭35. 4.1施行

都道府県知事及び福祉事務所長の採るべ 

き措置として,児童又はその保護者を精 

神薄弱者福祉司に指導させることとした 

こと

【第21次改正】

•児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 36. 6.19 法154

・昭36. 6.19施行

(1) 児童福祉施設として,情緒障害児短 

期治療施設を追加

(2) 都道府県知事(保健所設置市にあっ 

ては市長)は,満3歳を超え満4歳に 

達しない児童に対して健康診査を実施

(3) 保健所長は,新生児の保護者につい 

て,必要に応じ,医師等の職員を訪問 

指導

【第22次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161 

.昭37.10.1施行

⑴ 養育医療にかかる都道府県知事の診 

療報酬の額の決:定については不服申立 

てをすることができないこととしたこ 

と

(2)市町村長の措置権を福祉事務所長に 

委任した場合,当該権限に基づく処分 

についての審査請求は都道府県知事に 

対して行い,市町村長の措置権にかか 

る処分又は市町村長から権限を委任さ 

れた福祉事務所長の処分にかかる審査 

請求についての都道府県知事の裁決に 

ついては,厚生大臣に対して再審査請 

求ができることとしたこと

【第23次改正】

•地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭39. 7.1! 法169

・昭4〇. 4.1施行

(1) 従来都知事が受理することとしてい 

た妊娠の届出を特別区の区長が受理

(2) 従来都知事又は都が行うこととして 

いた保育所の入所措置及びこれに伴う 

費用負担等を特別区の区長又は特別区 

が行うこととしたこと

【第24次改正】

~母子保健法

昭 4〇. 8.18 法141 

・昭41.1.1施行

次の規定を削除

(1) 妊産婦又は乳幼児の保護者に対する 

保健指導に関する規定

(2) 3歳児健康診査に関する規定

⑶ 妊娠の届出及び母子手帳に関する規 

定

(4) 新生児訪問指導に関する規定

(5) 低体重児届出に関する規定

(6) 未熟児訪問指導,未熟児養育医療に 

関する規定

【第25次改正】

児童福祉法の一部を改正する法律 

昭42. 8.1法111

・昭42. 8.1施行

(1)児童福祉施設として,重症心身障害 

児施設を追加

⑵都道府県知事は,厚生大臣の指定す 

る国立療養所に対して肢体不自由児及 

び重症心身障害児の入所,治療等を委 

託

⑶ 肢体不自由児施設に入所した児童に 

ついては満20歳に達するまで,重症,む 

身障害児施設に入所した児童について 

は社会生活に順応することができるよ 

うになるまで児童の入所期間を延長

(4)社会福祉法人が児童福祉施設を新設 

する場合についても都道府県が補助

【第26次改正】

•身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 42. & 1法113

・昭42. 8.1施行

15歳以上の身体障害者手帳の交付を受け 

た者について身体障害者更生援護施設へ 

の収容又は通所が適当と認めるときは, 

児童相談所長は身体障害者福祉法の援護 

の実施機関に対してその旨を通知

【第27次改正】

•精神薄弱者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭42. 8.19 法139

・昭42.10.1施行

15歳以上の者について,精神薄弱者援護 

施設に入所させることが適当であると認 

めるときは,児童相談所長は精神薄弱者 

福祉法の援護の実施機関に対してその旨 

を通知

【第28次改正】

'厚生省設置法等の一部を改正する 

法律

昭44. 6. 25 法51

、昭44. 6. 25施行

(1)児童福祉審議会において,新たに精 

神薄弱者の福祉に関する事項について 

も調査審議

⑵中央児童福祉審議会の委員の数を45
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人以内から55人以内に引上げ

【第29次改正】

・国有財産法及び国有財産特別措置 

法の一部を改正する法律

昭48. 7. 2? 法67

・昭48. 7.27施行

国有財産特別措置法により,普通財産を 

無償で貸付けを受けた児童福祉施設につ 

いて,社会福祉事業法における監督が行 

われることとしたこと

【第30次改正】

・結核予防法等の一部を改正する法 

律

昭49. 6. 20 法88

・昭49. 6.20施行

(1) 指定育成医療機関の診療報酬の審査 

機関として国民健康保険診療報酬審査 

委員会等を追加

(2) 都道府県の行う指定育成医療機関に 

対する診療報酬の支払事務を国民健康 

保険団体連合会に対して委託

【第31次改正】

・許可,認可等の整理に関する法律 

昭53. 5. 23 法54

・昭53. 5.23施行

国が開設した病院以外の病院についての 

指定療育機関の指定は,都道府県知事が 

実施

【第32次改正】

~審議会等の整理等に関する法律 

昭53. 5. 23 法55

.昭53. 5.23施行

児童福祉審議会の委員及び臨時委員か 

ら,関係行政機関職員を除外

【第33次改正】

•児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 56. 6.15 法87

・昭56. 6.25施行

ベビーホテル等の無認可児童福祉施設に 

対する規制を強化

【第34次改正】

'障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66

・昭57.10.1 施行

障害に関する法令上の不適当用語を改正 

(「不具奇形」-「身体に障害又は形態 

上の異常がある」)

【第35次改正】

'国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78 

・昭59. 7.1施行 

国立児童福祉施設にかかる規定を整理

【第36次改正】

'身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭59. 8. 7 法63 

・昭59.10.1施行 

児童相談所長の採るべき措置の特例にか 

かる規定の整理

【第37次改正】

・風俗営業等取締法の一部を改正す 

る法律

昭 59. 8.14 法76 

・昭6〇. 2.13 施行

満15歳未満の児童を個室浴場等の風俗関 

連営業に該当する営業を営む場所に立ち 

入らせる行為を禁止

【第38次改正】

'国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭6〇. 5.18 法37 

.昭6〇. 5.18 施行

(1) 児童相談所で行う相談,判定等に要 

する費用を一般財源化

(2) 昭和60年度における運営費の国庫負 

担率の特例(8/1〇ー》7/10)

【第39次改正】

・地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭6〇. 7.12 法90 

昭6〇. 7.12,昭61.1.12 施行

(1) 社会福祉事業法の一部改正におい 

て,都道府県等は,条例で定めるとこ 

ろにより,地方社会福祉審議会に児童 

福祉に関する事項を調査審議させるこ 

とができるものとし,この場合におい 

ては,本法において,都道府県等は, 

児童福祉審議会を置かないこととした 

こと

(2) 市町村立児童福祉施設に対する都道 

府県知事の設置認可又は休廃止の承認 

を事前届出に改正

(3) 都道府県知事の市町村に対する児童 

福祉施設の設置命令を廃止

【第40次改正】

「国の補助金等の臨時特例等に関す

る法律

昭 61.5. 8 法46

-昭61.5. 8施行

昭和61年度から63年度までの各年度にお 

ける地方公共団体に対する国の負担の割 

合の特例(8/10—5/10)

【第41次改正】

,厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭61.5. 20 法52

・昭61.10.1施行 

肢体不自由児等の治療を委託する医療機 

関として,政令で定める医療機関を追加

【第42次改正】

■・地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭61.12. 26 法109

、昭62. 4.1施行

(1) 育成医療の給付,補装具の交付,療 

育の給付,児童福祉施設への入所措置 

等に関する事務は,都道府県又は指定 

都市が行うものとすること

(2) 助産施設及び母子寮への入所措置に 

関する事務は,都道府県,市又は福祉 

事務所を設置する町村が行うものとす 

ること

⑶ 保育所への入所措置に関する事務 

は,市町村が行うものとすること

(4) 児童福祉施設への入所措置等にかか 

る費用徴収等に関する事務は,都道府 

県又は市町村が行うものとすること

(5) 指定育成医療機関の指定の権限を都 

道府県知事に委譲

【第43次改正】

•精神衛生法等の一部を改正する法 

律

昭62. 9. 26 法98

・昭63. 7.1施行

「精神衛生」という用語を「精神保健」 

に改正

©母子福祉資金の貸付等に関す 
る法律

昭27.12. 29 法350
昭28. 4.1施行

【制定時】

(1) 母子家庭の母に対する母子福祉資金 

の貸付け

(2) 母子相談員の設置

⑶ 売店等の設置許可についての配慮

337



等

【第1次改正】

~児童福祉法の一部を改正する法律

昭28. 3.16 法10

、昭28. 4.1施行 

修学資金貸付限度額高校月額500円->700 

円

【第2次改正】

'母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭29. 3. 3!法27

、昭29. 4.1施行

(1) 孤児に対する修学資金等の貸付け

(2) 支度資金の創設

⑶ 償還金等の利子の1/3を事務費に充 

当

【第3次改正】

.母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭 3〇. 8. 5 法128

・昭3〇. 8. 5 施行

(1) 修学資金貸付限度額大学月額2,000 

R-*3, 000円

(2) 事業継続資金に6か月問据置期間新 

設

【第4次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整備に関 

する法律

昭31.6.12 法148

、昭31.9.1施行

指定都市に対する貸付事務移譲

【第5次改正】

•母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭 31.6. 20 法156

.昭31.6.20施行

(1) 住宅補修資金の創設

(2) 修学資金貸付限度額高校月額700円 

—1,000 円

【第6次改正】

・母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭 32. 4.15 法64

・昭32. 4.15施行 

国の貸付率1/2—2/3

【第7次改正】

f母子福祉資金の貸付等に関する法
I律の一部を改正する法律

! 昭33. 5.1法121
［昭33. 5.1施行

(1)生業資金貸付限度額5万n->io万円 

⑵ 修学資金一就学又は実施修練中償還 

金支払猶予

【第8次改正】

'母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭35. 7.1 法116
L昭35. 7.1施行

(1) 名称変更:生業資金・・事業開始資金

(2) 母子福祉団体貸付制度創設

⑶ 災害を受けた者に貸し付ける事業開 

始資金等の据置期間の延長

【第9次改正】

'母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭36. 6.1法104

、昭36. 6.1施行

(1)事業開始資金等の据置期間の延長

⑵貸付限度額

① 事業継続資金3万旧-5万旧

② 住宅補修資金3万円-*10万円

【第10次改正】

~学校教育法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭36. 6.1? 法145

、昭36. 6.1?施行

修学資金の貸付対象に高等専門学校を追 

加

【第11次改正】

,母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭38. 3. 25 法26

.昭38. 4.1施行

⑴貸付限度額

① 事業開始資金10万円一20万円

② 修学資金高校月額1,0001,500

⑵転宅資金の創設

⑶ 修学資金の一部を無利子化

⑷償還金等の利子の事務費充当1/3- 

1/2

【廃止】

~母子福祉法

昭39. 7.1法129

・昭39. 7.1施行

廃止

❷精神薄弱者福祉法

昭 35. 3. 3!法37
0§35. 4.1施行

【制定時】

(1) 精神薄弱者に対する援護は,福祉事 

務所を管理する都道府県知事又は市町 

村長が実施

(2) 援護の実施機関は,18歳以上の精神 

薄弱者につき,精神薄弱者援護施設に 

入所させる等の措置を採らなければな 

らないこと

(3) 都道府県は,精神薄弱者福祉司を置 

き,また,精神薄弱者更生相談所を設 

置

(4) 厚生省に精神薄弱者福祉審議会を設 

置

【第1次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭 37. 9.15 法161

-昭37.10.1施行

(1) 市町村長が福祉の措置を採る権限を 

福祉事務所長に委任した場合,処分に 

ついての審査請求は都道府県知事に対 

してするものとすること

(2) 市町村長がした処分又は市町村長の 

委任に基づいて福祉事務所長がした処 

分にかかる審査請求についての再審査 

請求は厚生大臣に対してするものとす 

ること

【第2次改正】

~地方自治法等の一部を改正する法 

律

昭39. 7.1! 法169

一昭4〇. 4.1施行

福祉事務所の設置が特別区の事務に加え 

られたことに伴い,「福祉事務所を設置 

しない町村(特別区を含む)の長」を 

「福祉事務所を設置しない町村の長」に 

改正

【第3次改正】

・精神薄弱者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭42. & 19 法139

、昭42.10.1施行

(1)援護の実施機関は,他の地方公共団 

体の設置する精神薄弱者援護施設につ 

いても援護の委託の措置を採ることが 

できることとし,施設の運営費の負担 

については,施設を設置した地方公共 

団体から,入所又は委託の措置を採っ
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法令改廃経過一覧

た地方公共団体の負担とすること 精神薄弱者授護施設への入所措置等に関 行政不服審査法の施行に伴う関係

(2)精神薄弱者援護施設の種類を更生施 する事務は,都道府県,市又は福祉事務 法律の整理等に関する法律

設と授産施設に区分 所を設置する町村が行うものとすること 昭37. 9.15 法161

(3)児童相談所長の通知があれば,援護
［昭37.10.1施行

の実施機関は,15歳以上の児童につい 不服の申立てを不服申立てに改正等

ても精神薄弱者援護施設に措置
越児童扶養手当法 【第6次改正】

【第4次改正】 国民年金法及び児童扶養手当法の

r厚生省設置法等の一部を改正する 昭36.11.29 法 238 一部を改正する法律

法律
昭37.1.1,昭36.11.29 施行 昭38. 7.16 法150

昭44. 6. 25 法51 【制定時】 ・昭38. 7.16施行

、昭44. 6.25施行 (1)目的(離婚等により父がいない母子 (1)手当額の引上げ

精神薄弱者福祉審議会に関する規定を削 家庭の生活の安定と自立の促進に寄与 ① 児童1人の場合:1,000円

除 することにより,児童の福祉の増進を ② 児童2人の場合:1,700円

図る) (2)支給対象の拡大(法別表1〜8号に

【第5次改正】 (2)支給要件(父と生計を同じくしてい 定める程度の障害の状態にある児童等

[■心身障害者福祉協会法 ない義務教育終了前の児童を母が監護 については20歳に達するまで支給対

昭45. 5. 4 法44 (又は母以外の者が養育)しているこ 象)
L昭45. 5. 4施行 と)

援護の実施機関が援護を委託できる施設 ⑶手当額 【第7次改正】

の一つに心身障害者福祉協会の設置する ①児童1人の場合:800円 r国民年金法及び児童扶養手当法の

福祉施設を追加 ② 児童2人の場合:1,200円 一部を改正する法律

③ 児童3人以上の場合の加算額: 昭39. 5. 30 法87

【第6次改正】 200円 ・昭39. 5.30,昭39. 8.1施行

r国有財産法及び国有財産特別措置 支給対象の拡大(内部障害の状態にある

法の一部を改正する法律 【第1次改正】 児童も支給対象)

昭48. 7. 2? 法67 児童扶養手当法の一部を改正する

・昭48. 7.2?施行 法律 【第8次改正】

国有財産の譲渡又は貸付けを受けた社会 昭 37. 4.16 法78 地方公務員共済組合法等の一部を

福祉法人については,厚生大臣又は地方
L昭37. 4.16施行

改正する法律

公共団体の長は報告徴収,予算,役員に 手当額の引上げ 昭39. 7. 6 法152

関する勧告を行う権限等を有すること ① 児童2人の場合:1,400R 昭39.10.1施行

② 児童3人以上の場合の加算額:400R 条文整理

【第7次改正】

国の補助金等の整理及び合理化並 【第2次改正】 【第9次改正】

びに臨時特例等に関する法律 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の [・所得税法及び法人税法の施行に伴

昭 6〇. 5.18 法37 一部を改正する法律 う関係法令の整備等に関する法律

・昭60. 5.18施行 昭37. 5.10 法115 昭4〇. 3. 3!法36

昭和60年度における国庫負担率の特例 ・昭37. 5.10施行 ・昭4〇. 4.1,昭41.1.1施行

(8/10-*7/10) 条文整理 条文整備

【第8次改正】 【第3次改正】 【第10次改正】

国の補助金等の臨時特例等に関す 行政事件訴訟法の施行に伴う関係 国民年金法等の一部を改正する法

る法律 法律の整理等に関する法律 律

昭61.5. 8 法46 昭 37. 5.16 法140 昭 4〇. 5. 3!法93

昭61.5. 8施行 .昭37.10.1施行 ・昭40. 5.31,昭4〇. 8.1施行

昭和61年度から昭和63年度までの各年度 不服申立てに関する改正 (1)手当額の引上げ

における国庫負担率の特例(8/10-5/1 ① 児童1人の場合:1,200円

〇) 【第4次改正】 ② 児童2人の場合:1,900ロ

「地方公務員共済組合法 (2)支給対象児童の拡大(精神の障害

【第9次改正】 昭 37. 9. 8 法152 に, 精神薄弱によるものを追加)

「地方公共団体の執行機関が国の機
［昭37.12.1施行

関として行う事務の整理及び合理 市町村職員共済組合法を地方公務員共済 【第11次改正】

化に関する法律 組合法に改正 「労働者災害補償保険法の一部を改

昭 61.12. 26 法109 正する法律
L昭62. 4.1施行

【第5次改正】 昭 4〇. 6.1! 法130
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I昭41.2.1施行

条文整備

【第12次改正】

・国家公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭 41.5. 9 法67

・昭41.7.1施行

条文整備

【第13次改正】

~執行官法

昭 41.7.1法111

、昭41.12. 3!施行

条文整備

【第14次改正】

~児童扶養手当法の一部を改正する 

法律

昭41.7.15 法127

昭 41.7.15,昭41.12.1,昭 42.

J.1施行 

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:1,400円

② 児童2人の場合:2,100円

【第15次改正】

・児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当法の一部を改正する法律

昭42. 7. 29 法95

-昭42. 7.29,昭43.1.1施行 

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:1,700円

② 児童2人の場合:2,400円

【第16次改正】

~地方公務員災害補償法 

昭 42. 8.1法121

、昭42.12.1施行
条文整備

【第17次改正】

・公立学校の学校医,学校歯科医及 

び学校薬剤師の公務災害補償に関 

する法律等の一部を改正する法律 

昭 42. 8.1? 法136

、昭42. 8.1?施行

条文整備

【第18次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭43. 5. 28 法69

・昭43. 5. 2& 昭43.10.1施行 

手当額の引上げ

①児童1人の場合:1,900円

② 児童2人の場合:2, 600円

【第19次改正】

~児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当法の一部を改正する法律

昭 44.12.10 法 87

.昭44.12.10施行

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:2,100円

② 児童2人の場合:2, 800円

【第20次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭45. 6. 4 法114

・昭45. 6. 4,昭45. 9.1施行 

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:2,600円

② 児童2人以上の場合の加算額:400Fq

【第21次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭46. 3. 30 法13

・昭46.11.1 施行

手当額の引上げ

児童1人の場合:2, 900円

【第22次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭47. 6. 23 法97

・昭47.10.1,昭47・6. 26 施行 

手当額の引上げ

児童1人の場合:4, 300旧

【第23次改正】

~児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当法の一部を改正する法律

昭48. 9. 26 法93

一昭48.10.1,昭49.1.1 施行

(1) 手当額の引上げ

① 児童1人の場合:6, 500円

② 児童2人の場合:7,300旧

③ 児童3人以上の場合の加算額:400 

R

(2) 支給要件の緩和(障害福祉年金及び 

老齢福祉年金との併給)

【第24次改正】

~児童手当法等の一部を改正する法 

律

昭49. 6. 22 法89

・昭49. 9.1施行

(1)手当額の引上げ

① 児童1人の場合:9, 800円

② 児童2人の場合:10, 600円

(2)対象児童の要件の緩和(義務教育終 

了後20歳に達するまでの児童であって 

その者の障害程度が国民年金法別表2 

級に相当する程度のものを,新たに支 

給対象)

【第25次改正】

'特別児童扶養手当等の支給に関す 

る法律等の一部を改正する法律 

昭50. 6. 2? 法47

.昭5〇.10.1施行

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:15,600円

② 児童2人の場合:16, 400R

③ 支給対象児童の国籍要件の撤廃

【第26次改正】

•厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭51.6. 5 法63

・昭51.10.1,昭53. 4.1施行

(1) 手当額の引上げ

① 児童1人の場合:17, 600円

② 児童2人の場合:19, 600円

(2) 支給対象児童の拡大(支給対象児童 

の範囲を,義務教育終了前の児童から 

3年計画で段階的に18歳未満の児童に 

拡大)

【第27次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭52. 5. 2? 法48

、昭52. 8.1,昭52.10.1施行

(1)手当額の引上げ

① 児童1人の場合:19, 500円

② 児童2人の場合:21,500円

⑵支払期月の変更:1,5, 9月から4, 

8,12月に変更

【第28次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭53. 5.16 法46

■・昭53. 8.1施行

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:21,500円

② 児童2人の場合:23, 500円

【第29次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭54. 5. 29 法36

・昭54. &1施行

手当額の引上げ
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法令改廃経過一覧

① 児童1人の場合:26,000円

② 児童2人の場合:2& 000円

【第30次改正】

［厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭55.10. 31 法82
［昭55.10. 3! 施行

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:29,300pq

② 児童2人の場合:34,300円

③ 児童3人以上の場合の加算額:2, 000 

R

【第31次改正】

|■国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭56. 5. 25 法50

・昭56. 8.1施行 

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:31,200R

② 児童2人の場合:36,200円

【第32次改正】

「難民の地位に関する条約等への加 

入に伴う出入国管理令その他関係 

法律の整備に関する法律

昭 56. 6.12 法86

、昭57.1.1施行

国籍要件の撤廃

【第33次改正】

|■障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66
［昭57.10.1施行

「廃疾」の用語を「障害」に改正

【第34次改正】

|・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭57. 8.13 法79
〔昭57. 9.1施行

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:32, 700円

② 児童2人の場合:37, 700円

【第35次改正】

［・国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82

、昭59. 4.1施行

条文整備

【第36次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 6〇. 5.1法34

・昭61.4.1施行

基礎年金制度の導入に伴う併給の調整

【第37次改正】

~児童扶養手当法の一部を改正する 

法律

昭 6〇. 6. 7 法48

昭6〇. 8.1,政令で定める日施 

、行

(1) 所得制限及び手当額の2段階制の導 

入

① 児童1人の場合:33, 000円

② 児童2人の場合:38,000円(年収1 

71万円以上300万円未満の場合11,00 

0円につき支給停止)

(2) 離婚時の父の所得が一定額以上のと 

きに手当を支給しないこととすること

(3) 新規認定分につき,都道府県の2割 

負担の導入

【第38次改正】

.児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当等の支給に関する法律の一部 

を改正する法律

昭61.4. 30 法40

、昭61.4. 30施行

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:33, 700円

② 児童2人の場合:3& 700円

【第39次改正】

•国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭61.5. 8 法46
L昭61.5. 8施行

昭和61年度から63年度までの各年度にお 

ける地方公共団体に対する国の負担の割 

合の特例(8/10—7/10)

【第40次改正】

'児童扶養手当法等の一部を改正す 

る法律

昭 62. 6. 2 法44

・昭62. 6. 2施行

手当額の引上げ

① 児童1人の場合:33,900円

② 児童2人の場合:38,900円

•母子福祉法

昭 39. 7.1法129
昭39. 7.1,昭4〇. 4.1施行

【改題】

「母子及び寡婦福祉法」に改題〔第2次 

改正〕

【制定時】

(1) 母子福祉の基本理念

(2) 母子相談員の設置(一部常勤化)

(3) 母子福祉資金の貸付け

(4) 公営住宅の供給及び雇用に関する配 

慮

(5) 母子福祉施設の配置

(6) その他

【第1次改正】

•■医師法の一部を改正する法律

昭43. 5.15 法47

・昭43. 5.15施行

修学資金の貸付対象から実地修練を削除

【第2次改正】

■・母子福祉法の一部を改正する法律 

昭56. 6.1!法79

・昭57. 4.1施行

(1) 「母子及び寡婦福祉法」に改題

(2) 寡婦福祉資金の貸付け

(3) 寡婦等の雇用の促進

【第3次改正】

~たばこ事業法等の施行に伴う関係 

法律の整備等に関する法律

昭 59. 8.10 法71

昭6〇. 4.1施行 

たばこ小売店の優先許可(日本専売公社 

の指定-*大蔵大臣の許可)

【第4次改正】

.地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭 6〇. 7.12 法90

、昭61.1.12施行

児童福祉審議会に関する規定の整備

够重度精神薄弱児扶養手当法

昭39. 7. 2 法134
昭 39. 9.1,昭39. 7. 2 施行

【改題】

「特別児童扶養手当法」に改題〔第7次
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改正〕

「特別児童扶養手当等の支給に関する法 

律」に改題〔第17次改正〕

【制定時】

(1) 目的(家庭において介護されている 

重度精神薄弱児について,重度精神薄 

弱児扶養手当を支給することにより, 

その福祉の増進を図る)

(2) 支給要件:重度精神薄弱児を監護又 

は養育する者

⑶手当額:月額1,000円

【第1次改正】

ー地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

.昭39.10.1施行

条文整理

【第2次改正】

'所得税法及び法人税法の施行に伴 

う関係法令の整備等に関する法律 

昭 4〇. 3. 3!法36

・昭40. 4.1,昭41.1.1施行 

条文整備

【第3次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭4〇. 5. 3!法93 

-昭4〇. 5. 3!施行

手当額を1,000円から1,200円に引上げ

【第4次改正】

'労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭 4〇. 6.1!法130

・昭41.2.1施行

労働者災害補償保険法に基づく年金たる 

給付との併給を制限

【第5次改正】

"国家公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭41.5. 9 法67

-昭41.7.1施行

国家公務員災害補償法に基づく年金たる 

給付との併給を制限

【第6次改正】

~執行官法

昭 41.7.1法111

・昭41.12. 3!施行

条文整備

【第7次改正】

~重度精神薄弱児扶養手当法の一部 

を改正する法律

昭41.7.15 法128

昭41.7.15,昭 41.8.1,昭 42.

ゝ1.1施行

⑴ 身体に重度の障害を有する児童を支 

給対象に加え,題名も特別児童扶養手 

当法と改正

⑵ 手当額を1,200円から1,400円に引上 

げ

【第8次改正】

•児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当法の一部を改正する法律 

昭42. 7. 29 法95

・昭42. 7.29,昭43.1.1施行 

手当額を1,400円から1,700円に引上げ

【第9次改正】

ー地方公務員災害補償法 

昭42. 8.1法121

、昭42.12.1施行

地方公務員災害補償法に基づく年金たる 

補償との併給を制限

【第10次改正】

~公立学校の学校医,学校歯科医及 

び学校薬剤師の公務災害補償に関 

する法律等の一部を改正する法律 

昭 42. 8.1? 法136

、昭42. 8.1?施行

公立学校の学校医,学校歯科医及び学校 

薬剤師の公務災害補償に関する法律に基 

づく年金たる補償との併給を制限

【第11次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭43. 5. 28 法69

・昭43. 5.28,昭43.10.1施行 

手当額を1,700円から1,900円に引上げ

【第12次改正】

・児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当法の一部を改正する法律 

昭44.12.10 法 87

・昭44.12.10 施行

手当額を1,900円から2,100円に引上げ

【第13次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭45. 6. 4 法114

・昭45. 6. 4,昭45. 9.1施行 

手当額を2,100円から2,600円に引上げ

【第14次改正】

'国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭46. 3. 30 法13

・昭46.11.1施行

手当額を2, 600円から2, 900円に引上げ

【第15次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭47. 6. 23 法97

・昭47.10.1,昭47. 6.23 施行 

手当額を2, 900旧から4, 300円に引上げ

【第16次改正】

・児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当法の一部を改正する法律 

昭48. 9. 26 法93

・昭48.10.1施行

(1) 手当額を4, 300円から6,500円に引上 

げ

(2) 原則として,父母等が公的年金給付 

を受けていても併給

【第17次改正】

•児童手当法等の一部を改正する法 

律

昭49. 6. 22 法89

・昭49. 9.1,昭49. 6.22 施行

(1)重度の精神薄弱及び重度の身体障害 

が重複している特別福祉手当を支給す 

ることとし,それに伴う題名も特別児 

童扶養手当等の支給に関する法律に改 

正

⑵特別福祉手当の額は3, 000R

⑶ 特別児童扶養手当の額を6, 500Rか 

ら11,300円に引上げ

【第18次改正】

~特別児童扶養手当等の支給に関す 

る法律等の一部を改正する法律 

昭5〇. 6. 2? 法47

・昭5〇・10.1,昭5〇. 6. 27 施行

(1) 特別児童扶養手当関係

① 手当を1級と2級に区分して対象 

を拡大し,］級18, ooopq, 2級!2, 000 

円とした〇

② 支給対象児童の国籍要件を撤廃

(2) 特別福祉手当を廃止し,福祉手当を 

新設

【第19次改正】

・厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭51.6. 5 法63

.昭51.10.1施行
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手当額を 国民年金法等の一部を改正する法 (1)福祉手当を廃止し障害児福祉手当

(1)特別児童扶養手当 律 と特別障害者手当を創設

① 1級:20,300円 昭56. 5. 25 法50 (2)手当額は

②2級:13, 500円 -昭56. 8.1施行 ① 障害児福祉手当:10, 800円

(2)福祉手当:5, 000旧 手当額を ②特別障害者手当:20, 000円

に引上げ (1)特別児童扶養手当

① 1級:36,000円 【第30次改正】

【第20次改正】 ② 2 級:24, 000円 ［■国の補助金等の整理及び合理化並

・国民年金法等の一部を改正する法 (2)福祉手当:10,000円 びに臨時特例等に関する法律

律 に引上げ 昭6〇. 5.18 法37

昭52. 5. 2? 法48 -昭6〇. 5.18施行
［昭52. 8.1施行

【第25次改正】 昭和60年度における国庫負担率の特例

手当額を 『難民の地位に関する条約等への加 (8/10—7/10)

(1)特別児童扶養手当 入に伴う出入国管理令その他関係

① 1級:22, 500円 法律の整備に関する法律 【第31次改正】

② 2 級:15, ooopq 昭56. 6.12 法86 ［児童扶養手当法の一部を改正する

(2)福祉手当:5, 500円
L昭57.1.1施行

法律

に引上げ 受給資格者の国籍要件を撤廃 昭6〇. 6. 7 法48

・昭6〇. 8.1施行

【第21次改正】 【第26次改正】 受給資格者が被災した場合の特例を規定

国民年金法等の一部を改正する法 (■障害に関する用語の整理に関する

律 法律 【第32次改正】

昭 53. 5.16 法46 昭57. 7.16 法66 r国民年金法及び特別児童扶養手当
〔昭53. 8.1施行

・昭57.10.1施行 等の支給に関する法律の一部を改

手当額を 「廃疾」等の用語を「障害」等に改正 正する法律

(1)特別児童扶養手当 昭 6〇. 6.18 法68

①1級:24,800円 【第27次改正】
L昭6〇. 6.18施行

② 2 級:16, 500R ［国民年金法等の一部を改正する法 手当額を

(2)福祉手当6 250円 律 (1)特別児童扶養手当

に引上げ 昭57. 8.13 法79 ① 1級:39,800R

-昭57. 9.1施行 ② 2級:26, 500円

【第22次改正】 手当額を (2)福祉手当:11,250円

国民年金法等の一部を改正する法 (1)特別児童扶養手当 に引上げ

律 ① 1級:37, 700円

昭54. 5. 29 法36 ② 2 級:25,100R 【第33次改正】
［昭54. 8.1施行 (2)福祉手当:10, 550円 「児童扶養手当法及び特別児童扶養

手当額を に引上げ 手当等の支給に関する法律の一部

(1)特別児童扶養手当 を改正する法律

① 1級:30, 000円 【第28次改正】 昭61.4. 30 法40

② 2級:20,000円 「国民年金法及び特別児童扶養手当 、昭61.4.30施行

(2)福祉手当:8, 000円 等の支給に関する法律の一部を改 手当額を

に引上げ 正する法律 (1)特別児童扶養手当

昭59.12. 25 法84 ①1級:40, 800円

【第23次改正】
L 昭59.12. 25,昭 59. 6.1 施行 ② 2級:27, 200円

厚生年金保険法等の一部を改正す 手当額を (2)障害児福祉手当:11,550円

る法律 (1)特別児童扶養手当 (3)特別障害者手当:20, 800円

昭55.10. 31法82 ① 1級:3& 400円 に引上げ
〔昭55.10. 31,昭55. 8.1施行 ② 2 級:25,600円

手当額を (2)福祉手当:10, 800円 【第34次改正】

(1)特別児童扶養手当 に引上げ f国の補助金等の臨時特例等に関す

① 1級:33,800円 る法律

② 2級:22, 500円 【第29次改正】 昭61.5. 8 法46

(2)福祉手当:9, 250円 国民年金法等の一部を改正する法 ・昭61.5. 8施行

に引上げ 律 障害児福祉手当,特別障害者手当の支給

昭6〇. 5.1法34 に要する費用の国の負担割合を,昭和61

【第24次改正】 ・昭61.4.1,昭61.1.1施行 年度から63年度までは,8/1〇から7/1〇に
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引下げ

【第35次改正】

'児童扶養手当法等の一部を改正す 

る法律

昭62. 6. 2 法44

、昭62. 6. 2 施行

手当額を

(1) 特別児童扶養手当

① !級:41,100円

② 2級:27, 400円

(2) 障害児福祉手当,経過的福祉手当:

11,650R

(3) 特別障害者手当:20,900円

愍母子保健法

昭 4〇. 8.18 法141
昭41.1.1施行

【制定時】

(1)目的(母子保健に関する原理を明ら 

かにするとともに母子保健事業を実施 

し,国民保健の向上に寄与)

⑵ 母子保健の向上に関する措置(保健 

指導,健康診査,養育医療)

⑶ 母子保健施設(母子保健センター)

【第1次改正】

'国の補助金等の整理及び合理化並 

びに臨時特例等に関する法律 

昭 60. 5.18 法37

・昭60. 5.18施行

昭和60年度における地方公共団体に対す 

る国の負担割合の特例(8/10-7/10)

【第2次改正】

~地方公共団体の事務に係る国の関 

与等の整理,合理化等に関する法 

律

昭60. 7.12 法90

、昭61.1.12施行

都道府県児童福祉審議会の地方社会福祉 

審議会への統合自由化に伴う改正

【第3次改正】

'国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭 61.5. 8 法46

-昭61.5. 8施行

昭和61年度から63年度までの各年度にお 

ける地方公共団体に対する国の負担の割 

合の特例(8/10->5/10)

【第4次改正】

~地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭 61.12. 26 法109

、昭62. 4.1施行

妊産婦に対する保健指導,3歳児に対す 

る健康診査,母子健康手帳の交付,養育 

医療の給付等に関する事務は,都道府県 

又は保健所設置市が行うものとすること

巒こどもの国協会法

昭41.7. 20 法131
昭41.7.20施行 

【制定時】

児童の健全育成を図るため,国の出資に 

より,「こどもの国協会」を設立し児 

童のための諸施設を整備した集団施設で 

ある「こどもの国」の設置運営を,同協 

会に行わせる〇

【廃止】

'こどもの国協会の解散及び事務の 

承継に関する法律

昭55.11.28 法 91

.昭56. 4.1施行

廃止(政府の行政改革の方針に従って公 

益的な民間法人に業務の承継を行うた 

め,社会福祉法人「こどもの国協会」を 

設立し「こどもの国」の円滑な運営を行 

う)

巒心身障害者福祉協会法

昭45. 5. 4 法44
昭45. 5. 4施行

【制定時】

(1) 心身障害者福祉協会(以下「協会」 

と言う)は法人とし,事務所を群馬県 

に置く

(2) 協会の資本金は,政府がその全額を 

出資

⑶ 協会に役員として理事長1人,理事 

3人以内及び監事1人を置き,その任 

期は4年とすること

⑷ 協会は,独立自治の困難な心身障害 

者を必要な保護及び指導の下に生活さ 

せるために福祉施設を設置し,運営す 

る等の業務を行うこと

(5)協会は,厚生大臣が監督

❹心身障害者対策基本法

昭45. 5. 2!法84
昭45. 5. 2!施行

【制定時】

(1) 心身障害の発生の予防に関する基本 

的施策を規定

(2) 医療の給付,保護,教育内容•方法 

の改善,雇用の促進等,心身障害者の 

福祉に関する基本的施策を規定

(3) 中央心身障害者対策協議会及び地方 

心身障害者対策協議会の設置

【第1次改正】

:総理府設置法の一部を改正する等 

の法律

昭58.12. 2 法80

-昭59. 7.1施行

中央心身障害者対策協議会を厚生省に移 

管

【第2次改正】

~日本国有鉄道改革法等施行法 

昭61.12. 4 法93
、昭62. 4.1施行

日本国有鉄道の民営化に伴う所要の改正

够児童手当法

昭46. 5. 2? 法73
昭47.1.1,昭46. 7.1,昭46. 5.27 
省行 

【制定時】

(1) 義務教育終了前の第3子以降1人に 

つき月額3,000円を支給

(2) 所得制限の実施

(3) 認定権者は市町村長

⑷支給月:2, 6,10月

⑹費用負担

① 被用者事業主:国:都道府県:市 

町村=7 ： 2 :〇. 5:〇. 5

② 非被用者 国:都道府県:市町村= 

4 ：1：1

【第1次改正】

・児童手当法等の一部を改正する法 

律

昭49. 6. 22 法89

一昭49.10.1施行

手当額を4,000円に引上げ

【第2次改正】

［特別児童扶養手当等の支給に関す
|る法律等の一部を改正する法律

344



法令改廃経過一覧

! 昭5〇. 6. 2? 法47
〔昭5〇.10.1施行

手当額を5,000円に引上げ

【第3次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭53. 5.16 法46

・昭53. 5.16,昭53.10.1 施行

⑴ 市町村民税所得割非課税者について 

は月額1,000Rを加算

⑵福祉施設の実施

【第4次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭54. 5. 29 法36

.昭54.10.1施行 

低所得者加算を500円引上げ

【第5次改正】

国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭56. 5. 25 法50

・昭56.10.1 施行

低所得者加算を500円引上げ

【第6次改正】

•昭和42年度以降における地方公務 

員等共済組合法の年金の額の改定 

等に関する法律等の一部を改正す 

る法律

昭56. 6. 9 法73

・昭57. 4.1施行

条文整理

【第7次改正】

~難民の地位に関する条約等への加 

入に伴う出入国管理令その他関係 

法律の整備に関する法律

昭56. 6.12 法86

・昭57.1.1施行

国籍要件の撤廃

【第8次改正】

［国家公務員及び公共企業体職員に 
|係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

「国家公務員共済組合法」を「国家公務 

員等共済組合法」に改正

【第9次改正】

~たばこ事業法等の施行に伴う関係 

法律の整備等に関する法律 

昭 59. & 10 法71

・昭6〇. 4.1施行 

専売公社の民営化に伴う改正

【第10次改正】

~日本電信電話株式会社及び電気通 

信事業法の施行に伴う関係法律の 

整備等に関する法律

昭59.12. 25 法87

、昭6〇. 4.1施行

電電公社の民営化に伴う改正

【第11次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

.昭61.4.1施行

拠出金支払義務者の変更(船保法改正に 

伴う形式的なもの)

【第12次改正】

-児童手当法の一部を改正する法律 

昭6〇. 6. 25 法74

-昭 61.6.1,昭6〇. 6.25 施行

(1) 支給対象を第2子へ拡大

(2) 支給期間を義務教育就学前に限定

(3) 所得制限を老齢福祉年金並みとす 

る〇

(4) 全額事業主負担による特例給付の実 

施

(5) 3年間の段階実施

【第13次改正】

~一般職の職員の給与に関する法律 

の一部を改正する法律

昭 6〇.12. 21 法97

・昭61.1.1施行

法律の名称変更に伴う形式的改正

【第14次改正】

"国家公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭6〇.12. 27 法105 

・昭61.4.1施行

国家公務員等共済組合法の改正に伴う形 

式的改正

【第15次改正】

■・農林漁業団体職員共済組合法のー 

部を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法107 

・昭61.4.1施行

農林漁業団体職員共済組合法の改正に伴 

う形式的改正

【第16次改正】

•地方公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法108

・昭61.4.1施行

地方公務員等共済組合法の改正に伴う形 

式的改正

【第17次改正】

~日本国有鉄道改革法等施行法 

昭61.12. 4 法93

、昭62. 4.1施行

日本国有鉄道の民営化に伴う所要の改正

❷こどもの国協会の解散及び事 
業の承継に関する法律

昭55.11.28 法91
昭56. 4.1,昭55.11.28 施行

【制定時】

特殊法人こどもの国協会は解散すること 

とし,同協会が経営するこどもの国の事 

業は厚生大臣が指定する社会福祉法人が 

引き継ぐこと。また,同協会が現に有す 

る土地は国に帰属させ,国から当該社会 

福祉法人に無償で貸し付けることができ 

ること
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❷健康保険法

大11.4. 22 法70 
大15. 7.1,昭2.1.1施行

【制定時】

(1) 工場法及び鉱業法適用事業所の常用 

労働者及び年収1,200円以下の職員対 

象

(2) 被保険者にかかる業務上及び業務外 

の疾病,負傷,死亡,分娩に対し保険 

給付

【第1次改正】

・健康保険法中改正法律

大15. 3. 29 法34

・大15. 7.1,昭 2.1.1施行 

施行期日を大正15年7月1日(保険給付 

及び費用負担に関する規定は昭和2年1 

月1日)とした。

【第2次改正】

・健康保険法中改正法律

昭 4. 3. 28 法20

.昭4. 6.1施行

保険者に保険料の滞納処分権を附与

【第3次改正】

~健康保険法中改正法律

昭 9. 3. 26 法13

・昭10. 4.1,昭10.1.1施行 

常時5人以上の労働者を使用する工場・ 

事業場に適用を拡大

【第4次改正】

・健康保険法中改正法律

昭14. 4. 6 法74

・昭15. 6.1,昭15. 7.1施行

(1) 家族に対する保険給付一家族補給金 

の創設

(2) 結核性疾病の給付期間を1年延長

【第5次改正】

・委員会等ノ整理ニ関スル法律

昭16. 3. 6 法35

・昭17. 7.1施行

健康保険審査会を社会保険審査会に改組

【第6次改正】

[・健康保険法中改正法律
| 昭16. 3.1!法59

I.昭16.11.!施行

適用範囲を拡大し 貨物積卸•運送•清 

掃焼却屠殺の事業に適用

【第7次改正】

'健康保険法中改正法律

昭17. 2. 2!法38

昭17. 4.1,昭18. 4.1,昭18.

.1.1施行

⑴ 職員健康保険を統合

⑵家族給付の法定化

⑶結核の延長給付の法定化

⑷一部負担金制度採用

⑸保険医の強制指定

【第8次改正】

労働者年金保険法中改正法律

昭19. 2.16 法21

昭19.10.1施行

保険給付の期間延長

【第9次改正】

・健康保険法の一部を改正する等の 

法律

昭22. 4.1法45

・昭22. 6.1,昭22. 9.1施行

(1)業務上傷病に対する給付の廃止

⑵賃金の高低による職員の被保険者資 

格の制限撤廃

⑶一部負担金制度の任意制

⑷家族埋葬料給付の創設

【第10次改正】

・健康保険法及び厚生年金保険法の 

一部を改正する法律

昭 22.12.1? 法 200

、昭23.1.1施行

罰則規定の法律化

【第11次改正】

・健康保険法の一部を改正する法律 

昭23. 7.10 法126

・昭23. 8.1施行

(1)標準報酬等級表の上限引上げ

⑵官公吏を形式上健保法の被保険者化

⑶保険医制度を任意指定制へ

(4) 哺育手当金の法定給付化

(5) 政管の付加給付廃止

【第12次改正】

「厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律

昭 23. 7.10 法127

・昭23. 8.1施行

厚生年金保険法の改正に伴う用語の改正

【第13次改正】

'健康保険法の一部を改正する法律 

昭23.12. 29 法281

・昭24.1.1施行

標準報酬等級表の上限引上げ

【第14次改正】

~健康保険法の一部を改正する法律 

昭24. 4. 30 法37

.昭24. 5.1施行

(1) 一部負担金制度復活

(2) 標準報酬等級表の全面改正

(3) 延滞金の割合の引上げ

(4) 哺育手当金,家族埋葬料,配偶者分 

娩費の引上げ

(5) 給付制限事由の被扶養者への準用

【第15次改正】

~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 

険審查会の設置に関する法律 

昭25. 3. 3!法47

・昭25. 4.1施行

社会保険審議会等の設置に伴う規定の整 

備

【第16次改正】

•所得税法等の改正に伴う関係法令 

の整理に関する法律

昭 25. 3. 3!法79

.昭25. 4.1施行

所得税法の改正に伴い関係条文を整理 

(健康保険組合の所得税非課税規定を所 

得税法へ)

【第17次改正】

-健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭25. 5.1 法124

昭25. 5.1施行

延滞金の額の引下げ及びその計算方法を 

法定化

【第18次改正】

[健康保険法の一部を改正する法律
! 昭25.12. 22 法296
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［昭26.1.1施行

(1)継続療養給付の受給要件に資格期間 

を設けた。

⑵保険料率を引き上げた。

(3)被保険者の保険料負担限度を引き上 

げた。

【第19次改正】

国税徴収法の一部を改正する法律 

昭 26. 3. 3!法78

・昭26. 4.1施行

督促に関する規定の整備

【第20次改正】

健康保険法の一部を改正する法律 

昭 28. & 1法116

・昭28. 9.1,昭28.11.1 施行

(1) 標準報酬等級表の全面改正

(2) 標準報酬の定時決定制設置

⑶適用業種の拡大

⑷ 療養給付期間3年に延長

【第21次改正】

社会保険審査会及び社会保険審査 

会法

昭28. & 14 法206

昭28. &1施行

不服審査に関する規定の整備

【第22次改正】

•日雇労働者健康保険法 

昭28. 8.14 法207 

昭28.11.1施行
日雇労働者健康保険との調整規定を新設

【第23次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. & 15 法213

昭28. 9.1施行

政府管掌健康保険の事務の一部を都道府 

県知事に委任

【第24次改正】

'私立学校教職員共済組合法

昭28. 8. 2!法245

昭29.1.1施行

私立学校教職員共済組合の設置に伴う規 

定の整備

【第25次改正】

•厚生年金保険法

昭29・5.19法115

.昭29. 5.19施行

被保険者資格確認に関する規程新設

【第26次改正】

•国税徴収法の一部を改正する法律 

昭 3〇. 6. 30 法39

・昭3〇. 7.1施行

延滞金の引下げ

【第27次改正】

稠方税法の一部を改正する法律 

昭3〇. 8.1法112

・昭3〇. 8.1施行

地方税法の改正に伴う規定の整備

【第28次改正】

・日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭3〇. 8.1法116 

-昭30. 8.1施行

日雇労働者健康保険で埋葬料,分娩費が 

支給されることになったことによる調整 

規定の新設

【第29次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148 

-昭31.9.1施行 

政令指定都市の創設に伴う規定の整備

【第30次改正】

・健康保険法の一部を改正する法律 

昭32. 3. 3!法42

昭 32. 3.31,昭 32. 4.1,昭 32. 

7.1,昭32. 5.1施行

(1) 医療給付費に対する国庫負担の明文 

化

(2) 標準報酬等級表の上下限の引上げ

(3) 一部負担制度の拡大

(4) 保険医療機関の指定と保険医の登録 

制採用

(5) 継続給付の受給資格要件を強化

【第31次改正】

•企業担保法

昭33. 4. 30 法106 

昭33. 7.1施行

企業担保権の創設に伴う規定の整備

【第32次改正】

•国家公務員共済組合法 

昭33. 5.1法128 

・昭33. 7.1施行

新国家公務員共済組合法の制定に伴う用 

語の改正

【第33次改正】

'日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭33. 5.10 法149

・昭33. 7.1施行

延滞金を徴収する際の端数整理額を改正

【第34次改正】

•国民健康保険法施行法

昭33.12. 2? 法193 

・昭34.1.1施行

新国民健康保険法の制定により制度的に 

皆保険が達成されたことに伴う規定の整 

備

【第35次改正】

'国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148

・昭35.1.1施行

新国税徴収法の制定に伴う用語の改正

【第36次改正】

・健康保険法及び船員保険法の一部 

を改正する法律

昭 36. 6.15 法135

.昭36. 6.15施行

(1) 分娩費の最低額を6,000円に配偶者 

分娩費を3,000円に引上げ

(2) 哺育手当金,配偶者哺育手当金を育 

児手当金として2,000円支給

【第37次改正】

・日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭 36. 6.15 法136

・昭36. 6.15施行

日雇労働者健康保険法の制定に伴う用語 

の改正

【第38次改正】

•社会保険審議会及び社会保険医療 

協議会法の一部を改正する法律 

昭 36.11.16 法 227

・昭36.11.16施行

保険医等の指導に関する大綱を中央社会 

保険医療協議会の審議事項から削除

【第39次改正】

,国税通則法の施行等に伴う関係法 

令の整備等に関する法律

昭37. 4. 2 法67

・昭37. 4.1施行

国税徴収法の改正に伴い延滞利率を引下 

げ

【第40次改正】
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~厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 37. 5.1!法123

・昭37. 7.1施行

社会保険庁の設置に伴う用語の改正

【第41次改正】

~行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 5.16 法140

・昭37.10.1施行

保険給付に関する処分の取消訴訟の提起 

には社会保険審査会の裁決を経ることと 

した〇

【第42次改正】

・地方公務員共済組合法

昭37. 9. 8 法152

・昭37.12.1 施行

地方公務員共済組合法の制定に伴う用語 

の改正

【第43次改正】

冇政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

行政不服審査法の制定に伴う用語の改正

【第44次改正】

~国民健康保険法筹の一部を改正す 

る法律

昭38. 3. 3!法62

、昭38. 4.1施行

(1) 療養給付期間の制限撤廃

(2) 資格喪失後の継続療養の給付期間を 

5年に延長

(3) 任意継続被保険者期間を1年に延長

【第45次改正】

•地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

・昭39.10.1施行

地方公務員共済組合法の改正に伴う用語 

の改正

【第46次改正】

'健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 41.4. 28 法 63

.昭41.4. 28施行

(1) 標準報酬等級表の上限を引上げ

(2) 保険料率の引上げ

【第47次改正】

~登録免許税法の施行に伴う関係法 

令の整備等に関する法律

昭42. 6.12 法36

・昭42. 8.1施行 

登録免許税法の制定に伴う用語の改正

【第48次改正】

"健康保険法及び船員保険法の一部 

を改正する法律

昭44. 8. 7 法69

・昭44. 9.1施行

(1) 保険料率を引上げ

(2) 一部負担金の引上げ

(3) 分娩費の最低保障額2万円,配偶者 

分娩費1万円に引上げ

【第49次改正】

利率等の表示の年利建て移行に関 

する法律

昭45. 4.1法13

-昭45. 4.1施行

延滞金の利率等の表示を年利建てに変更

【第50次改正】

.許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

・昭45. 6.1施行

許可,認可等の整理に関する法律の制定 

に伴う用語の改正

【第51次改正】

~国家公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭 4& 8.10 法69

・昭48.12.1施行

通勤途上事故に対する労災保険給付と健 

康保険の給付調整

【第52次改正】

~地方公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭48. 9.1法76

-昭48.12.1 施行

通勤途上事故に対する労災保険給付と健 

康保険の給付調整

【第53次改正】

~労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭 4& 9. 2!法85

.昭48.12.1 施行

通勤途上事故に対する労災保険給付と健 

康保険の給付調整

【第54次改正】

「健康保険法等の一部を改正する法

律

昭48. 9. 26 法89 

・昭48.10.1施行

(1) 家族給付率7割に引上げ

(2) 家族高額療養費の新設

(3) 国庫負担の定率化(10%)
(4) 標準報酬上下限の引上げ

(5) 保険料率の引上げ

【第55次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 51.6. 5 法62

-昭51.7.1施行

(1) 標準報酬等級表の上下限を引上げ

(2) 分娩費の最低保障額及び配偶者分娩 

費の額を10万円に引上げ

(3) 埋葬料の最低保障額及び家族埋葬料 

の額を5万pgに引上げ

(4) 任意継続被保険者期間を2年に延長

【第56次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭52.12.16 法 86

・昭53.1.1施行

(1) 標準報酬等級表の上限を引上げ

(2) 一部負担金の引上げ

(3) 傷病手当金の支給期間を1年6か月 

に延長

(4) 賞与等について特別保険料を徴収

【第57次改正】

'健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭55.12.10 法108

・昭56. 3.1,昭56. 4.1施行

(1) 一部負担金の引上げ

(2) 標準報酬等級表の上限を政令で改定 

⑶健康保険組合間の財政調整を実施

(4) 政管についての国庫補助率は,当分 

の間164/1,000

(5) 入院の場合の家族療養費の給付割合 

を8割に引上げ

(6) 被保険者にかかる高額療養費の創設

(7) 分娩費,配偶者分娩費,埋葬料,家 

族埋葬料及び育児手当金の額を政令で 

改定

【第58次改正】

'老人保健法

昭57. 8.1? 法80

・昭5& 2.1施行

(1)同法の規定による医療を受けられる 

者に対しては療養の給付及び家族療養 

費を支給しないこととされた。
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(2)老人保健拠出金の納付に要する費用 

は,保険料をもって充当

【第59次改正】

国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭58.12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

国家公務員共済組合法等の改正に伴う用 

語の改正

【第60次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭59. 8.14 法77

昭 59.10.1,昭 6〇. 4.1,昭 61.

4.1,昭 59. 8.14 施行

(1) 被保険者は,かかった医療費の1割 

を自己負担

(2) 高額療養費制度を改正

(3) 特定療養費制度を創設

(4) 標準報酬等級表の上下限を引上げ

(5) 日雇労働者が健康保険体系へ統合

【第61次改正】

[■国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

・昭61.4.1施行

年金法の改正により基礎年金制度が創設 

されたことによる用語の改正

【第62次改正】

[雇用の分野における男女の均等な 

機会及び待遇の確保を促進するた 

めの労働省関係法律の整備等に関 

する法律

昭6〇. 6.1法45

・昭61.4.1施行

労働基準法の改正による妊産婦の就業禁 

止期間の延長に伴い,出産手当金の支給 

期間を延長

【第63次改正】

[■老人保健法等の一部を改正する法 

律

昭 61.12. 22 法106

・昭62.1.1,昭63. 4.1 施行 

老人保健施設療養費支給に伴う所要の改 

正

保組合の2種)

(3) 被保険者(組合員及びその家族)

(4) 給付(療養,助産及び葬祭,現物給 

付現金給付)

(5) 保健施設(疾病又は負傷の予防,健 

康診断,保養,その他健康の保持増進 

に関する施設をする)

(6) 保険料(保険料の額,徴収方法,減 

免 徴収猶予などは規約で定める)

(7) 医療機関(組合と医師又は薬剤師と 

の契約で行う)

【第1次改正】

'委員会等ノ整理ニ関スル法律

昭16. 3. 6 法35 

・昭16. 7.1施行

国民健康保険委員会を地方社会保険審査 

会に改正

【第2次改正】

[■国民健康保険法中改正法律

昭17. 2. 2! 法39

・昭17. 5.1,昭18.1.1施行 

組合設立の強化,組合員加入義務の強 

化,保険医制度等

【第3次改正】

・国民健康保険法の一部を改正する 

法律

昭23. 6. 30 法70

・昭23. 7.1施行

(1) 市町村公営原則の確立

(2) 任意加入制を改め,強制加入制化

(3) 療養担当者制の採用

【第4次改正】

•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

昭 25. 3. 3!法47

・昭25. 4.1施行
(1) 診療報酬の額に関する規定の整備

(2) 療養担当者の義務規定

【第5次改正】

•国民健康保険法の一部を改正する 

法律

昭26. 3. 3!法90 

・昭26. 4.1施行

(1) 都道府県診療報酬審査委員会の設置

(2) 市の一部を区域として,国民健康保 

険を行うことができるものとする。

(3) 国民健康保険税の創設に伴う,保険 

料に関する規定の整備

(4) 一部負担金の窓口徴収

・健康保険特別会計法

大15. 3. 29 法26
昭2.1.1施行

【制定時】

健康保険法に基づく健康保険事業を経営 

するため,健康保険特別会計を設置し, 

そのための歳入及び歳出の項目,一時借 

入金,利益及び損失の処理,一般会計か 

らの繰入等について規定

【第1次改正】

'健康保険特別会計法中改正法律 

昭 4. 3. 28 法12

・昭4年度施行

一般会計より繰り入れる金額(国庫負担 

金)を「勅令ノ定ムル所ニ依り保険給付 

ニ要スル費用ノ十分ノートス」から「毎 

年度予算ノ定ムル所ニ依ル」に改正

【第2次改正】

•教育基金特別会計法外23法律ノ廃 

止ニ関スル法律

昭18. 3.1? 法74

・昭18. 4.1施行

職員健康保険特別会計が廃止され,その 

積立金及び債権債務が健康保険特別会計 

に引き継がれたことに伴う改正のほか, 

所要の規定の整備

【廃止】

•厚生保険特別会計法 

昭19. 2.15 法10

・昭19年度施行

行政事務の簡素化の一環として各種特別 

会計法が統合されることとなり,それま 

での健康保険,労働者年金保険及び船員 

保険の各特別会計が厚生保険特別会計に 

統合されたことに伴い廃止

轡国民健康保険法

昭13. 4.1法60 
昭13. 7.1施行

【制定時】

(1) 主旨(郷土的団結の風習をもち,相 

互扶助の精神が受け入れやすい市町村 

を単位に,自治的な組合を組織させ, 

地方の実情に応じた事業経営を行わせ 

る)

(2) 保険者(市町村の区域内の世帯主で 

組織する普通国保組合及び同一事業又 

は同種業務の従事者で組織する特別国
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【第6次改正】

•日雇労働者健康保険法 

昭28. 8.14 法207

・昭28.11.1 施行

同法との調整を図るため本法の規定整備

【第7次改正】

・国民健康保険法の一部を改正する 

法律

昭 30. 8.1法115

.昭3〇. 8.1施行

従来の補助規定を改め,国の補助義務を 

明らかにし,補助率を法定

(1)療養給付費補助金一部 

⑵保健婦補助金1/3 

⑶ 事務費補助金10/10

【第8次改正】

'身体障害者福祉法等の一部を改正 

する法律

昭 31.12. 20 法179

・昭31.12. 20施行

新医薬制度の発足に伴い,薬剤師代表を 

国民健康保険運営協議会の委員に追加

【第9次改正】

•国民健康保険法

昭33.12. 2? 法192

・昭34.1.1施行

全部改正

越職員健康保険法

昭14. 4. 6 法72
昭14.12. 26,昭15. 6.1 施行

【制定時】

(1) 被保険者(商店,会社,事務所等に 

使用される給料生活者)

(2) 療養費払いが原則,例外的に現物給 

付たる療養の給付

【第1次改正】

•委員会等ノ整理等ニ関スル法律 

昭16. 3. 6 法35

.昭16. 7.1施行

第1次職員健康保険審査会を地方社会保 

険審査会に,第2次職員健康保険審査会 

を中央社会保険審査会に改める。

【廃止】

・健康保険法中改正法律

昭17. 2. 2!法38

昭18. 4.1施行

職員健康保険の被保険者が健康保険の体

系に吸収され,廃止

・船員保険法

昭14. 4. 6 法73
昭15. 3.1,昭15. 6.1 施行

【制定時】

⑴ 船員法第1条に規定する船員を対象 

⑵被保険者の疾病,負傷,老齢,廃 

疾,脱退,死亡に対し保険給付

【第1次改正】

'委員会等ノ整理ニ関スル法律 

昭16. 3. 6 法35

・昭16. 7.1施行

社会保険審査会を統合

【第2次改正】

•船員保険法中一部改正ノ件

昭18. 3. 8 法27

昭18. 4.1,昭18. 3.31,昭18. 

.10.1施行

(1)船員法に基づく災害補償を本法で実 

施

⑵戦時加算制度の創設

【第3次改正】

•船員保険法中改正法律

昭 20. 2.19 法24

・昭2〇. 4.1施行

(1) 被保険者範囲の拡大

(2) 療養の給付,傷病手当金の給付改善

(3) 葬祭料及び遺族年金制度の創設

【第4次改正】

・ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル 

命令ニ関スル件二基ク厚生年金保 

険法等中改正ノ件

昭 21.1.26 勅 43

昭21.1.26施行

国籍による被保険者資格の差別撤廃

【第5次改正】

'船員保険法の一部を改正する法律 

昭 22. 9. 5 法103

-昭22.12.1施行

(1)被保険者範囲の拡大

⑵保険給付の改善

【第6次改正】

•船員保険法の一部を改正する法律 

昭22.12. 24 法235

・昭22.11.1施行

(1)失業保険制度の創設

⑵船員保険特別会計が厚生保険特別会 

計から分離•独立

【第7次改正】

•船員保険法の一部を改正する法律 

昭23. 7.10 法128

・昭23. 9.1施行

(1) 家族給付の創設

(2) 寡婦年金,鳏夫年金及び遺児年金の 

創設

【第8次改正】

■•船員職業安定法

昭23. 7.10 法130

、昭23.11.1施行

条文整備

【第9次改正】

~船員保険法等の一部を改正する法 

律

昭24. 5. 3! 法156

、昭24. 6.1施行

(1) 養老年金制度の改善

(2) 標準報酬の上下限の引上げ

(3) 保険料率の引上げ

【第10次改正】

•・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

昭25. 3. 3!法47

、昭25. 4.1施行

(1)審議会の統合

⑵ 社会保険医療協議会の設置

【第11次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭25. 5.1法124

・昭25. 5.1施行

延滞金の引下げ

【第12次改正】

・船員保険法等の一部を改正する法 

律

昭25.12.19 法 279

・昭26.1.1,昭26. 2.1 施行

(1) 保険料率の引上げ

(2) 職務上年金の給付改善

(3) 標準報酬の下限の引上げ

【第13次改正】

•・国税徴収法の一部を改正する法律 

昭 26. 3. 3!法 78

、昭26. 4.1施行

督促手数料の廃止

350



法令改廃経過一覧

【第14次改正】

'船員保険法の一部を改正する法律 

昭26. 3. 3!法91

、昭26. 4.1施行

養老年金の年金額の増額

【第15次改正】

'船員保険法の一部を改正する法律 

昭 27. 3. 3!法31

、昭27. 4.1施行

(1)標準報酬の上下限の引上げ

⑵漁船船員の一部の失業保険の適用除 

外

(3)失業保険金の最高日額の引上げ

【第16次改正】

'運輸省設置法の一部を改正する法 

律

昭27. 7. 3!法278

・昭27. 8.1施行

失業認定機関の変更

【第17次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

昭 27. & 15 法306

、昭27. 9.1施行

厚生大臣の職権の一部を都道府県知事に 

委任

【第18次改正】

•船員保険法の一部を改正する法律 

昭27.12. 23 法319

、昭27.12. 23 施行

失業保険金の最高日額の告示委任

【第19次改正】

・船員保険法の一部を改正する法律 

昭28. 8.1法119

・昭28.11.1施行

(1) 療養の給付及び傷病手当金の改善

(2) 廃疾認定日の変更

【第20次改正】

~社会保険審査官及び社会保険審査 

会法

昭 28. & 14 法206

・昭28. 8.1施行

審査請求の改善

【第21次改正】

~日雇労働者健康保険法

昭28. 8.14 法207

・昭28.11.1施行

家族療養費の日雇健保との併給調整

【第22次改正】

■・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭28. 8.15 法213

、昭28. 9.1施行

都道府県知事に対する事務委任及び権限 

委任の根拠規定の制定

【第23次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭 29. 5.19 法116

、昭29. 5.19施行

(1)分娩給付の創設

⑵職務外年金給付の改正

⑶保険料率の引上げ

【第24次改正】

~市町村職員共済組合法

昭29. 7.1法204

、昭3〇.1.1施行

市町村職員の共済組合への移行

【第25次改正】

~国税徴収法の一部を改正する法律 

昭3〇. 6. 30 法39

、昭3〇. 7.1施行

延滞金の引下げ

【第26次改正】

・日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭3〇. 8.1法116

一昭3〇. 8.1施行

配偶者分娩費又は家族葬祭料の日雇健保 

との併給調整

【第27次改正】

~公共企業体職員等共済組合法

昭 31.6. 6 法134

、昭31.7.1施行

公共企業体職員等の共済組合への移行

【第28次改正】

■・地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148

一昭31.9.1施行

指定都市に関する条文整備

【第29次改正】

・船員保険法の一部を改正する法律 

昭32. 3. 3!法44

昭 32. 3.31,昭 32. 4.1,昭 32.

.7.1,昭32. 5.1施行

(1)標準報酬の下限の引上げ

(2) 保険医療機関等の指定,保険医等の 

登録の採用

(3) 一部負担金制度の創設

(4) 保険料率の引上げ

(5) 国庫負担規定の創設

【第30次改正】

~企業担保法

昭33. 4. 30 法106

、昭33. 7.1施行

繰上げ徴収規定の改正

【第31次改正】

'日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭33. 5.10 法149 

・昭33. 7.1施行

少額延滞金の取扱いの変更

【第32次改正】

•国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148

一昭35.1.1施行

(1) 先取特権の順位の整理

(2) 国税徴収法の例による保険料の徴収

(3) 保険給付の差押禁止の例外

【第33次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭35. 3. 3!法19

・昭35. 5.1,昭35. 3.3!施行

(1) 老齢年金等の額の増額

(2) 長期給付部門の保険料の引上げ

(3) 失業保険部閃の保険料の引下げ及び 

国庫負担率の改定

【第34次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭35. 7.19 法121

、昭35. 7.19施行

職務上傷病の療養の給付及び傷病手当金 

の給付期間の制限撤廃

【第35次改正】

・健康保険法及び船員保険法の一部 

を改正する法律

昭 36. 6.15 法135

・昭36. 6.15施行

分娩給付の改善

【第36次改正】

~年金福祉事業団法

昭 36.11.1法180

、昭36.11.1施行

福祉施設の委任
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【第37次改正】

'通算年金制度を創設するための関 

係法律の一部を改正する法律 

昭 36.11.1法182

-昭36.11.1施行

(1)通算年金制度の創設

⑵未支給年金受給者の緩和

(3)脱退手当金の受給資格要件の撤廃

【第38次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭37. 3. 3!法58

、昭37. 4.1施行

(1) 標準報酬の上下限の引上げ

(2) 寡婦・软夫•遺児年金の遺族年金へ 

の統合

【第39次改正】

・国税通則法の施行等に伴う関係法 

令の整備等に関する法律 

昭37. 4. 2 法67

・昭37. 4.1施行

延滞金の引下げ

【第40次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭37. 4. 28 法92

、昭37. 4.28施行

通算対象期間の改正

【第41次改正】

•厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭37. 5.1!法123 

・昭37. 7.1施行 

社会保険庁の設置

【第42次改正】

•行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭 37. 5.16 法140

・昭37.10.1施行

不服申立てに関する規定の改正

【第43次改正】

•地方公務員共済組合法 

昭 37. 9. 8 法152 

、昭37.12.1施行

適用除外規定の改正

【第44次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161
〔昭37.10.1施行

条文整理

【第45次改正】

~国民健康保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 38. 3. 3!法62

-昭38. 4.1施行

職務外傷病の療養の給付期間の制限撤廃

【第46次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭38. 8.1法163

、昭38. 8.1施行

⑴失業保険金の給付改善 

⑵行方不明手当金制度の創設

【第47次改正】

~地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

、昭39.10.1施行 

条文整理

【第48次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭4〇. 6.1法105

、昭4〇. 6.1施行

⑴職務外年金の給付改善

⑵ 在職(通算)老齢年金制度の創設

⑶特例老齢年金制度の創設 

⑷保険料率の引上げ

(5)国庫負担率の引上げ

【第49次改正】

~労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭4〇. 6.1!法130

、昭41.2.1施行

労働者災害補償保険法による補償を受け 

ることによる障害年金及び遺族年金の支 

給停止の撤廃

【第50次改正】

■•健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭41.4. 28 法63

、昭41.4. 28施行

(1) 標準報酬の上限の引上げ

(2) 保険料率の引上げ

⑶職務上年金給付の改善

【第51次改正】

~国家公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭 41.5. 9 法67

、昭41.7.1施行

国家公務員災害補償法による補償を受け 

ることによる障害年金及び遺族年金の支 

給停止の撤廃

【第52次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭41.6. 30 法92

・昭41.6. 30施行

条文整理

【第53次改正】

~印紙税法

昭42. 5. 3!法23

・昭42. 6.1施行 

印紙税の非課税

【第54次改正】

~地方公務員災害補償法

昭42. 8.1法121

・昭42.12.1施行

障害手当金の不支給事由に地方公務員災 

害補償法による給付の追加

【第55次改正】

~公立学校の学校医,学校歯科医及 

び学校薬剤師の公務災害補償に関 

する法律等の一部を改正する法律 

昭42. 8.1? 法136

、昭42. 8.1?施行 

公立学校の学校医,学校歯科医及び学校 

薬剤師の公務災害補償に関する法律によ 

る補償を受けることによる障害年金及び 

遺族年金の支給停止の撤廃

【第56次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭43. 5.1!法45

、昭43. 5.1!施行

(1) 失業保険金の算定方法の改正

(2) 職務上の障害等級表の改定

【第57次改正】

~健康保険法及び船員保険法の一部 

を改正する法律

昭44. 8. 7 法69

、昭44. 9.1施行

(1) 一部負担金の改善

(2) 保険料率の引上げ

(3) 分娩給付の改善

【第58次改正】

~厚生年金保険法及び船員保険法の 

一部を改正する法律

昭 44.12. 6 法78

、昭44.12. 6,昭45.1.1施行

(1) 年金給付の改善

(2) 低所得在職老齢(通算老齢)年金制 

度の創設
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法令改廃経過一覧

(3) 標準報酬の上下限の引上げ

(4) 保険料率の引上げ

【第59次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭 44.12.10 法 86

、昭44.12.10施行

条文整理

【第60次改正】

帑員保険法の一部を改正する法律 

昭 44.12.10 法 88

、昭45.1.1施行

失業給付の改善

【第61次改正】

'利率等の表示の年利建て移行に関

する法律

昭45. 4.1法13 

、昭45. 4.1施行

延滞金の年利建て表示

【第62次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭45. 5.19 法72

・昭45.11.1,昭46.1.1 施行

(1) 職務上年金額の引上げ

(2) 保険料のメリット制導入

(3) 職務上年金のスライド制導入

(4) 保険料率の引上げ

【第63次改正】

•国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭46. 3. 30 法13

、昭46.11.1 施行

条文整備

【第64次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭46. 5. 2? 法72

昭 46.11.1,昭 46. 5. 27,昭 46.

J0-1施行

(1) 職務外年金の給付改善

(2) 標準報酬の上限の引上げ

(3) 保険料率の引上げ

【第65次改正】

・労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭48. 9. 2!法85

・昭48.12.1施行

条文整備

【第66次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭48. 9. 26 法89

、昭48.10.1施行

(1)家族療養費の引上げ 

⑵高額療養費制度の創設 

⑶付加給付制度の創設

【第67次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭48. 9. 26 法90

.昭48.12.1,昭48.11.1施行 

通勤災害の職務上規定の準用

【第68次改正】

•・厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭48. 9. 26 法92

・昭48.11.1施行

(1) 職務外年金額の引上げ

(2) 職務外年金のスライド制導入

(3) 標準報酬の下限の引上げ

(4) 保険料率の引上げ

【第69次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭49. 5. 3!法63

、昭49. 5. 3!施行 

職務外年金額の引上げ

【第70次改正】

■・労働者災害補償保険法等の一部を 

改正する法律

昭49.12. 28 法115

、昭49.12. 28施行

(1) 職務上年金額の引上げ

(2) 職務上葬祭料の最低保障の設定

【第71次改正】

~雇用保険法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭49.12. 28 法117

・昭5〇. 4.1施行

失業保険金の給付日数の細分化

【第72次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭5〇. 6.13 法38

-昭5〇. 6.13,昭5〇. & 1施行

(1) 職務外年金のスライド実施時期の繰 

上げ

(2) 低所得者在職老齢年金の改善

【第73次改正】

~労働者災害補償保険法等の一部を 

改正する法律

昭51.5. 2? 法32

昭 52. 4.1,昭 51.5.27,昭 51. 

ゝ9. 30施行

(1) メリット保険料率の改定

(2) 職務上傷病による長期療養者に対す 

る給付の改善

【第74次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 51.6. 5 法62

、昭51.7.1,昭51.8.1 施行

(1) 分娩費及び埋葬料の給付改善

(2) 疾病部門の任意継続制度の導入

(3) 標準報酬の上下限の引上げ

【第75次改正】

"厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭51.6. 5 法63

昭51.8.1,昭 51.9.1,昭51.

ゝ10.1,昭52. 8.1 施行

(1) 職務外年金額の引上げ

(2) 障害遺族年金の通算制度の創設

(3) 事後重症制度の創設

⑷廃疾認定日の改善

【第76次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭52. 5. 2? 法48 

、昭52. 5. 2?施行

職務外年金のスライド実施時期の繰上げ

【第77次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭52.12.16 法 86

・昭53.1.1施行

(1) 一部負担金の引上げ

(2) 標準報酬の上限の引上げ

【第78次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 53. 5.16 法46

・昭53. 5.16,昭53. 6.1施行

(1) 職務外年金のスライド実施時期の繰 

上げ

(2) 在職老齢年金の改善

⑶遺族年金の寡婦加算額の引上げ

【第79次改正】

「国民年金法等の一部を改正する法
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律

昭 54. 5. 29 法36

、昭54. 5.29,昭 54. 6.1施行

(1) 職務外年金の特例スライド実施

(2) 在職老齢年金の改善

⑶遺族年金の寡婦加算額の引上げ

【第80次改正】

'雇用保険法等の一部を改正する法 

律

昭 54. 6. 8 法40

、昭54. 6. 8 施行

(1) 職業補導延長給付の改善

(2) 保険料率の引上げ

【第81次改正】

•農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭 54. 6. 9 法42

・昭54. 7.1施行

条文整理

【第82次改正】

"厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 55.10. 31法82

-昭55.10. 31,昭55.11.1 施行

(1) 職務外年金の年金水準の引上げ

(2) 老齢年金及び在職老齢年金の給付改 

善

(3) 遺族年金の給付改善

(4) 標準報酬の上下限の弓|上げ

(5) 保険料率の引上げ

【第83次改正】

■"地方支分部局の整理のための行政 

管理庁設置法等の一部を改正する 

法律

昭 55.11.19 法 85

、昭56. 4.1施行

条文整備

【第84改正】

•国家公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭55.12.1法101

-昭55.12.1施行 

条文整理

【第85次改正】

•労働者災害補償保険法等の一部を 

改正する法律

昭 55.12. 5 法104

・昭55.12. 5,昭56.11.1 施行

(1) 職務上年金の給付改善

(2) 障害前払一時金及び遺族前払一時金

制度の創設

⑶ 保険給付と民事損害賠償との調整

【第86次改正】

'健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 55.12.10 法108

・昭56. 3.1,昭56. 4.1施行

(1)一部負担金の改定

⑵家族療養費制度の改善

⑶分娩給付の改正

⑷ 標準報酬の上限の政令委任

(5)保険料率の引上げ

【第87次改正】

"国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭56. 5. 25 法50

・昭56. 5. 25施行 

職務外年金のスライド実施時期の繰上げ

【第88次改正】

•障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66

.昭57.10.1施行

障害に関する用語の整理

【第89次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭57. 8.13 法79
[,昭57. 8.13施行

職務外年金のスライド実施時期の繰上げ

【第90次改正】

~老人保健法

昭 57. 8.1? 法80

、昭58. 2.1施行

老人保健法の医療受給者に対する療養の 

給付及び家族療養費の不支給

【第91次改正】

~国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行

厚生省設置法等の関係条文整理

【第92次改正】

•総理府設置法の一部を改正する等 

の法律

昭58.12. 2 法80

・昭59. 7.1施行

条文整理

【第93次改正】

・国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

条文整理

【第94次改正】

-運輸省設置法の一部を改正する法 

律

昭 59. 5. 8 法25

・昭59. 7.1施行

条文整理

【第95次改正】

'雇用保険法等の一部を改正する法 

律

昭 59. 7.13 法54

・昭59. 8. '1,昭6〇.10.1 施行

(1) 60歳以上の者の失業部門の適用除外

(2) 失業保険金の給付日数の改定

(3) 特例個別延長給付制度の創設

(4) 再就職手当制度の創設

(5) 高齢求職者給付金制度の創設

(6) 保険料率の引上げ

【第96次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭59. 8.14 法77

昭 59.10.1,昭 6〇. 4.1,昭 6〇.

ゝ10.1施行

(1) 療養の本人給付率の変更

(2) 高額療養費制度の改善

(3) 特定療養費制度の創設

⑷任継の特例

(5) 退職者医療制度の創設

(6) 標準報酬の上下限の引上げ

【第97次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 6〇. 5.1法34

昭61.4.1,昭6〇. 7.1,昭6〇.

JO.1施行

職務外年金の厚生年金保険への統合

【第98次改正】

•船員法の一部を改正する法律

昭6〇. 6.1!法57

.昭61.4.1施行

出産手当金の支給期間の延長

【第99次改正】
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国家公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法105

.昭61.4.1施行

| 昭18. 3.1? 法74
〔昭17年度限り

健康保険と職員健康保険が統合されたこ 

とに伴い職員健康保険特別会計を廃止

ら「費用ノ内国庫ノ負担スル金額ヲ控除 

シタル残額」に改正

【第2次改正】

条文整理 「厚生保険特別会計法

昭］9. 2.15 法10

【第10〇次改正】

［私立学校教職員共済組合法等のー
瞻船員保険特別会計法 従来0

、昭19年度施行

［船員保険特別会計法が厚生保険特

部を改正する法律 別会計法に統合されたことに伴い,所要

昭6〇.12. 2? 法106 昭］5. 3. 2? 法13 の規定を整備

昭61.4.1施行
昭15年度施行

条文整理 【制定時】 【第3次改正】

船員保険法に基づく内地及び外地の船員 「船員保険法中改正法律

【第101次改正】 保険事業を共通経理するため,本法を設 昭20. 2.19 法24

［農林漁業団体職員共済組合法のー 置することとするとともに,各外地の船 、昭2〇. 4.1施行

部を改正する法律 員保険事業の歳入歳出は各当該地特別会 船員保険法の一部改正による葬祭料制度

昭60.12. 2? 法107 計の所属によるものとし,そのための歳 の創設に伴い,所要の規定を整備

昭61.4.1施行 入及び歳出の項目,利益及び損失の処

条文整理 理,一般会計からの繰入等について規定 【廃止】

［政府出資特別会計法外21法令の廃

【第102次改止】 【第1次改正】 止等に関する法律

|■地方公務員等共済組合法等の一部 「船員保険法中改正法律 昭 21.9.13 法21

を改正する法律 昭18. 3. 8 法27
［昭21.9.13施行

昭6〇.12. 2? 法108
L昭18. 4.1施行

廃止

、昭61.4.1施行 福祉施設の実施に伴い,所要の規定の整

条文整理 備

【第103次改正】 【廃止】
霸厚生保険特別会計法

［老人保健法等の一部を改正する法 『厚生保険特別会計法

律 昭19. 2.15 法10 昭19. 2.15 法］〇

昭61.12. 22 法］06
〔昭19年度施行 昭19年度施行

・昭62.1.1,昭63. 4.1 施行 会計事務の簡素化と事務費の節減を目的 【制定時】

老人保健施設療養費支給に伴う所要の改 として,特別会計の整理統合が行われ, 健康保険,厚生年金保険,船員保険の各

正 それまでの船員保険,健康保険及び労働 事業を経営するため,厚生保険特別会計

者年金保険の各特別会計が厚生保険特別 を設置し,健康勘定,年金勘定,船員勘

【第104次改正】 会計に統合されたことに伴い,船員保険 定及び業務勘定の区分により経理

『地域雇用開発等促進法 特別会計を廃止

昭 62. 3. 3!法23 【第1次改正】

、昭62. 4.1施行 「政府出資特別会計法外21法令の廃

失業保険金の個別1延長給付の特例支給
酸船員保険事業ノ経営二伴フ関

止等に関する法律

係各会計間ノ分担及関渉二関
スル法律

、昭21.9.13施行

昭15. 3. 2? 法14 朝鮮総督府,台湾総督府,関東局の各特
❸職貝健康保険特別会計法 昭15年度施行 別会計が廃止されたことに伴う条文の整

【制定時】 理

昭15. 3. 2? 法12 船員保険事業の経営に伴う内外地各特別

昭15年度施行 会計の国庫負担の分担及び船員保険特別 【第2次改正】

【制定時】 会計と外地各特別会計との繰入金の範囲 「公債金特別会計法外4法律の廃止

職員健康保険法に基づく職員健康保険事 等について規定 等に関する法律

業を経営するため,本法を設置し,その 昭22. 3. 3!法42

ための歳入及び歳出の項目,一時借入 【第1次改正】 ・昭22. 4.1施行

金,利益及び損失の処理等について規定 ~船員保険法中改正法律 健康勘定の積立金を健康保険勘定の福祉

昭18. 3. 8 法27 施設費に充てるために業務勘定へ繰り入

【廃止】 .昭18. 4.1施行 れることができることとしたこと

~教育基金特別会計法外23法律ノ廃 船員保険特別会計より外地各特別会計へ

止ニ関スル法律 の繰入金の範囲を「費用ノ五分ノ四」か 【第3次改正】
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•船員保険特別会計法

昭22.12. 24 法236

・昭22.12. 24施行

特別会計が分離独立したことに伴う同勘 

定の廃止

【第10次改正】

「厚生年金保険及び船員保険交渉法 

昭 29. 5.19 法117

・昭29. 5.19施行

年金勘定の歳入に船員保険特別会計から 

の受入金を,歳出に船員保険特別会計へ

厚生保険特別会計法等の一部を改 

正する法律

昭33. 3. 3!法32

-昭33. 3.3!施行

健康勘定の歳入不足の補塡のための一般 

会計からの繰入れの期間を「昭和34年度

【第4次改正】 の繰入金を加える旨の規定の追加 以降6年度間」とすることとしたこと

[印紙をもってする歳入金納付に関

する法律等の一部を改正する法律 【第11次改正】 【第16次改正】

昭 24.11.4 法222 「市町村職員共済組合法 「農林漁業団体職員共済組合法
〔昭24.11.4施行

昭29. 7.1法204 昭33. 4. 28 法99

健康勘定の積立金を健康保険事業の運営 、昭3〇.1.1施行
L昭34.1.1施行

に充てるため,同勘定の歳入に繰り入れ 同法附則第34項による交付金を年金勘定 農林漁業団体職員共済組合からの返還金

ることができることとしたこと の歳出に加える旨の規定の追加 を年金勘定の歳入とし,同組合への交付

金を同勘定の歳出とする旨の規定の追加

【第5次改正】 【第12次改正】

r厚生保険特別会計法の一部を改正 [厚生保険特別会計法等の一部を改 【第17次改正】

する法律 正する法律 「国家公務員共済組合法

昭26. 3.15 法20 昭3〇. 7. 30 法99 昭33. 5.1法128
〔昭26. 4.1施行

・昭3〇. 7. 30施行 L昭33. 7.1施行

健康保険事業の福祉施設費に充てるた (1)健康勘定の歳入不足の補塡のため, 年金勘定の歳出に,当分の間,同法附則

め,漸次,一般会計より,繰り入れるこ 昭和30年度以降7年度間,毎年度10億 第19条による交付金を追加

とができることとしたこと 円を限度として,一般会計から繰入れ

(2)日雇労働者健康保険事業の保健施設 【第18次改正】

【第6次改正】 及び福祉施設に必要な経費について, r地方公務員共済組合法の長期給付

資金運用部資金法の施行に伴う関 日雇健康勘定から業務勘定に繰入れを に関する施行法

係法律の整理に関する法律 行うこととし,これに関連して,業務 昭37. 9. 8 法153

昭26. 3. 3! 法102 勘定の决算上の剰余金について,従
〔昭37.12.1施行

・昭26. 4.1施行 来,健康勘定及び年金勘定の積立金に 市町村職員共済組合から地方公務員共済

資金運用部資金法の施行に伴う条文の整 のみ組み入れることとなっていたの 組合への移行に伴う改正

理 を,日雇健康勘定の積立金にも組み入

れることとしたこと 【第19次改正】

【第7次改正】 「旧令による共済組合等からの年金

[■厚生保険特別会計法の一部を改正 【第13次改正】 受給者のための特別措置法等のー

する法律 市町村職員共済組合法の一部を改 部を改正する法律

昭 28. 8.1 法162 正する法律 昭38. 6. 2? 法114

・昭28. 8.1施行 昭3〇. 8. 26 法177 L昭38. 6. 2?施行

厚生保険特別会計に日雇健康勘定を増置 .昭3〇. 8. 26施行 年金勘定の歳出に,当分の間,国家公務

条文整理 員共済組合法等の改正法(昭36法152)

【第8次改正】 附則第16条第2項による交付金を追加

「私立学校教職員共済組合法 【第14次改正】

昭 28. 8. 2!法245 淳生保険特別会計法の一部を改正 【第20次改正】
1昭29.1.1施行

する法律 '地方公務員共済組合法等の一部を

当分の間,同法附則第17項による負担金 昭 32. 3. 3!法46 改正する法律

を年金勘定の歳出に加える旨の規定の追
L昭32. 3.3!施行

昭39. 7. 6 法152

加 (1)健康勘定の歳入となるものとしてー
［昭39.10.1施行

般会計からの受入金を追加 「地方公務員共済組合法の長期給付等に

【第9次改正】 (2)決算上の剰余を積み立てた積立金の 関する施行法」が「地方公務員等共済組

[□雇労働者健康保険法の一部を改 一部を業務勘定に繰り入れることがで 合法の長期給付等に関する施行法」に改

正する法律 きることとしたこと 正したことに伴う改正

昭29. 3. 3!法30 (3)健康勘定の歳入不足の補塡のための

・昭29. 4.1施行 一般会計からの繰入れの期間を「昭和 【第21次改正】

日雇健康勘定の積立金を日雇健康事業の 30年度及び昭和33年度以降6年度間」 ,昭和40年度における旧令による共

運営に充てるため,予算の定める金額を とすることとしたこと 済組合等からの年金受給者のため

限り,同勘定の歳入に繰入れ の特別措置法等の規定による年金

【第15次改正】 の額の改定に関する法律
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| 昭 4〇. 6.1法101 
［昭4〇.10.1施行

年金勘定の歳出に,当分の間,「昭和40

年度における旧令による共済組合等から

! 昭47. 6.16 法69
〔昭47.10.1施行

年金勘定の歳出に,「農林漁業団体職員 

共済組合法等の改正法附則第4項による

【第32次改正】

国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭5〇. 6.13 法38

の年金受給者のための特別措置法等によ 交付金等」を追加 、昭5〇. 9. 25施行

る年金額改定法附則第io条による交付 年金福祉事業団に対する政府出資等の措

金」を追加 【第27次改正】 置を講じたことに伴う所要の規定の整備

健康保険法等の一部を改正する法

【第22次改正】 律 【第33次改正】

r昭和42年度における地方公務員等 昭48. 9. 26 法89 ・昭和44年度以後における農林漁業

共済組合法の規定による年金の額 .昭48.10.1施行 団体職員共済組合からの年金の額

の改定等に関する法律 (1)昭和49年度以降,当分の間,健康勘 の改定に関する法律等の一部を改

昭42. 7. 3!法105 定の借入金の限度額について拡大 正する法律
L昭42. 7. 3!施行 (2)昭和48年度以前の健康勘定の損失に 昭 51.5. 22 法24

年金勘定の歳出に,当分の間,「昭和42 ついて,当分の間一般会計から繰入れ
〔昭51.7.1施行

年度における地方公務員等共済組合法に 年金勘定の歳出に,当分の間,「昭和44

よる年金額改定法附則第12条による交付 【第28次改正】 年度以後における農林漁業団体職員共済

金」を追加 昭和44年度以後における私立学校 組合からの年金額改定法等の改正法附則

教職員共済組合からの年金の額の 第8条による交付金」を追加

【第23次改正】 改定に関する法律等の一部を改正

昭和42年度における地方公務員等 する法律 【第34次改正】

共済組合法の規定による年金の額 昭48. 9. 29 法104 国民年金法等の一部を改正する法

の改定等に関する法律等の一部を
［昭49. 4.1施行

律

改正する法律 年金勘定の歳出に,当分の間「昭和44年 昭 53. 5.16 法46

昭43.12. 2? 法111 度以後における私立学校教職員共済組合 .昭53. 5.16施行

.昭43.12. 2?施行 からの年金額改定法等の改正法附則第7 (1)児童手当勘定の歳出に児童手当の福

年金勘定の歳出に,当分の間「昭和43年 項による交付金」を追加 祉施設費を追加

度における地方公務員等共済組合法によ (2)児童手当の福祉施設費に充てるた

る年金額改定法附則第12条による交付 【第29次改正】 め, 同勘定の積立金を歳入に繰入れ

金」を追加 昭和42年度以後における地方公務

員等共済組合法の年金の額の改定 【第35次改正】

【第24次改正】 等に関する法律等の一部を改正す 健康保険法等の一部を改正する法

［厚生保険特別会計法の一部を改正 る法律 律

する法律 昭49. 6. 25 法95 昭55.12.10 法］08

昭46. 5. 2? 法74
〔昭49.10.1施行

・昭56. 3.1施行
〔昭46. 7.1施行 年金勘定の歳出に,当分の間「昭和42年 健康勘定の借入れ限度額の拡大

児童手当に関する政府の経理を新たに厚 度以後における地方公務員等共済組合法

生保険特別会計において行うため,同会 の年金額改定等法の改正法附則第16条に 【第36次改正】

計に児童手当勘定を設定 よる交付金」を追加 「老人保健法

昭57. 8.1? 法80

【第25次改正】 【第30次改正】
L昭58. 2.1施行

昭和42年度以後における地方公務 農林漁業団体職員共済組合法等の 健康保険事業に同法による拠出金を追加

員等共済組合法の年金の額の改定 一部を改正する法律

等に関する法律等の一部を改正す 昭49. 6. 25 法96 【第37次改正】

る法律 昭49.10.1施行 '健康保険法等の一部を改正する法

昭46. 5. 29 法83 年金勘定の歳出に,当分の間「農林漁業 律
〔昭46.10.1施行 団体職員共済組合法等の改正法附則第6 昭59. 8.14 法77

法律第105号(昭42. 7. 31)及び法律第 条による交付金」を追加 ・昭59.10.1施行

111号(昭43.12. 27)による追加措置に (1)健康保険事業に国民健康保険法によ

ついて「昭和42年度以後における地方公 【第31次改正】 る拠出金を追加

務員等共済組合法の年金額改定等法等の ［恩給法等の一部を改正する法律等 (2)日雇労働者健康保険制度の廃止とそ

改正法附則第8条」に改正 の一部を改正する法律 の対象者に対する健康保険制度の適用

昭49. 6. 2? 法100 に伴う等の所要の規定の整備

【第26次改正】
〔昭49. 6.2?施行

［■農林漁業団体職員共済組合法等の 条文整理 【第38次改正】

一部を改正する法律 ~国民年金特別会計法等の一部を改
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正する法律

昭61.3. 28 法 7

・昭61.4.1施行

年金勘定の歳入に国民年金特別会計基礎 

年金勘定からの受入金を,歳出に国民年 

金特別会計基礎年金勘定への繰入金等を 

加える等所要の規定の整備

【第39次改正】

•国の補助金等の臨時特例等に関す 

る法律

昭61.5. 8 法46

.昭61.5. 8施行

昭和61年度から昭和63年度までの各年度 

における厚生年金保険事業にかかる国庫 

負担金の繰入れの特例等を規定

【第40次改正】

~年金財政基盤強化のための年金福 

祉事業団の業務の特例及び国庫納 

付金の納付に関する法律

昭62. 6. 2 法59

.昭62. 6. 2施行

年金勘定の歳入に年金福祉事業団からの 

国庫納付金を追加

魁船員保険特別会計法

昭22.12. 24 法236
昭22.11.1,昭22.12. 24 施行

【制定時】

船員保険法に基づく船員保険事業を経営 

するため,本法を設置し,普通保険勘定 

及び失業保険勘定の区分により経理

【第1次改正】

•船員保険特別会計法の一部を改正 

する法律

昭24. 3. 3!法10

・昭24. 3.31,昭24. 4.1施行 

経理の能率化を図るため勘定区分を廃止 

することとしたほか,一般会計からの国 

庫負担金の精算に関する所要の規定の整 

備

【第2次改正】

'資金運用部資金法の施行に伴う関 

係法律の整理に関する法律

昭26. 3. 3!法102

・昭26. 4.1施行

条文整理

【第3次改正】

「船員保険法の一部を改正する法律

! 昭 29. 5.19 法116
L昭29. 5.19施行

歳出入に,国家公務員共済組合への移換 

金及び同組合からの受入金を追加

【第4次改正】

~厚生年金保険及び船員保険交渉法 

昭29. 5.19 法117

-昭29. 5.19施行

歳出入に,厚生保険特別会計の年金勘定 

への繰入金・及び同勘定からの受入金を追 

加

【第5次改正】

~市町村職員共済組合法

昭29. 7.1法204

、昭3〇.1.1施行

歳出入に,市町村職員共済組合への移換 

金等を追加

【第6次改正】

・厚生保険特別会計法等の一部を改 

正する法律

昭30. 7. 30 法99

・昭3〇. 7. 30施行

療養の給付の財源に充てるため,昭和30 

年度以降6年度間毎年度2, 500万円を限 

度として一般会計から繰入れ

【第7次改正】

~公共企業体職員等共済組合法

昭31.6. 6 法134

、昭31.7.1施行

歳出入に,公共企業体職員等共済組合へ 

の移換金等を追加

【第8次改正】

~船員保険特別会計法の一部を改正 

する法律

昭32. 3. 3!法47

・昭32. 3. 3!施行

(1) 「船員保険法による国庫負担金の額」 

と調整される「一般会計からの受入 

金」から同法第58条ノ 2による補助金 

を除外

(2) 昭和30年法律第99号による一般会計 

からの繰入れの期間を昭和30年度及び 

昭和33年度以降5年間とすることとし 

たこと

【第9次改正】

~厚生保険特別会計法等の一部を改 

正する法律

昭 33. 3. 3!法32

・昭33. 3. 3!施行 

一般会計からの繰入れ措置の期間を昭和

34年度以降5年間とすることとしたこと

【第10次改正】

~地方公務員共済組合法

昭37. 9. 8 法152

・昭37.12.1施行

市町村職員共済組合から地方公務員共済 

組合への移行に伴う改正

【第11次改正】

'地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

.昭39.10.1施行

地方公務員共済組合法が地方公務員等共 

済組合法に改正されたことに伴う改正

【第12次改正】

・沖縄居住者等に対する失業保険に 

関する特別措置法

昭42. 6.13 法37

・昭42. 7.1施行

船員保険事業に,沖縄居住者等に対する 

船員保険法相当給付事業を追加

【第13次改正】

~厚生保険特別会計法の一部を改正 

する法律

昭46. 5. 2? 法74

・昭46. 7.1施行

(1) 児童手当に関する政府の経理を新た 

に船員保険特別会計において行うた 

め,同会計に児童手当勘定を設けると 

ともに,所要の規定の整備

(2) 決算上の剰余金を積み立てるほか翌 

年度歳入に繰り入れることができるこ 

ととしたこと

【第14次改正】

'沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭 46.12. 3! 法130

・昭47. 5.15施行

昭和42年法律第37号による改正措置の廃 

止

【第15次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 5〇. 6.13 法38

・昭5〇. 9. 25施行

年金福祉事業団に対する政府出資等を講 

じたことに伴う所要の規定の整備

【第16次改正】

「老人保健法
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! 昭 57. 8.1? 法80
〔昭58. 2.1施行 

同法による拠出金を追加

【第17次改正】

・国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭58.12. 3 法82

昭59. 4.1施行

条文整理

【第18次改正】

'健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 59. 8.14 法77

.昭59.10.1施行

⑴ 国民健康保険法による拠出金の追加 

⑵ 船員保険事業の財源に充てるため, 

積立金は本会計の歳入に繰入れ

【第19次改正】

'国民年金特別会計法等の一部を改 

正する法律

昭61.3. 28 法7

-昭61.4.1施行

船員保険の職務外年金部門が厚生年金保 

険に統合されること等に伴う所要の規定 

の整備

❹社会保険診療報酬支払基金法

昭23. 7.10 法129
昭23. 8.1施行

【制定時】

業務(各保険者との契約により,保険者 

が診療担当者に対して支払う診療報酬の 

支払いを代行し,またこれら診療報酬請 

求書の審査を行う)

【第1次改正】

•法務局及び地方法務局設置に伴う 

関係法律の整理等に関する法律 

昭24. 5. 3!法137 

一昭24. 6.1施行

字句の整理

【第2次改正】

~社会保険診療報酬支払基金法のー 

部を改正する法律

昭 24. 5. 3! 法167

・昭24. 6.1施行

(1)診療報酬委託金の増額

(2)審査委員会の組織及び権限に関する 

規定の制定

(3.!予算経理に関する規定の制定

【第3次改正】

•所得税法等の改正に伴う関係法令 

の整理に関する法律

昭 25. 3. 3!法79

・昭25. 4.1施行

基金に所得税及び法人税を課すこととな 

った〇

【第4次改正】

•生活保護法

昭25. 5. 4 法144

、昭25. 5. 4 施行

生活保護法による診療報酬の審査事務を 

業務に追加

【第5次改正】

~結核予防法

昭 26. 3. 3!法96

・昭26. 4.1施行

結核予防法による診療報酬の支払事務を 

業務に追加

【第6次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法

昭27. 4. 30 法127

、昭27. 4.30施行 

戦傷病者戦没者遺族等援護法による診療 

報酬の審査事務を業務に追加

【第7次改正】

~生活保護法の一部を改正する法律 

昭28. 3. 23 法21

・昭28. 3.23施行

生活保護法による診療報酬の支払事務を 

業務に追加

【第8次改正】

~未帰還者留守家族等援護法

昭28. & 1法161

・昭28. 8.1施行

未帰還者留守家族等援護法による診療報 

酬の審査事務を業務に追加

【第9次改正】

-日雇労働者健康保険法

昭28. 8.14 法207

、昭28.11.1施行

日雇労働者健康保険法による診療報酬の 

審査-支払事務を業務に追加

【第10次改正】

「児童福祉法の一部を改正する法律

! 昭 29. 3. 3!法26
L昭29. 4.1施行

児童福祉法による診療報酬の審査•支払 

事務を業務に追加

【第11次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 29. 3. 3!法28

・昭29. 4.1施行

(1) 身体障害者福祉法による診療報酬の 

審査•支払事務を業務に追加

(2) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による 

診療報酬の支払事務を業務に追加

【第12次改正】

•防衛庁職員給与法の一部を改正す 

る法律

昭 3〇. 8.1法111

-昭30. 8.1施行

防衛庁職員給与法による診療報酬の審査

・支払事務を業務に追加

【第13次改正】

・原子爆弾被爆者の医療等に関する 

法律

昭32. 3. 3!法41

.昭32. 4.1施行

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に 

よる診療報酬の審査•支払事務を業務に 

追加

【第14次改正】

・児童福祉法の一部を改正する法律 

昭 33. 5.1 法120

・昭33. 5.1施行

児童福祉法に新設された養育医療の診療 

報酬の審査•支払事務を業務に追加

【第15次改正】

~国民健康保険法施行法

昭33.12. 2? 法193

・昭34.1.1施行

条文整理

【第16次改正】

~児童福祉法の一部を改正する法律 

昭34. 3. 28 法53

■・昭34. 4.1施行

児童福祉法に新設された療育給付の診療 

報酬の審査•支払事務を業務に追加

【第17次改正】

・原子爆弾被爆者の医療等に関する 

法律の一部を改正する法律 

昭 35. 8.1 法136
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［昭35. 8.1施行 r公害に係る健康被害の救済に関す 【第32次改正】

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律に る特別措置法 健康保険法等の一部を改正する法

新設された一般疾病医療費の診療報酬の 昭 44.12.15 法 90 律

審査・支払事務を業務に追加 ・昭45. 2.1施行 昭 59. & 14 法77
公害に係る健康被害の救済に関する特別 〔昭59.10.1施行

【第18次改正】 措置法による診療報酬の審査・支払事務 基金の主たる事務所に特別審査委員会を

「精神衛生法の一部を改正する法律 を業務に追加 設置

昭36. 4.18 法66
L昭36.10.1施行

【第26次改正】 【第33次改正】

精神衛生法による診療報酬の審査・支払 「許可,認可等の整理に関する法律 「老人保健法等の一部を改正する法

事務を業務に追加 昭45. 6.1法111 律

、昭45. 6.1施行 昭 61.12. 22 法106
【第19次改正】 定款の変更は厚生大臣の認可が必要であ

［昭62.1.1,昭63. 4.1 施行

「結核予防法の一部を改正する法律 ったが厚生省令で定める事項にかかる定 老人保健施設療養費の支給に関する業務

昭36. 5. 26 法94 款の変更をしたときは厚生大臣に届け出 を追加

、昭36.10.1施行 ることとした。

結核予防法による診療報酬の審査事務を 【第34次改正】

業務に追加 【第27次改正】 r精神衛生法等の一部を改正する法

r老人福祉法の一部を改正する法律 律

【第20次改正】 昭47. 6. 23 法96 昭62. 9. 26 法98

麻薬取締法筹の一部を改正する法 ■•昭48.1.1 施行
〔昭63. 7.1施行

律 老人福祉法による診療報酬の審査•支払 精神衛生法が精神保健法に改正されたこ

昭38. 6. 2! 法108 事務を業務に追加 とに伴う所要の改正
［,昭38. 7.1!施行

麻薬取締法による診療報酬の審査•支払 【第28次改正】

事務を業務に追加 公害健康被害補償法
觀社会保険審議会,社会保険医
療協議会,社会保険審査官及

【第21次改正】 、昭49. 9.1施行 び社会保険審査会の設置に関
~戦傷病者特別援護法 公害に係る健康被害の救済に関する特別 する法律
昭38. & 3 法168 措置法の廃止により同法による診療報酬 昭25. 3. 3!法47

L昭38.11.1施行
の審査・支払事務を業務から除外

昭25. 4.1施行

戦傷病者特別援護法による診療報酬の審 【改題】

査・支払事務を業務に追加 【第29次改正】 「社会保険審議会及び社会保険医療協議

健康保険法等の一部を改正する法 会法」に改題〔第2次改正〕

【第22次改正】 律

「精神衛生法の一部を改正する法律 昭51.6. 5 法62 【制定時】

昭 4〇. 6. 30 法139 ・昭51.6. 5施行 健康保険審查会,厚生年金保険審査会,
L昭4〇. 6. 30施行 (1)現行業務の他,厚生大臣が定める業 船員保険審査会を社会保険審査会に統合

精神衛生法に新設された通院医療の診療 務についても受託

報酬の審査・支払事務を業務に追加 (2)審査委員会の委員の定数の上限規定 【第1次改正】

を削除 審議会の整理等のための厚生省設

【第23次改正】 置法等の一部を改正する法律

「母子保健法 【第30次改正】 昭26. 6.1法174

昭 4〇. 8.18 法141 健康保険法等の一部を改正する法 ・昭26. 6.1施行

、昭41.1.1施行 律 任期を2年とされた社会保険審査会の委

母子保健法による診療報酬の審査•支払 昭 55.12.10 法108 員のうち厚生大臣が指名するその半数の

事務を業務に追加 昭56. 3.1施行 者の任命の際に指名する半数の者の任期

診療報酬請求書の再審査に関する規定を を1年に改正し,任期を3年とされた社

【第24次改正】 明確化 会保険審査会の委員の任期を2年に改正

［登録免許税法の施行に伴う関係法

令の整備等に関する法律 【第31次改正】 【第2次改正】

昭42. 6.12 法36 「老人保健法 f社会保険審査官及び社会保険審査

.昭42. &1施行 昭57. 8.1? 法80 会法

登録税が課せられることとなった。
L昭57. 9.10施行

昭 28. 8.14 法206

老人保健法による診療報酬の審査・支払
L昭28. 8.1施行

【第25次改正】 事務を業務に追加 (1)社会保険審議会,社会保険医療協議
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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から分離

⑵題名を「社会保険審議会及び社会保 

険医療協議会法」と改正

【第3次改正】

•日雇労働者健康保険法

昭 28. 8.14 法207

、昭28.11.1施行

日雇健康保険事業の運営に関する事項を 

審議事項に追加

【第4次改正】

'健康保険法の一部を改正する法律 

昭32. 3. 3!法42

、昭32. 5.1施行

医療機関の指定と保険医の登録の二重指 

定制度

【第5次改正】

'国民健康保険法施行法

昭33.12. 2? 法193

・昭34.1.1施行 

国民健康保険の療養の給付を担当する者 

を国民健康保険の療養取扱機関,国民健 

康保険医及び国民健康保険薬剤師に改正

【第6次改正】

•社会保険審議会及び社会保険医療 

協議会法の一部を改正する法律 

昭 36.11.16 法 227

・昭36.11.16施行

中央社会保険医療協議会及び地方社会保 

険医療協議会の所掌事務の範囲及び組織 

の改正

【第7次改正】

・厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭 37. 5.1!法123

.昭37. 7.1施行 

社会保険庁の設置

【第8次改正】

~国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行 

第11条(庶務)を削除

【第9次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭59. 8.14 法77

-昭59.10.1,昭59. 8.14 施行

(1) 日雇労働者健康保険を健康保険へ移 

行

(2) 特定療養費制度の発足。特定承認保 

険医療機関の設置

【第10次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

・昭6〇. 7. 3!施行

厚生年金保険に関する事項を年金審議会 

へ移行

够国民健康保険再建整備資金貸 
付法

昭27. 5. 20 法144
昭27. 5.20施行

【制定時】 

国民健康保険を再建するため,長期資金 

貸付制度が創設された。

【第1次改正】

・国民健康保険再建整備資金貸付法 

の一部を改正する法律

昭28. 8.1法118

・昭28. 8.1施行

貸付要件の緩和,貸付年度の延長,貸付 

対象額の増額及び貸付割合の引上げ

【廃止】

~行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7. 23施行

廃止

❸社会保険審査官及び社会保険 
審査会法

昭28. 8.14 法206
昭28. 8.1施行

【制定時】

⑴社会保険審査会の改組

⑵審査事項の拡大

⑶審査手続の整備

【第1次改正】

~厚生年金保険法

昭29. 5.19 法115

、昭29. 5.19施行 

審査請求の対象に「被保険者の資格」を 

追加

【第2次改正】

~国民年金法 

昭 34. 4.16 法141

・昭34.11.1施行

国民年金法による年金給付を審査請求に 

追加

【第3次改正】

・社会保険審査官及び社会保険審査 

会法の一部を改正する法律

昭 35. 8.1法134

・昭35.10. 3! 施行

(1) 社会保険審査会の委員の増員

(2) 審査請求事件の処理方法に関する規 

定の整備

【第4次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭36.10. 3! 法167

、昭36.10. 3! 施行

死亡一時金を審査請求に追加

【第5次改正】

•通算年金制度を創設するための関 

係法律の一部を改正する法律 

昭 36.11.1法182

-昭36.11.1施行

「通算年金通則法第7条第1項の規定に 

よる確認」を審査の対象に追加

【第6次改正】

'厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭37. 5.1!法123

・昭37. 7.1施行

社会保険庁設置

【第7次改正】

•行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整備等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

手続規定の整備

【第8次改正】

・厚生年金保険法の一部を改正する 

法律

昭4〇. 6.1法104

・昭41.10.1施行

厚生年金基金の設置

【第9次改正】

\石炭鉱業年金基金法
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! 昭42. 8.16 法135
L昭42. 8.16施行

石炭鉱業年金基金の設置

【第10次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭44.12.10 法 86

■・昭45.10.1施行

国民年金基金の設置

【第11次改正】

~国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行

第31条(庶務)を削除

【第12次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 59. 8.14 法77

.昭59.10.1施行

日雇労働者健康保険法の廃止(日雇労働 

者の健康保険の体系への取入れ)

【第13次改正】

•国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

・昭61.4.1施行

(1) 基礎年金の導入

(2) 被保険者の適用拡大

【第14次改正】

・国家公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法105

-昭61.4.1施行

国民年金の基礎年金制度の適用

【第15次改正】

•私立学校教職員共済組合法等のー 

部を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法106

・昭61.4.1施行

国民年金の基礎年金制度の適用

【第16次改正】

'農林漁業団体職員共済組合法のー 

部を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法107

・昭61.4.1施行

国民年金の基礎年金制度の適用

【第17次改正】

・地方公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭60.12. 27 法108

・昭61.4.1施行

国民年金の基礎年金制度の適用

鶴日雇労働者健康保険法

昭 28. 8.14 法207
昭28.11.1,昭 29.1.15 施行

【制定時】

日雇労働者及びその被扶養者に対して療 

養の給付及び家族療養費の支給を3か月 

間行うこととした。

【第1次改正】

~私立学校教職員共済組合法 

昭 28. 8. 2!法245

、昭29.1.1施行

条文整理

【第2次改正】

•日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭29. 3. 3!法30

・昭29. 4.1施行

給付の期間を定めるに当たって基礎とな 

る保険料納付期間を3か月から6か月に 

変更

【第3次改正】

ー市町村職員共済組合法 

昭29. 7.1法204

,昭3〇.1.1施行

条文整理

【第4次改正】

・国税徴収法の一部を改正する法律 

昭3〇. 6. 30 法39

、昭3〇. 7.1施行

延滞金の徴収額の1日当たりの単位とな 

る額を8銭から6銭に変更

【第5次改正】

~日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭3〇. 8.1法116

・昭3〇. 8.1施行

(1) 被扶養者の範囲が,被保険者と3親 

等の親族まで拡大

(2) 療養の給付及び家族療養費の支給期 

間が1年に延長

(3) 埋葬料,家族埋葬料,分娩費,配偶 

者分娩費等の現金給付を創設

【第6次改正】

~公共企業体職員等共済組合法

昭31.6. 6 法134

、昭31.7.1施行

条文整理

【第7次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭 31.6.12 法148

、昭31.9.1施行

条文整理

【第8次改正】

・健康保険法の一部を改正する法律 

昭 32. 3. 3!法42

昭 32. 3.31,昭 32. 4.1,昭 32.

.7.1,昭32. 5.1施行 

保険医療機関の機関指定制への移行,保 

険医の登録制の採用に伴う所要の改正

【第9次改正】

~国家公務員共済組合法

昭 33. 5.1 法128

・昭33. 7.1施行

条文整理

【第10次改正】

~日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭33. 5.10 法149

昭 33. 7.1,昭33.10.1施行

(1) 傷病手当金及び出産手当金の制度を 

創設

(2) 保険料の引上げ

【第11次改正】

~国民健康保険法施行法

昭33.12. 27 法193

••昭34.1.1施行

条文整理

【第12次改正】

~国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148

-昭35.1.1施行

条文整理

【第13次改正】

•日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭35. 3. 3!法20

・昭35. 3. 31,昭35. 4.1施行

(1)傷病手当金の受給要件を緩和(待期
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期間の短縮)

(2)出産手当金の支給期間を21日に延長

【第14次改正】

・日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭 36. 6.15 法136

.昭36. 6.15,昭36. 7.1施行

(1) 特別療養費制度創設

(2) 療養の給付及び家族療養費の支給の 

支給期間を2年に延長

(3) 傷病手当金の額の弓1上げ

(4) 分娩費,配偶者分娩費の額の引上げ

(5) 保険料の引上げ

【第15次改正】

国税通則法の施行等に伴う関係法 

令の整備等に関する法律 

昭37. 4. 2 法67
〔昭37. 4.1施行

条文整理

【第16次改正】

•厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭37. 5.1!法123
〔昭37. 7.1施行

社会保険庁の設置に伴う所要の改正

【第17次改正】

［行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭 37. 5.16 法140 

.昭37.10.1施行

条文整理

【第18次改正】

'地方公務員共済組合法 

昭37. 9. 8 法152
L昭37.12.1施行

条文整理

【第19次改正】

［行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161
［昭37.10.1施行

条文整理

【第20次改正】

・地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭 39. 7. 6 法152
〔昭39.10.1施行

条文整理

【第21次改正】

•印紙税法

昭 42. 5. 3!法23

・昭42. 6.1施行

条文整理

【第22次改正】

・利率等の表示の年利建て移行に関

する法律

昭45. 4.1法13

・昭45. 4.1施行

条文整理

【第23次改正】

・国家公務員災害補償法の一部を改

正する法律

昭 48. 8.10 法69
［昭48.12.1施行

国家公務員の通勤上の災害についても補 

償の範囲を広げた。

【第24次改正】

•地方公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭48. 9.1法76
［昭48.12.1施行

地方公務員の通勤上の災害についても補 

償の範囲を広げた。

【第25次改正】

労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭48. 9. 2!法85

・昭4&12.1施行

一般労働者の通勤上の災害についても補 

償の範囲を広げた。

【第26次改正】

［日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭48. 9. 26 法91
〔昭48.10.1 施行

(1) 療養の給付及び家族療養費の支給期 

間を3年6か月に延長

(2) 傷病手当金及び出産手当金の額の引 

上げ

(3) 埋葬料,分娩費及び配偶者分娩費の 

額の引上げ

(4) 賃金日額及び保険料の変更

【第27次改正】

•日雇労働者健康保険法の一部を改

正する法律

昭49.12. 28 法118

・昭5〇.1.1施行

(1)家族療養費の給付割合を7割に引上

げ

(2) 高額療養費支給制度を新設

(3) 傷病手当金の支給期間を6か月に延 

長

(4) 出産手当金の支給期間を84日に延長

(5) 療養の給付及び家族療養費の支給期 

間を5年に延長

(6) 埋葬料及び分娩費の額の引上げ

(7) 賃金日額及び保険料の大幅変更

【第28次改正】

健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭55.12.10 法108

.昭56. 3.1施行

条文整理

【第29次改正】

「老人保健法

昭57. 8.1? 法80

・昭58. 2.1施行

老人保健拠出金を日雇労働者からも徴収

【第30次改正】

［国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭5& 12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

条文整理

【廃止】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭59. 8.14 法77

.昭59.10.1施行

日雇労働者が健康保険体系へ取り入れら 

れたことにより廃止

・国民健康保険法

昭33.12. 2? 法192 
昭34.1.1施行

【制定時】

(1) 市町村に国民健康保険事業の実施義 

務

(2) 国民健康保険事業の運営が健全に行 

われるように,国は同事業の最終責任 

者として努力

(3) 市町村の区域内に住所を有する者 

は,適用除外者を除いて全部被保険者 

となること

(4) 市町村に国民健康保険運営協議会を
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設置

(5)療養の給付の範囲(①診察,②薬剤 

又は治療材料の支給,③処置,手術そ 

の他の治療,④病院又は診療所への収 

容,⑤看護，⑥移送)

【第1次改正】

•国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148 

-昭35.1.1施行

国民健康保険組合の徴収する保険料等の 

先取特権の順位に関する規定等の改正

【第2次改正】

~地方税法の一部を改正する法律 

昭34. 4. 20 法149

、昭35.1.1施行

条文整理

【第3次改正】

・日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭 36. 6.15 法136

・昭36. 6.15施行

(1)日雇労働者健康保険の被保険者手帳 

の交付を受けた者が当該被保険者とな 

る見込みのないことが明らかになり, 

被保険者手帳を返納したときは,国民 

健康保険の被保険者となること

⑵日雇労働者健康保険の特別療養費の 

支給を受けることができる期間は,国 

保の継続給付は停止

【第4次改正】

"国民健康保険法の一部を改正する 

法律

昭 36. 6.1? 法143 

・昭36.10.1施行

世帯主の結核性疾病又は精神障害につい 

て法定給付割合を7割に引き上げ,これ 

に伴う保険者負担の増加分(結核•精神 

にかかる療養に要する費用の2/10)は全 

額,国が負担•補助

【第5次改正】

・国民健康保険法の一部を改正する 

法律

昭 37. 3. 3!法57

・昭37. 4.1施行

療養給付費に対する国の負担•補助の率 

を2/1〇から25/100に引上げ

【第6次改正】

r行政事件訴訟法の施行に伴う関係 
I法律の整理等に関する法律

! 昭37. 5.16 法140
〔昭37.10.1施行

保険給付,保険料等に関する処分の取消 

しの訴えは,審査請求に対する裁決を経 

た後でなければ起こすことができないと 

規定

【第7次改正】

ー地方公務員共済組合法 

昭 37. 9. 8 法152

・昭37.12.1施行

条文整理

【第8次改正】

'行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1 施行

条文整理

【第9次改正】

"国民健康保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 38. 3. 3!法62

-昭38. 4.1,昭38.10.1 施行

(1)生活保護世帯の3か月併給廃止

⑵世帯主の7割給付

(3)療養給付範囲の制限撤廃

⑷ 調整交付金の割合を5分から1割に 

引上げ

⑸ 低所得者に対する保険料(税)の減 

額の実施

【第10次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

昭 38. 6. 8 法99

、昭39. 4.1施行

条文整理

【第11次改正】

~地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

・昭39.10.1施行

条文整理

【第12次改正】

・労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭4〇. 6.1!法130

-昭41.2.1施行

条文整理

【第13次改正】

[■国民健康保険法の一部を改正する
|法律

| 昭41.6. 6 法79
〔昭41.6. 6,昭43.1.1施行 

定率国庫負担4割の実現等 

⑴世帯員の7割給付

(2) 療養給付費補助金の補助率の引上げ 

(2割5分-4割)

(3) 調整交付金の割合を1割から5分へ 

引下げ

【第14次改正】

イ主民基本台帳法

昭42. 7. 25 法81

・昭42.11.10施行

被保険者資格の得喪に関する規定の改正

【第15次改正】

・地方公務員災害補償法

昭 42. 8.1法121

、昭42.12.1施行

調整規定に所要の改正

【第16次改正】

ー許可,認可等の整理に関する法律 

昭45. 6.1法111

、昭45. 6.1施行

国保組合及び国保団体連合会の規約変更 

のうち厚生省令で定めるものについては 

届出で足ることとなった。

【第17次改正】

.労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭48. 9. 2!法85

・昭48.12.1施行

条文整理

【第18次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭48. 9. 26 法89

.昭5〇.10.1施行

高額療養費支給制度の昭和50年10月1日 

からの導入

【第19次改正】

'労働者災害補償保険法等の一部を 

改正する法律

昭 51.5. 2? 法32

.昭52. Q 4.1施行
条文整理'

【第20次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 51.6. 5 法62

・昭51.6. 5施行
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国保団体連合会の診療報酬審査委員会の 

委員は,都道府県知事が定めるところに 

より,国f呆医等を代表する委員,保険者 

を代表する委員及び公益を代表する委員 

各々同数で組織されるところとなった。

【第21次改正】

［健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 52.12.16 法 86
〔昭53. 4.1施行

国保組合に対する国庫補助を組合の財政 

力等に応じ,総療養給付費の40%までの 

範囲内において増額

【第22次改正】

［健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 55.12.10 法108 

昭56. 3.1施行

療養取扱機関等の指導等の規定を整備

【第23次改正】

「老人保健法

昭 57. & 1? 法80
L昭58. 2.1施行

(1) 老人保健法の医療を受けることがで 

きる者については療養の給付等を行わ 

ないこととすること

(2) 国は,市町村に対し,医療費拠出金 

の納付に要する費用の7/1〇に相当する 

額に40/10〇を乗じて得た額を負担する 

こと,また,調整交付金の総額の算定 

基礎に医療費拠出金の納付に要する費 

用の7/1〇に相当する額を算入すること

(3) 拠出金の納付に要する費用は保険料 

をもって充てること

【第24次改正】

国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

字句の整理

【第25次改正】

「健康保険法等の•部を改正する法 

律

昭 59. 8.14 法77

昭 59.10.1,昭 6〇. 4.1,昭 59.

.8.14施行

(1)退職者医療制度の創設

①趣旨(退職後給付水準低下,また 

医療費負担の国庫と他の国保加入者

偏重を是正するため,退職者医療制 

度を創設)

② 対象者(⑦被用者年金の老齢(退 

職)年金受給権者等であって70歳未 

満の国民健康保険加入者,④その被 

扶養者)

③ 給付

@ 給付の内容(高齢退職者につい 

ては8割,被扶養者については, 

外来7割,入院8割,その他高額 

療養費支給制度)

④給付の実務主体(国民健康保険 

の保険者たる市町村)

④ 財源(保険料(税)及び被用者保 

険の保険者が拠出する被用者保険保 

険者拠出金)

(2) 国庫補助制度の改正

市町村国保に対する国庫補助につい 

ては,医療費の45% (療養給付費等負 

担金40%,財政調整交付金5%)か 

ら,医療給付費の50% (療養給付費等 

負担金40%,財政調整交付金10%)へ 

と変更する等改正

(3) 特定療養費制度の創設

【第26次改正】

国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

-昭61.4.!施行

条文整備

【第27次改正】

・国家公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭6〇.12. 27 法105
〔昭61.4.1施行

条文整理

【第28次改正】

［老人保健法等の一部を改正する法 

律

昭 61.12. 22 法106
［昭62.1.1,昭63. 4.1 施行 

被保険者資格証明書交付等の措置。老人 

保健施設療養費支給に伴う所要の改正

【第29次改正】

「地方公共団体の執行機関が国の機 

関として行う事務の整理及び合理 

化に関する法律

昭 61.12. 26 法109

、昭62.1.1施行

療養取扱機関が所在地以外の都道府県の 

被保険者に対して療養の給付を行う場合 

の所在地の都道府県知事への申し出を廃

止

・国民健康保険法施行法

昭33.12. 2? 法193
昭34.1.1,昭33.12. 2? 施行

【制定時】

国民健康保険法の施行に伴い,必要な経 

過措置を定めるとともに,他の法律のー 

部を改正

【第1次改正】

•国民健康保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 38. 3. 3!法62
1.昭38. 4.1施行

療養の給付の範囲の一部(国民健康保険 

法施行法で往診,歯科補綴,入院の際の 

給食及び寝具と定める)を制限すること 

のできる期間を,昭和40年3月31日まで 

に限定

・健康保険法及び船員保険法の 
臨時特例に関する法律 

昭42. 8. 24 法140
昭42. 8.24,昭42. 9.1,昭42.10.1 
爲行

【制定時】

(1) 一部負担金の額の引上げ(外来100 

円—200円入院1日につき30円一>60円)

(2) 政府管掌健康保険の保険料率の引上 

げ(6. 5%->7. 〇%)(なお,同法は昭 

和44年8月31日が有効期限となってい 

る。)

【失効】

〔本法附則

本法の附則により昭和44年8月31日失効 

とされた。

物社会保険労務士法

昭 43. 6. 3 法89
昭43.12. 2施行

【制定時】

国家資格として社会保険労務士制度が制

定され,

(1) 社会保険労務士の業務内容

(2) 社会保険労務士の権利•義務

(3) 社会保険労務士試験の方法等
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について規定

【第1次改正】

'職業訓練法

昭44. 7.18 法64

•昭44.10.1施行

条文整理

【第2次改正】

~失業保険法及び労働者災害補償保 

険法の一部を改正する法律及び労 

働保険の保険料の徴収等に関する 

法律の施行に伴う関係法律の整備 

等に関する法律

昭44.12. 9 法85

、昭47. 4.1施行 

業務範囲に同法を追加

【第3次改正】

~家内労働法

昭45. 5.16 法60

・昭45.10.1施行

業務範囲に同法を追加

【第4次改正】

•中高年齢者等の雇用の促進に関す 

る特別措置法

昭46・5. 25法68

・昭46.10.1 施行 

業務範囲に同法を追加

【第5次改正】

・児童手当法

昭46. 5. 2? 法73

・昭47.1.1施行 

業務範囲に同法を追加

【第6次改正】

■・勤労者財産形成促進法 

昭 46. 6.1法92

、昭46. 6.1施行 

業務範囲に同法を追加

【第7次改正】

•沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭46.12. 3! 法130

・昭47. 5.15施行

業務範囲に同法を追加

【第8次改正】

~沖縄振興開発特別措置法 

昭46.12. 3! 法131

、昭47. 5.15施行

業務範囲に同法を追加

【第9次改正】

~労働安全衛生法

昭47. 6. 8 法57

・昭47.10.1施行

試験科目及び業務範囲に同法を追加

【第10次改正】

•雇用保険法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭49.12. 28 法117

,昭5〇. 4.1施行

条文整理

【第11次改正】

.作業環境測定法

昭5〇. 5.1法28

、昭5〇. 8.1施行

業務範囲に同法を追加

【第12次改正】

・建設労働者の雇用の改善等に関す 

る法律

昭 51.5. 2? 法33

・昭51.10.1施行

業務範囲に同法を追加

【第13次改正】

~賃金の支払の確保等に関する法律 

昭51.5. 2? 法34

■,昭51.10.1施行

業務範囲に同法を追加

【第14次改正】

'国際協定の締結等に伴う漁業離職 

者に関する臨時措置法

昭52.12. 26 法94

-昭53.1.2施行

業務範囲に同法を追加

【第15次改正】

~特定不況業種離職者臨時措置法

昭52.12. 26 法95

・昭53.1.2施行

業務範囲に同法を追加

【第16次改正】

~社会保険労務士法の一部を改正す 

る法律

昭53. 5. 20 法52

・昭53. 9.1施行

(1) 社会保険労務士業務の範囲を拡大

(2) 社会保険労務士会及び全国社会保険 

労務士会連合会の設立について規定

(3) 社会保険労務士試験科目に国民年金 

法及び通算年金通則法を追加

(4) 社会保険労務士会等の行政機関への

協力

【第17次改正】

-特定不況地域離職者臨時措置法

昭 53.11.18 法107

、昭53.11.18施行 

業務範囲に同法を追加

【第18次改正】

~行政書士法の一部を改正する法律 

昭55. 4. 30 法29

-昭55. 9.1施行

昭和55年9月1日現在の行政書士会の会 

員は,当分の間社会保険労務士の業務の 

一部を業として行うことができることと 

されたことによる一部改正

【第19次改正】

~雇用に係る給付金等の整備充実を 

図るための関係法律の整備に関す 

る法律

昭56. 4. 25 法27

一昭56. 6. 8 施行 

別表の整理

【第20次改正】

'社会保険労務士法の一部を改正す 

る法律

昭56. 6. 2 法64

-昭57. 4.1施行

(1)社会保険労務士業務内容の充実

⑵ 業務内容の充実に伴う職責

(3) 免許制から登録制への移行

(4) 会員社会保険労務士でない者に対す 

る業務制限

【第21次改正】

■・本州四国連絡橋の建設に伴う一般 

旅客定期航路事業等に関する特別 

措置法

昭56. 6. 9 法72

、昭56.11.6施行 

業務範囲に同法を追加

【第22次改正】

■•老人保健法

昭57. 8.1? 法80

-昭58. 2.1施行 

業務範囲に同法を追加

【第23次改正】

~特定不況業種•特定不況地域関係 

労働者の雇用の安定に関する特別 

措置法

昭 58. 5.1? 法39

、昭58. 7.1施行
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法令改廃経過一覧

別表の整理 職業訓練法が職業能力開発促進法に改め 

られたことに伴う整理

(3)勤務社会保険労務士の責務を追加 

⑷研修を追加

【第24次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 【第28次改正】 【第31次改正】

律 「労働者派遣事業の適正な運営の確 r日本国有鉄道改革法等施行法

昭59. 8.14 法77 保及び派遣労働者の就業条件の整 昭61.12. 4 法93

昭59.10.1施行 備等に関する法律の施行に伴う関
L昭62. 4.1施行

日雇労働者健康保険法が廃止されたこと 係法律の整備等に関する法律 業務範囲に日本国有鉄道退職希望職員及

に伴う整理 昭6〇. 7. 5 法89 び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職

・昭61.7.1施行 の促進に関する特別措置法を追加

【第25次改正】 業務範囲に同法を追加

日本電信電話株式会社法及び電気 【第32次改正】

通信事業法の施行に伴う関係法律 【第29次改正】 「地域雇用開発等促進法

の整理等に関する法律 ［中高年齢者等の雇用の促進に関す 昭62. 3. 3!法23

昭59.12. 25 法87 る特別措置法の一部を改正する法
L昭62. 4.1施行

.昭6〇. 4.1施行 律 特定不況業種•特定不況地域関係労働者

条文整理 昭61.4. 30 法43 の雇用の安定に関する特別措置法が特定

・昭61.4. 30施行 不況業種関係労働者の雇用の安定に関す

【第26次改正】 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別 る特別措置法に改められたことに伴う整

国民年金法等の一部を改正する法 措置法が高年齢者等の雇用の安定等に関 理

律 する法律に改められたことに伴う整理

昭6〇. 5.1法34 【第33次改正】

、昭61.4.1施行 【第30次改正】 「身体障害者雇用促進法の一部を改

通算年金通則法が廃止されたことに伴う ~社会保険労務士法の一部を改正す 正する法律

整理 る法律 昭62. 6.1法41

昭61.5. 23 法60 昭63. 4.1施行

【第27次改正】 .昭61.10.1施行 身体障害者雇用促進法が障害者の雇用の

［•職業訓練法の一部を改正する法律 (1)業務の範囲に事務代理を追加 促進等に関する法律に改められたことに

昭6〇. 6. 8 法56 (2)勤務社会保険労務士の登録を追加 伴う整理

・昭6〇.10.1施行

[12 年金

労働者年金ゆ設に伴う,退職禎立金の柏 ⑵適用(男于筋肉労働召)
・退職槓立金及退職!:当法 立規定の•部改正 (3)給付(養老年金,廃疾年金,廃疾手

当金,遺族年金,脱退手当金)

昭11. 6. 3 法 42 【廃止】

昭12. 1.1施行 ［労働者年金保険中改正法律 【第1次改正】

【制定時】 昭19. 2.16 法21 「健康保険法中改正法律

労働者の退職時における給与の確立を目 、昭19.10.1施行 昭17. 2. 2!法38

的とする労働保護立法 廃止 昭17. 4.1,昭18.1.1,昭18.

4.1施行

【第1次改正】 健康保険法改正に伴う適用範囲拡大の労

~租税法規ノ改正二伴フ恩給金庫法 

等ノ規定ノ整理ニ関スル法律
巒労働者年金保険法

働者年金への適用除外

昭15. 3. 29 法59 【第2次改正】

、昭15. 4.1施行 昭16. 3.1!法 60 「労働者年金保険法中改正法律

「第二種所得税又は資本利子税」を「所 昭17. 1.1,昭17. 6.1施行 昭]9. 2.16 法21

得税」に改正 【改題】 、昭19. 6.1,昭19.10.1 施行

「厚生年金保険法」に改題〔第2次改 (1)厚生年金保険への改正

【第2次改正】 正〕 (2)適用範囲の拡張(女子及び事務職

「労働者年金保険法 員)

昭16. 3.1!法60 【制定時】 (3)業務上災害給付創設

、昭17. 6.1施行 (1)労働者年金保険の創設 (4)保険給付の内容充実
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【第3次改正】

・ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル 

命令ニ関スル件二基ク厚生年金保 

険法等中改正ノ件

昭21.1.26 勅43

・昭21.1.26施行

(1) 国籍に基づく被保険者資格の差別の 

撤廃

(2) 「大東亜戦争」の文字の削除

【第4次改正】

~健康保険法の一部を改正する等の 

法律

昭22. 4.1法45

、昭22. 9.1施行

(1) 業務上災害に対する事業主の補償責 

任に基づく給付を労災法へ分離

(2) 厚生年金委員会の設置

(3) 障害給付の改善

【第5次改正】

~健康保険法及び厚生年金保険法の 

一部を改正する法律

昭 22.12.1? 法 200

-昭23.1.1施行

条文整理

【第6次改正】

・厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭23. 7.10 法127

、昭23. 8.1施行

(1) 寡婦年金,辣夫年金,遺児年金の創 

設

(2) 業務上障害年金額及び遺族年金額の 

引上げ

(3) 老齢給付の凍結等

【第7次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭24. 4. 30 法38

-昭24. 5.1施行

業務外障害年金の引上げ等

【第8次改正】

-厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律等の一部を改正する法律 

昭25. 3. 3!法35

、昭25. 4.1施行

(1) 任意継続被保険者に対する暫定保険 

料を定める。

(2) 退職積立金,退職手当金の支給制限 

を撤廃

【第9次改正】

•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

昭25. 3. 3!法47

.昭25. 4.1施行 

厚生年金保険審議会の社会保険審議会へ 

の統合

【第10次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 25. 5.1法124

、昭25. 5.1施行

国税徴収法の改正に伴う,保険料にかか 

る延滞金の割合引下げ

【第11次改正】

~国税徴収法の一部を改正する法律 

昭26. 3. 3!法78

、昭26. 4.1施行

国税徴収法の改正に伴う,厚生年金保険 

法の一部改正

【第12次改正】

■■国家公務員災害補償法 

昭26. 6. 2 法191

・昭26. 7.1施行 

国家公務員の公務災害に対する補償制度 

確立に伴う調整

【第13次改正】

〔保安庁職員給与法

昭27. 7. 3!法266

、昭27. 8.1施行

保安庁職員の公務災害に対する補償制度 

確立に伴う調整

【第14次改正】

~地方自治法の一部を改正する法律 

昭27. 8.15 法306

、昭27. 9.1施行

厚生大臣の職権の一部を都道府県知事に 

委任

【第15次改正】

~厚生年金保険法の一部を改正する 

法律

昭 28. 8.1法117

、昭28. 9.1,昭28.11.1! 施行

(1) 標準報酬の改定

(2) 適用範囲の拡張(教育事業等)

⑶ 廃疾認定日の年限1年延長等

【第16次改正】

「社会保険審査官及び社会保険審査 
|会法

! 昭28. 8.14 法206
L昭28. 8.1施行

厚生年金保険法の審査手続の規定を移行

【第17次改正】

'地方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法令の整理に関 

する法律

昭 28. 8.15 法213

・昭28. 9.1施行

都道府県知事に国の事務を委任する場合 

の政令の根拠規定を追加

【第18次改正】

~厚生年金保険法

昭 29. 5.19 法115

、昭29. 5.19施行

全部改正

鞋労働者年金保険特別会計法

昭17. 2. 20 法29
昭17年度施行_________________________

【制定時】

労働者年金保険法に基づく労働者年金保 

険事業を経営するため,本法を制定し, 

そのための歳入及び歳出の項目,利益及 

び損失の処理,余裕金等について規定

【廃止】

~厚生保険特別会計法

昭19. 2.15 法10

、昭19年度施行

労働者年金保険,健康保険及び船員保険 

の各特別会計が厚生保険特別会計に統合 

され,労働者年金保険特別会計は廃止

够厚生年金保険法及び船員保険 
法特例

昭 21.10. 29 法48
昭21.10. 29施行

【制定時】

終戦による軍需補償の打切り等に伴う離 

職者の救済を図るべく,当分の間脱退手 

当金の支給については,1年の待機期間 

を要せず,即時支給することを規定

【廃止】

~健康保険法の一部を改正する等の 

法律

昭22. 4.1法45

、昭22. 9.1施行
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廃止

❽厚生年金保険法特例

昭26. 3. 2? 法38
昭26. 4.1施行

【制定時】

障害年金と遺族年金について,現在の経

済情勢に即応した年金額へ改定

【廃止】

~厚生年金保険法

昭29. 5.19 法115

・昭29. 5.19施行

廃止

❷厚生年金保険法

昭 29. 5.19 法115
昭29. 5.19施行

【制定時】

(1) 新厚生年金保険法の制定(社会保障 

制度としての年金の確立,財政の長期 

的基盤の確立,制度の合理化を目指 

す)

(2) 標準報酬の改定

(3) 給付(老齢年金,障害年金,障害手 

当金,遺族年金,脱退手当金)

⑷修正積立方式の採用

【第1次改正】

.市町村職員共済組合法 

昭29. 7.1法204

・昭3〇.1.1施行

適用除外規定の改正

【第2次改正】

~国税徴収法の一部を改正する法律 

昭3〇. 6. 30 法39

、昭3〇. 7.1施行

延滞金の引下げ

【第3次改正】

哋方自治法の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係法律の整理に関 

する法律

昭31.6.12 法148 

・昭31.9.1施行

滞納処分規定の改正

【第4次改正】

「厚生年金保険法の一部を改正する

法律

昭32. 3. 3!法43

・昭32. 5.1施行

女子に対する脱退手当金の支給要件の緩 

和等

【第5次改正】

・公立学校の学校医の公務災害補償 

に関する法律

昭32. 5. 3!法143

、昭32. 8. 30施行 

公立学校の学校医の公務災害補償に関す 

る法律による補償を受けることによる障 

害年金及び遺族年金の支給停止

【第6次改正】

■・企業担保法

昭33. 4. 30 法106

・昭33. 7.1施行 

繰上げ徴収規定の改正

【第7次改正】

~日雇労働者健康保険法の一部を改 

正する法律

昭 33. 5.10 法149

、昭33. 7.1施行 

延滞金の端数金額の引上げ

【第8次改正】

~国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148

、昭35.1.1施行

(1) 老齢年金を受ける権利が国税滞納処 

分の対象となる先取特権の順位の整理

(2) 保険料その他徴収金は国税徴収の例 

による。

【第9次改正】

-厚生年金保険法の一部を改正する 

法律

昭 35. 3. 3!法17

、昭35. 5.1施行

(1) 標準報酬の改定

(2) 保険料率の引上げ

(3) 年金額の引上げ

【第10次改正】

-公立学校の学校医の公務災害補償 

に関する法律の一部を改正する法 

律

昭35. 4. 26 法57

・昭35. 7.25施行

障害年金及び遺族年金の支給停止規定の 

改正

【第11次改正】

~年金福祉事業団法 

昭 36.11.1法180

■.昭36.11.1施行

福祉施設の委任

【第12次改正】

~通算年金制度を創設するための関 

係法律の一部を改正する法律

昭 36.11.1法182

昭36.11.1施行

(1) 通算年金制度の創設

(2) 未支給年金受給者の緩和

(3) 脱退手当金の男女別による受給資格 

要件撤廃

【第13次改正】

•国税通則法の施行等に伴う関係法 

令の整備等に関する法律

昭37. 4. 2 法67

、昭37. 4.1施行

延滞金の引下げ

【第14次改正】

・国民年金法の一部を改正する法律 

昭37. 4. 28 法92

、昭37. 4. 28施行

通算老齢年金の受給資格要件の規定の改

【第15次改正】

.厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭37. 5.1!法123

、昭37. 7.1施行

社会保険庁設置

【第16次改正】

~行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭 37. 5.16 法140

、昭37.10.1施行

条文整備

【第17次改正】

~地方公務員共済組合法

昭 37. 9. 8 法152

、昭37.12.1施行

適用除外規定の改正

【第18次改正】

•・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

、昭37.10.1施行

行政不服審査法の施行に伴う関係字句の
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修正等

【第19次改正】

•厚生年金保険法の一部を改正する 

法律

昭4〇. 6.1法104

・昭4〇. 6.1,昭41.10.1 施行

(1) 妻である遺族年金の受給資格要件の 

撤廃

(2) 年金水準の引上げ

(3) 高齢者在職老齢年金制度の創設

(4) 厚生年金基金制度創設

(5) 特例老齢年金創設

(6) 標準報酬の改定

(7) 保険料率の引上げ

【第20次改正】

~労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭4〇. 6.1! 法130

・昭41.2.1施行

労働者災害補償保険法による補償を受け 

ることによる障害年金及び遺族年金の支 

給停止を撤廃

【第21次改正】

・国家公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭41.5. 9 法67

・昭41.7.1施行

国家公務員災害補償法による補償を受け 

ることによる障害年金及び遺族年金の支 

給停止を撤廃

【第22次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭41.6. 30 法92

、昭41.6.30施行

条文整備

【第23次改正】

~印紙税法

昭42. 5. 3!法23

、昭42. 6.1施行

条文整備

【第24次改正】

~地方公務員災害補償法

昭 42. 8.1法121

、昭42.12.1施行

障害手当金の不支給事項に地方公務員災 

害補償法を追加

【第25次改正】

［公立学校の学校医,学校歯科医及 
|び学校薬剤師の公務災害補償に関 

する法律等の一部を改正する法律 

昭42. 8.1? 法136

-昭42. 8.1?施行

公立学校の学校医,学校歯科医及び学校 

薬剤師の公務災害補償に関する法律によ 

る補償を受けることにより障害年金及び 

遺族年金の支給停止を撤廃

【第26次改正】

・厚生年金保険法及び船員保険法の 

一部を改正する法律

昭44.12. 6 法78

昭44.12. 6,昭45.1.1,昭44. 

.11-1施行

(1) 年金水準の引上げ

(2) 低所得者在職老齢年金の創設

⑶保険料率の引上げ

【第27次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭44.12.10 法 86

一昭44.12.10施行

条文整備

【第28次改正】

~利率等の表示の年利建て移行に関 

する法律

昭45. 4.1法13

-昭45. 4.1施行

延滞金に関する改正

【第29次改正】

•国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭46. 3. 30 法13

、昭46.11.1施行

条文整備

【第30次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭46. 5. 2? 法72

・昭46.11.1,昭46. 5. 2? 施行

⑴年金額の引上げ

⑵標準報酬の改定

【第31次改正】

•昭和42年度以後における国家公務 

員共済組合等からの年金の額の改 

定に関する法律等の一部を改正す 

る法律

昭46. 5. 29 法82 

一昭46. 6.1施行

条文整備

【第32次改正】

~労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭 48. 9. 2!法85

•昭4&12.1施行

条文整備

【第33次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭48. 9. 26 法92

、昭48.11.1,昭49.1.1施行

(1) 年金水準の引上げ

(2) 年金額の自動改定措置(スライド 

制)の導入

(3) 標準報酬の改定

(4) 保険料率の引上げ

(5) 在職者老齢年金の改善

【第34次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 49. 5. 3!法63

昭49. 9.1,昭49. 5.31,昭49.

.11-1施行

年金額の引上げ

【第35次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 5〇. 6.13 法38

昭 50. 6.13,昭5〇. 8.1,昭 5〇.

.10-1施行

(1) スライド実施時期の繰上げ

(2) 低所得者在職老齢年金の改善

⑶年金額の引上げ

【第36次改正】

~健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 51.6. 5 法62

・昭51.7.1施行

条文整備

【第37次改正】

・厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 51.6. 5 法63

昭51.8.1,昭 51.9.1,昭 51.

.10.1,昭52. 8.1 施行

(1) 障害年金,遺族年金の通算制度の創 

設

(2) 年金水準の引上げ

(3) 在職老齢年金の改善

(4) 標準報酬の改定

(5) 保険料率の引上げ

(6) 障害年金の廃疾認定日の変更
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(7)事後重症制度の創設

【第38次改正】

•国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭52. 5. 2? 法48

.昭52. 5.2?施行

(1)スライド実施時期の繰上げ

⑵年金額の引上げ

【第39次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭53. 5.16 法46

・昭53. 5.16,昭53. 6.1施行

(1) スライド実施時期の繰上げ

(2) 在職老齢年金の改善

(3) 寡婦加算額の引上げ

⑷年金額の引上げ

【第40次改正】

•国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭54. 5. 29 法 36

昭 54. 5.29,昭 54. 6.1,昭 54.

.8.1,昭54.10.1施行

(1) 特例スライドの実施

(2) スライド実施時期の繰上げ

(3) 在職老齢年金の改善

(4) 寡婦加算額の引上げ

(5) 年金額の引上げ

【第41次改正】

'農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭 54. 6. 9 法42

・昭54. 7.1施行

条文整備

【第42次改正】

・厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭55.10. 31法82

・昭55.10. 31,昭55.11.1 施行

(1) 年金水準の引上げ

(2) 在職老齢年金の改善

(3) 標準報酬の改定

(4) 保険料率の引上げ

【第43次改正】

'国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭56. 5. 25 法50

・昭56. 5.25施行
年金額の引上げ

【第44次改正】

'障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭 57. 7.16 法66

.昭57.10.1施行

用語整理

【第45次改正】

,国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 57. 8.13 法79

・昭57. 9.1,昭57. 8.13 施行 

年金額の引上げ

【第46次改正】

・総理府設置法の一部を改正する等 

の法律

昭5& 12. 2 法80

.昭59. 7.1施行

条文整理

【第47次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 6〇. 5.1法34

昭 61.4.1,昭6〇. 7.1,昭 6〇.

ゝ?. 31,昭6〇.10.1 施行

(1) 基礎年金の導入に伴う改正

(2) 適用範囲の変更(年齢制限,船員,

5人未満事業所に拡大)

(3) 給付改正(基礎年金の上乗せ給付と 

して再編成)

⑷標準報酬の改定

(5) 保険料率の改定

(6) 事後重症制度の改善

【第48次改正】

・国家公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法105

昭61.4.1施行

条文整理

【第49次改正】

•私立学校教職員共済組合法等のー 

部を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法106

・昭61.4.1施行

条文整理

【第50次改正】

'農林漁業団体職員共済組合法のー 

部を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法107

-昭61.4.1施行

条文整理

【第51次改正】

"地方公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法108

・昭61.4.1施行

条文整理

【第52次改正】

~年金福祉事業団法及び国民年金法 

等の一部を改正する法律の一部を 

改正する法律

昭61.4.18 法21

、昭61.4.18施行

条文整理

【第53次改正】

・年金財政基盤強化のための年金福 

祉事業団の業務の特例及び国庫納 

付金の納付に関する法律 

昭 62. 6. 2 法59

・昭62. 6. 2 施行
条文整理

❺厚生年金保険及び船員保険交 
渉法

昭29. 5.19 法117
昭29. 5.19施行

【制定時】

(1)目的(厚生年金保険法及び船員保険 

法の老齢年金及び遺族年金について両 

保険の被保険者期間を通算)

⑵ 通算方法(厚生年金保険において保 

険給付を行う場合は,船員保険の被保 

険者期間を4/3倍して合算し 船員保 

険において保険給付を行う場合は,厚 

生年金保険の被保険者期間を3/4倍し 

て合算)

(3)両保険の保険給付は併給調整する。

【第1次改正】

~市町村職員共済組合法 

昭29. 7.1法204

、昭3〇.1.1施行

被保険者期間の合算に関する規定の一部 

改正

【第2次改正】

•公共企業体職員等共済組合法 

昭31.6. 6 法134

・昭31.7.1施行

被保険者期間の合算に関する規定の一部 

改正

371



【第3次改正】

"船員保険法の一部を改正する法律 

昭32. 3. 3!法44

、昭32. 5.1施行

(1) 標準報酬月額に関する規定の一部改 

正

(2) 被保険者期間に関する規定の一部改 

正

【第4次改正】

"国家公務員共済組合法

昭 33. 5.1法128

・昭33. 7.1施行

被保険者期間の合算に関する規定の一部 

改正

【第5次改正】

'厚生年金保険法の一部を改正する 

法律

昭 35. 3. 3!法17

・昭35. 5.1施行

遺族年金の額に関する規定の一部改正

【第6次改正】

•通算年金制度を創設するための関 

係法律の一部を改正する法律 

昭 36.11.1法182

・昭36.11.1施行

(1) 特別加給金の創設

(2) 通算老齢年金の支給調整を新たに規 

定

【第7次改正】

~船員保険法の一部を改正する法律 

昭 37. 3. 3!法58

、昭37. 4.1施行

厚生年金保険法による遺族年金と船員保 

険法による遺族年金との支給調整に関す 

る規定の一部改正

【第8次改正】

•地方公務員共済組合法

昭37. 9. 8 法152

・昭37.12.1施行

被保険者期間の合算に関する規定の一部 

改正

【第9次改正】

・地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

・昭39.10.1施行

被保険者期間の合算に関する規定の一部 

改正

【第10次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭41.4. 28 法63

.昭41.4.2& 昭41.10.1 施行

(1)被保険者期間の合算,計算の特例に 

関する規定の一部改正

⑵標準報酬月額に関する規定の一部改 

正

(3)老齢年金の受給資格及び額の特例に 

関する規定の一部改正等

【第11次改正】

~厚生年金保険法及び船員保険法の 

一部を改正する法律

昭44.12. 6 法78

.昭44.12. 6施行

(1)被保険者期間の合算に関する規定の 

一部改正

⑵ 通算老齢年金の支給調整に関する規 

定の一部改正

【第12次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭46. 5. 2? 法72

・昭46.11.1,昭46. 5. 2? 施行

(1)老齢年金と障害年金との調整に関す 

る規定の一部改正

⑵ 遺族年金の額の特例に関する規定の 

一部改正

【第13次改正】

-船員保険法の一部を改正する法律 

昭48. 9. 26 法90

、昭48.12.1施行
老齢年金と障害年金との調整に関する規 

定の一部改正

【第14次改正】

'厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭48. 9. 26 法92

・昭48.11.1施行

(1)老齢年金の額の特例に関する規定の 

一部改正

⑵ 通算老齢年金の調整に関する規定の 

一部改正

(3)遺族年金の調整に関する規定の一部 

改正

【第15次改正】

.国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭5〇. 6.13 法38

・昭5〇. &1施行

通算老齢年金の調整に関する規定の一部 

改正

【第16次改正】

・厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 51.6. 5 法63

・昭51.10.1施行

(1) 被保険者期間の合算に関する規定の 

一部改正

(2) 通算老齢年金の調整に関する規定の 

一部改正

【第17次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 53. 5.16 法46

.昭53. 6.1施行

通算老齢年金の調整に関する規定の一部 

改正

【第18次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭54. 5. 29 法36

・昭54. 6.1施行

通算老齢年金の調整に関する規定の一部 

改正

【第19次改正】

"厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 55.10. 31法82

・昭55.10. 3! 施行

(1) 被保険者期間の合算に関する規定の 

一部改正

(2) 特別加給金に関する規定の一部改正

(3) 通算老齢年金の調整に関する規定の 

一部改正

【第20次改正】

~国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭58.12. 3 法82

、昭59. 4.1施行

被保険者期間の合算に関する規定の一部 

改正

【廃止】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 6〇. 5.1法34

・昭61.4.1施行

廃止
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① 未支給年金の支給範囲の拡大

② 死亡推定の創設

等

【第5次改正】

~年金福祉事業団法

昭 36.11.1法180

、昭36.11.1施行

国民年金法による福祉施設の一部を年金 

福祉事業団が実施

【第6次改正】

・通算年金制度を創設するための関 

係法律の一部を改正する法律

昭 36.11.1法182

・昭36.11.1施行

通算年金制度の創設

【第7次改正】

~所得税法の一部を改正する法律 

昭37. 3. 3!法44

、昭37. 4.1施行

条文整備

【第8次改正】

'国税通則法の施行等に伴う関係法 

令の整備等に関する法律

昭37. 4. 2 法67

・昭37. 4.1施行 

延滞金の引下げ

【第9次改正】

「国民年金法の一部を改正する法律 

昭37. 4. 28 法92

、昭37. 4. 28施行

(1)拠出年金:保険料免除者に対する国 

庫負担の実施及びそれに伴う受給要件 

の緩和

⑵福祉年金

① 本人所得制限の緩和

② 公的年金併給制限の緩和

③ 配偶者公的年金受給による制限の 

撤廃

(3)共通:母子年金等の加算額の引上げ

【第10次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭37. 5.10 法115

・昭37. 5.10施行 

条文整備

【第11次改正】

「厚生省設置法の一部を改正する法 

律

昭37. 5.1!法123

1昭37. 7.1施行

社会保険庁設置

【第12次改正】

•行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 5.16 法140
〔昭37.10.1施行

再審査請求と訴訟との関係規定を追加

【第13次改正】

~地方公務員共済組合法

昭37. 9. 8 法152

、昭37.12.1施行

普通地方公共団体の議会の議員及び特例 

区の議会の議員を適用除外

【第14次改正】

•地方公務員共済組合法の長期給付 

に関する施行法

昭37. 9. 8 法153

・昭37.12.1施行

条文整備

【第15次改正】

［行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

・昭37.10.1施行

「審査の請求」を「不服申立て」に改 

め,審査請求の対象となる処分に被保険 

者の資格に関する処分を追加

【第16次改正】

・国民年金法及び児童扶養手当法の 

一部を改正する法律

昭38. 7.16 法150
［昭38. 7.16,昭38. 9.1施行

(1) 拠出年金:高齢任意加入被保険者の 

再加入を認める。

(2) 福祉年金

① 年金額の引上げ

② 所得制限の緩和

等

【第17次改正】

・国民年金法及び児童扶養手当法の 

一部を改正する法律

昭39. 5. 30 法87

昭39. 5.30,昭39. 8.1施行

(1)福祉年金

① 所得制限の緩和

② 公的年金併給制限(戦争公務)の 

緩和

⑵共通

① 障害の範囲を拡大し,結核及び精

❷国民年金法

昭 34. 4.16 法141
昭 34.11.1,昭 35.10.1,昭36. 4.1, 
昭34. 4.16施行

【制定時】

(1) 国民年金法の創設

(2) 適用(20歳から59歳までの全国民, 

ただし,公的年金制度の適用者及び, 

受給者は適用除外,また,その配偶者 

及び学生は任意加入可)

(3) 給付(老齢年金,障害年金,母子年 

金,遺児年金,寡婦年金,老齢福祉年 

金,障害福祉年金,母子福祉年金)

(4) 国庫負担(保険料総額の％,福祉年 

金給付に要する費用,事務費)

(5) 保険料(35歳未満日額100円,35歳 

以上日額150円)

【第1次改正】

'国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148 

・昭35.1.1施行

保険料その他徴収金について国税徴収の 

例による

【第2次改正】

・未帰還者留守家族等援護法の一部 

を改正する法律

昭35. 8.1法135

・昭35. &1施行

条文整備

【第3次改正】

•学校教育法等の一部を改正する法 

律

昭 36.10. 3! 法166
〔昭36.10.3!施行

条文整備

【第4次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭 36.10. 3! 法167

、昭36.10. 3! 施行

(1) 拠出年金

① 老齢年金の繰上げ支給(60歳)

② 特例老齢年金の創設

(3) 準母子年金の創設

(4) 死亡一時金の創設

(2) 福祉年金

① 準母子福祉年金の創設

② 本人所得制限の緩和 

等

⑶共通

373



神病を対象とする。

② 障害年金の廃疾認定日の変更 

等

【第18次改正】

~学校教育法の一部を改正する法律 

昭39・6.19法110

、昭39. 6.19 施行

適用除外となる学生の範囲を短期大学の 

学生まで拡大

【第19次改正】

'地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

・昭39.10.1施行

条文整理

【第20次改正】

・所得税法及び法人税法の施行に伴 

う関係法令の整備等に関する法律 

昭40. 3. 3!法36
・昭4〇. 4.1,昭41.1.1 施行 

条文修正

【第21次改正】

■・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭4〇. 5. 3!法93

昭 40. 5. 31,昭 40. 8.1,昭 4〇.

ゝ9.1施行

(1) 福祉年金

① 年金額の引上げ

② 所得制限の緩和

③ 公的年金併給制限(戦争公務)の 

緩和

(2) 共通:障害の範囲を拡大し,精神薄 

弱を対象とする。

【第22次改正】

,労働者災害補償保険法の一部を改 

正する法律

昭40. 6.1!法130 

・昭41.2.1施行

(1) 労働者災害補償保険の障害補償給付 

及び遺族補償給付に年金給付が取り入 

れられたのに伴い,従来これらの給付 

の受給権者は,拠出制国民年金の障害 

年金及び母子年金等の遺族に対する年 

金については6年間支給を停止するこ 

ととされ国民年金の側で調整を行って 

いたが,これが今後は労災保険の側で 

調整を行うことになった。

(2) 福祉年金については,今後は労災保 

険の当該補償年金は公的年金給付とし 

て取り扱われ,併給調整の対象となっ 

た〇

【第23次改正】

・国家公務員災害補償法の一部を改 

正する法律

昭 41.5. 9 法67

.昭41.7.1施行

(1) 国家公務員災害補償法の障害補償給 

付及び遺族補償給付に年金給付が取り 

入れられたのに伴い,従来これらの給 

付の受給権者は拠出制国民年金の障害 

年金及び母子年金等の遺族に対する年 

金については6年間支給を停止するこ 

ととされ国民年金の側Jで調整を行って 

いたが,これが今後は国公災保険の側 

で調整を行うことになった。

(2) 福祉年金については,今後は国公災 

保険の当該補償年金は公的年金給付と 

して取り扱われ,併給調整の対象とな 

った。

【第24次改正】

・国民年金法の一部を改正する法律 

昭41.6. 30 法92

昭 41.6. 30,昭 41.12.1,昭 42.

.1.1施行

(1)拠出年金

① 年金額の引上げ

② 支給要件の緩和 

等

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 支給要件の緩和

③ 所得制限の緩和

④ 夫婦受給制限の緩和

⑶共通:障害の範囲を拡大し,すべて 

の障害を対象とする。

【第25次改正】

~執行官法

昭 41.7.1法111 

・昭41.12. 3!施行 

条文整理

【第26次改正】

~住民基本台帳法

昭42. 7. 25 法81 

、昭42.11.10 施行 

国民年金の被保険者である者について, 

その資格に関する事項で政令で定めるも 

のを住民票の記載事項とする。

【第27次改正】

「恩給法等の一部を改正する法律
I 昭42. 7. 2? 法83

I昭42.10.1施行

恩給など公的年金の増額改定により戦争 

公務にかかる公的年金と福祉年金との併 

給限度額が引き上げられた。

【第28次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭42. 7. 29 法96

、昭42. 7.29,昭43.1.1施行

(1) 拠出年金:労働者災害補償保険法の 

規定による給付との調整により,現に 

支給停止されている障害年金,母子年 

金及び準母子年金の支給停止を解除 

し,その一定額を支給する。

(2) 福祉年金

① 年金額の引上げ

② 所得制限の緩和

【第29次改正】

•地方公務員災害補償法 

昭42. 8.1 法121

一昭42.12.1施行

障害福祉年金等との併給制限の対象とな 

る公的年金給付に地方公務員災害補償法 

をカロえる。

【第30次改正】

~公立学校の学校医,学校歯科医及 

び学校薬剤師の公務災害補償に関 

する法律等の一部を改正する法律 

昭42. 8.1? 法136

、昭42. 8.1? 施行

障害福祉年金等との併給制限の対象とな 

る公的年金給付に公立学校の学校医,学 

校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償 

に関する法律を追加

【第31次改正】

~恩給法等の一部を改正する法律

昭43. 5.16 法48 

、昭43.10.1施行

恩給など公的年金の増額改定により戦争 

公務にかかる公的年金と福祉年金との併 

給限度額を引上げ

【第32次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭43. 5. 28 法69

.昭43. 5. 2& 昭43.10.1施行 

福祉年金

① 年金額の引上げ

② 所得制限の緩和

【第33次改正】

「国民年金法の一部を改正する法律
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昭 44.12.10 法 86

昭 44.12.10,昭 45.1.1,昭45.

4.1,昭45. 7.1,昭45.10.1 

・施行

⑴拠出年金

① 国民年金基金設立の途を開く。

② 年金額の引上げ

③ 所得比例給付及び所得比例

④ 高齢者の任意加入の再開

⑤ 死亡一時金の増額

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 所得制限限度額の政令への委任

③ 夫婦受給制限を撤廃

【第34次改正】

~恩給法等の一部を改正する法律

昭 44.12.16 法 91

・昭44.12.16施行

恩給など公的年金の増額改定により戦争 

公務にかかる公的年金と福祉年金との併 

給限度額を引上げ

【第35次改正】

・利率等の表示の年利建て移行に関 

する法律

昭45. 4.1法13

・昭45. 4.1施行 

延滞金に関する改正

【第36次改正】

■・恩給法等の一部を改正する法律

昭45. 5. 26 法99

■・昭45.10.1施行

恩給など公的年金の増額改定により戦争 

公務にかかる公的年金と福祉年金との併 

給限度額を引上げ

【第37次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭45. 6. 4 法114

・昭45. 6. 4,昭45.10.1施行 

福祉年金

① 年金額の引上げ

② 母子•準母子福祉年金の本人所得 

制限の緩和

【第38次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭46. 3. 30 法13

・昭46.11.1,昭46.10.1施行

（1）拠出年金:高齢者に対する通算老齢 

年金の支給要件の緩和

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 障害者に対する老齢福祉年金の支 

給開始年齢を65歳に引下げ

【第39次改正】

"国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭47. 6. 23 法97

昭 47.10.1,昭 47. 6. 23,昭 47.

ゝ7.1,昭48. 3.1施行

（1）拠出年金

① 年金額の引上げ

② 支払期月の変更

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 公的年金併給制限（一般）の限度 

額の政令への委任

【第40次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭4& 9. 26 法92

昭 48.10.1,昭 49・1.1,昭49.

>3.1施行

⑴拠出年金

① 年金額の引上げ

② 年金額の自動改定措置（いわゆる 

物価スライド制）の導入

③ 付加年金の改定

④ 高齢者の任意加入（5年年金）の 

再開

等

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 2級障害福祉年金の創設

③ 老齢特別給付金の創設

【第41次改正】

.児童扶養手当法及び特別児童扶養 

手当法の一部を改正する法律 

昭48. 9. 26 法93

・昭48.10.1施行

条文整理

【第42次改正】

-国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭49. 5. 3!法63

昭 49. 9.1,昭 49. 5. 31,昭 5〇.

J-1施行

⑴ 拠出年金:物価スライドの実施時期 

の繰上げ（昭和50年1月昭和49年9 

月）等

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 老齢特別給付金の額の弓I上げ

等

【第43次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭 5〇. 6.13 法38

昭 5〇. 6.13,昭 5〇.10.1,昭 51. 

、4.1施行

（1）拠出年金

① 有期年金の終身年金化（特例支給 

の老齢年金の70歳失権を廃止して終 

身支給とする）

② 5年年金の年金額の引上げ

③ 物価スライドの実施時期の繰上げ 

等

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 老齢特別給付金の額の引上げ

等

【第44次改正】

・健康保険法等の一部を改正する法 

律

昭 51.6. 5 法62

.昭51.7.1施行

船員保険法に規定する疾病任意継続被保 

険者に対する国民年金の強制適用

【第45次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭51.6. 5 法63

昭 51.& 1,昭 51.9.1,昭 51.

10.1,昭52. 4.1,昭52. 8.1, 

、昭53. 4.1施行

⑴拠出年金

① 年金額の引上げ

② 遺児年金の通算制度の創設

③ 国庫負担の拠出時から給付時への 

全面切換え

等

⑵福祉年金

① 年金額の引上げ

② 母子•準母子福祉年金の支給要件 

の緩和

等

⑶共通

① 障害年金の通算制度の創設

② 障害年金の拠出要件の変更（廃疾 

認定日-初診日）

等

【第46次改正】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭52. 5. 2? 法48
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昭52. 8.1,昭52. 5.27,昭52. 

ゝ10.1施行

等

(3)も畐祉年金:年金額の引上げ

【第58次改正】

r国家公務員及び公共企業体職員に

(1)拠出年金:物価スライドの実施時期 係る共済組合制度の統合等を図る

の繰上げ 【第52次改正】 ための国家公務員共済組合法等の

(2)福祉年金 国民年金法等の一部を改正する法 一部を改正する法律

① 年金額の引上げ 律 昭 58.12. 3 法82
② 支払期月の変更 昭56. 5. 25 法50 .昭59. 4.1施行

③ 所得制限の支給停止 ・昭56. 8.1,昭56. 5.25 施行 条文整備

④ サイクル変更 (1)拠出年金:物価スライド時期の繰上

げ 【第59次改正】

【第47次改正】 (2)福祉年金:年金額の引上げ 「国民年金法及び特別児童扶養手当

「国民年金法等の一部を改正する法 等の支給に関する法律の一部を改

律 【第53次改正】 正する法律

昭53. 5.16 法46 「難民の地位に関する条約等への加 昭59.12. 25 法84

昭 53. 5.16,昭 53. 8.1,昭 54. 入に伴う出入国管理令その他関係 、昭59.12. 25 施行
〔4.1施行

法律の整備に関する法律 (1)拠出年金:物価スライドの特例措置

(1)拠出年金:物価スライドの実施時期 昭56. 6.12 法86 の実施

の繰上げ等
L昭57.1.1施行 (2)福祉年金:年金額の引上げ

(2)福祉年金:年金額の引上げ 拠出年金及び福祉年金に関する国籍要件

(3)その他:特例納付の実施 の撤廃 【第60次改正】

国民年金法等の一部を改正する法

【第48次改正】 【第54次改正】 律

国民年金法等の一部を改正する法 ［障害に関する用語の整理に関する 昭6〇. 5.1法34

律 法律 ・昭61.4.1施行

昭54. 5. 29 法36 昭 57. 7.16 法66 公的年金制度の長期的な安定と整合性あ

・昭54. 5.29,昭54. 8.1施行 .昭57.10.1施行 る発展を図るため,国民共通の基礎年金

(1)拠出年金 廃疾を障害に改正 を導入するとともに,給付と負担の均衡

① 物価スライドの特例措置の実施 を長期的に確保するための措置を講じ

② 5年年金の額の引上げ 【第55次改正】 た〇

(2)福祉年金:年金額の引上げ 国民年金法等の一部を改正する法

律 【第61次改正】

【第49次改正】 昭57. 8.13 法79 「国民年金法及び特別児童扶養手当

［農業者年金基金法の一部を改正す ・昭57. 9.1,昭57. 8.13 施行 等の支給に関する法律の一部を改

る法律 (1)拠出年金 正する法律

昭54. 6. 9 法42 ① 物価スライドの特例措置の実施 昭 6〇. 6.18 法68

昭54. 7.1施行 ② 5年年金の額の引上げ 、昭6〇. 6.18施行

国民年金法による年金給付の額が改定さ (2)福祉年金:年金額の引上げ (1)拠出年金:物価スライドの特例措置

れた場合,農業者年金基金法による年金 の実施

給付の額も自動的に改定 【第56次改正】 (2)福祉年金:年金額の引上げ

~国家行政組織法の一部を改正する

【第50次改正】 法律の施行に伴う関係法律の整理 【第62次改正】

［■国会議員互助年金法の一部を改正 等に関する法律 国家公務員等共済組合法等の一部

する法律 昭58.12. 2 法78 を改正する法律

昭55. 4. 8 法23 、昭59. 7.1施行 昭 6〇.12. 2? 法105

.昭55. 4. 8施行 「国民年金審議会」を「政令で定める審 一昭61.4.1施行

国会議員の任意加入を認めた。 議会」 に修正 国家公務員等共済組合の組合員及びその

被扶養配偶者にも国民年金を適用し,基

【第51次改正】 【第57次改正】 礎年金を支給

厚生年金保険法等の一部を改正す •総理府設置法の一部を改正する等 

の法律る法律 【第63次改正】

昭 55.10. 31 法82 昭 58.12. 2 法80 ［私立学校教職員共済組合法等のー

昭55.10. 31,昭56. 4.1施行
〔昭59. 7.1施行

部を改正する法律

(1)拠出年金 年金額の自動改定措置に係る厚生年金保 昭6〇.12. 2? 法106

① 年金額の引上げ 険法等の一部を改正する法律(昭48法92) ・昭61.4.1施行

② 母子•準母子加算創設,子の加算 附則第22条第1項中「総理府」を「総務 私立学校教職員共済組合の組合員及びそ

額引上げ 庁」に改正 の被扶養配偶者にも国民年金を適用し,
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基礎年金を支給

【第64次改正】

［農林漁業団体職員共済組合法のー 

部を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法107

.昭61.4.1施行

農林漁業団体職員共済組合の組合員及び 

その被扶養配偶者にも国民年金を適用 

し,基礎年金を支給

【第65次改正】

・地方公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法］08

.昭61.4.1施行

地方公務員等共済組合の組合員及びその 

被扶養配偶者にも国民年金を適用し 基 

礎年金を支給

【第66次改正】

'年金福祉事業団法及び国民年金法 

等の一部を改正する法律の一部を 

改正する法律

昭61.4.18 法21
L昭61.4.18施行

拠出制国民年金の額の引上げに準じた老 

齢福祉年金の額の引上げ

【第67次改正】

r日本国有鉄道改革法筹施行法

昭 61.12. 4 法93

・昭62. 4.1施行

条文整理

【第68次改正】

•児童扶養手当法等の一部を改正す 

る法律

昭62. 6. 2 法44

昭62. 6. 2,昭63.1.1施行

(1) 拠出年金:物価スライドの特例措置 

の実施

(2) 福祉年金:年金額の引上げ

(3) 旧法国民年金の老齢年金の支払回数 

の変更(年4回t年6回)

【第69次改正】

~年金財政基盤強化のための年金福 

祉事業団の業務の特例及び国庫納 

付金の納付に関する法律

昭62. 6. 2 法59
〔昭62. 6. 2施行

条文整理

に要する資金の貸付け)

【第1次改正】

•厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭48. 9. 26 法92 

・昭48.10.1施行

事業団が設置運営する施設として「保養 

のための総合施設」を明記するとともに 

被保険者のための住宅資金の貸付けを実 

施

【第2次改正】

［■国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭49. 5. 3!法63

.昭50.11.1施行

年金受給者に対し,年金受給権を担保と 

した小口資金の貸付けを開始

【第3次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭5〇. 6.13 法38

・昭50. 9.25施行

政府が予算で定める金額の範囲内におい 

て出資できるよう資本金について規定

【第4次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭53. 5.16 法46

昭53. 5.16施行

特殊法人に対し被保険者住宅資金の貸付 

けを開始

【第5次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

・昭61.4.1施行

(1) 監事は,理事長又は厚生大臣に意見 

を提出することができることとされ 

た〇

(2) 理事及び監事の任期を2年に設定

【第6次改正】

-年金福祉事業団法及び国民年金法 

等の一部を改正する法律の一部を 

改正する法律

昭61.4.18 法21

、昭61.4.18施行

長期借入金の借入れ等の方法で政府から 

調達した資金の運用を行い,これにより 

積み立てられた積立金の管理を行うこと 

を業務に追加

鬱国民年金特別会計法

昭36. 4.12 法63
昭36. 4.12施行

【制定時】

国民年金法に基づく国民年金事業を経営 

するため,本法を新設し,国民年金勘 

定,福祉年金勘定及び業務勘定の区分に 

より経理

【第1次改正】

•国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭5〇. 6.13 法38

昭5〇. 9. 25施行

年金福祉事業団に対する政府出資等を講 

じたことに伴う規定の整備

【第2次改正】

•国民年金特別会計法等の一部を改 

正する法律

昭61.3. 28 法 7

昭61.4.1施行

(1) 国民年金特別会計に基礎年金勘定を 

設け歳入,歳出を規定

(2) 基礎年金勘定にかかる借入金,一時 

借入金,決算上の剰余金の処理,国民 

年金勘定等との過不足の調整等に関 

し,必要な事項を定めることとしたこ 

と

(3) 国民年金勘定の歳入に基礎年金勘定 

からの受入金を,歳出に基礎年金勘定 

への繰入金を追加

【第3次改正】

~年金財政基盤強化のための年金福 

祉事業団の業務の特例及び国庫納 

付金の納付に関する法律 

昭62. 6. 2 法 59
L昭62. 6. 2 施行

国民年金勘定の歳入に年金福祉事業団か 

らの国庫納付金を追加

觀年金福祉事業団法

昭 36.11.1法180
昭36.11.1施行

【制定時】

事業(厚生年金保険法,船員保険法,及 

び国民年金法の施設のうち老人福祉施 

設,療養施設等の設置及び運営並びに被 

保険者等の福祉を増進するため必要な老 

人福祉施設,療養施設等の設置又は整備
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【第7次改正】

"年金財政基盤強化のための年金福 

祉事業団の業務の特例及び国庫納 

付金の納付に関する法律

昭 62. 6. 2 法 59

・昭62. 6. 2施行

資金の運用方法等の拡充

够通算年金通則法

昭 36.11.1法181
昭36.11.1施行

【制定時】

(1) 職業の移動等により2つ以上の年金 

制度を渡り歩いた者に対して,それぞ 

れの期間を合算して一定の要件に合致 

する場合には通算年金を支給

(2) 1つの制度で,既に老齢•退職給付 

を受けることができる者等についても 

他の年金制度に加入した場合には通算 

年金を支給

⑶通算老齢年金及び通算退職年金は各 

年金制度の通算により1本にまとめら 

れた給付を言うものではなく,各年金 

制度ごとにその期間分に見合って決定 

されるイ固々の給付を言う。

【第1次改正】

.私立学校教職員共済組合法等のー 

部を改正する法律

昭36. 6.16 法140

・昭37.1.1施行

通算対象期間の計算に関する規定の一部 

改正

【第2次改正】

-国民年金法の一部を改正する法律 

昭37. 4. 28 法92

、昭37. 4. 28施行

国民年金の保険料免除期間を通算対象期 

間とした〇

【第3次改正】

•地方公務員共済組合法 

昭37. 9. 8 法152

、昭37.12.1 施行

公的年金各法に同法を加え,市町村職員 

共済組合法等を整理

【第4次改正】

•地方公務員共済組合法の長期給付 

に関する施行法

昭37. 9. 8 法153

・昭37.12.1施行

地方公務員共済組合法の施行に伴い更新 

組合員となった者の昭和36年4月1日前 

の期間の取扱いを規定

【第5次改正】

•農林漁業団体職員共済組合法のー 

部を改正する法律

昭39. 6. 23 法112

.昭39.10.1施行

期間の計算で不算入期間として認められ 

ていた農林漁業団体職員共済組合の6月 

未満の期間を廃止し,他の制度と同様に 

1年未満の期間を算入しないこととし 

た〇

【第6次改正】

•地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭 39. 7. 6 法152

.昭39.10.1施行

(1) 地方団体関係団体職員共済組合の創 

設に伴い,当該組合員期間を通算対象 

期間とした。

(2) 地方職員共済組合の団体組合員に関 

する経過措置

【第7次改正】

•厚生年金保険法の一部を改正する 

法律

昭4〇. 6.1法104

-昭41.10.1施行

厚生年金基金の創設に伴い,当該年金制 

度を公的年金制度から除外

【第8次改正】

~執行官法

昭41.7.1法111

-昭41.12.3!施行

執行官法の規定に基づく年金たる給付を 

受けることができる者の配偶者の国民年 

金の被保険者期間とされなかった期間を 

通算対象期間とした。

【第9次改正】

~昭和42年度における地方公務員等 

共済組合法の規定による年金の額 

の改定等に関する法律

昭 42. 7. 3! 法105

、昭42. 7. 3! 施行

厚生年金保険の被保険者であった更新組 

合員の取扱いに関する規定の一部改正

【第10次改正】

~国民年金法の一部を改正する法律 

昭44.12.10 法 86

.昭45.10.1施行

国民年金基金の創設に伴い,当該年金制 

度を公的年金制度から除外

【第11次改正】

■・昭和42年度以後における地方公務 

員等共済組合法の年金の額の改定 

等に関する法律等の一部を改正す 

る法律

昭46. 5. 29 法83

、昭46.10.1施行

地方職員共済組合の団体組合員に関する 

経過措置

【第12次改正】

•・昭和44年度以後における私立学校 

教職員共済組合からの年金の額の 

改定に関する法律等の一部を改正 

する法律

昭48. 9. 29 法104

、昭49. 4.1施行

私立学校教職員共済組合の組合員に関す 

る経過措置

【第13次改正】

■・昭和42年度以後における地方公務 

員等共済組合法の年金の額の改定 

等に関する法律等の一部を改正す 

る法律

昭49. 6. 25 法95

、昭49.10.1施行

地方職員共済組合の団体組合員に関する 

経過措置

【第14次改正】

~昭和44年度以後における農林漁業 

団体職員共済組合からの年金の額 

の改定に関する法律等の一部を改 

正する法律

昭 5〇.11.20 法 81

・昭5〇.11.20施行

農林漁業団体職員共済組合の組合員に関 

する経過措置

【第15次改正】

~厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭51.6. 5 法63

・昭51.10.1施行

通算遺族年金の創設に伴い,配偶者にか 

かる通算対象期間に関する規定を一部改 

正

【第16次改正】

'昭和42年度以後における国家公務 

員共済組合等からの年金の額の改 

定に関する法律等の一部を改正す
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る法律

昭54.12. 28 法72
・昭55.1.1施行

通算対象期間に関する規定の一部改正

【第17次改正】

~昭和42年度以後における地方公務 

員等共済組合法の年金の額の改定 

等に関する法律等の一部を改正す 

る法律

昭54.12. 28 法73

、昭55.1.1施行

地方職員共済組合の団体組合員に関する 

経過措置についての規定等の一部改正

【第18次改正】

'昭和44年度以後における私立学校 

教職員共済組合からの年金の額の 

改定に関する法律等の一部を改正 

する法律

昭54.12. 28 法74

、昭55.1.1施行

私立学校教職員共済組合の組合員に関す 

る経過措置についての規定の一部改正

【第19次改正】

'昭和44年度以後における農林漁業 

団体職員共済組合からの年金の額 

の改定に関する法律等の一部を改 

正する法律

昭54.12. 28 法75

.昭55.1.1施行

農林漁業団体職員共済組合の組合員に関 

する経過措置についての規定の一部改正

【第20次改正】

'昭和42年度以後における地方公務 

員等共済組合法の年金の額の改定 

等に関する法律等の一部を改正す 

る法律

昭56. 6. 9 法73

・昭57. 4.1施行

地方職員共済組合の団体組合員に関する 

経過措置等

【第21次改正】

•障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66

・昭57.10.1施行

用語整理

【第22次改正】

'国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律 

昭58.12. 3 法82
・昭59. 4.1施行

国家公務員共済組合と公共企業体職員等 

共済組合の統合に伴う整理及び経過措置

【廃止】

~国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

.昭61.4.1施行

廃止

觀石炭鉱業年金基金法

昭42. 8.16 法135
昭42. 8.16施行

【制定時】

石炭鉱業を行う事業所に使用される労働 

者を対象にして,老齢年金及び死亡一時 

金の給付を行う石炭鉱業年金基金を設立

【第1次改正】

・国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭6〇. 5.1法34

・昭61.4.1施行

厚生年金保険法の用語の定義の変更に伴 

う改正

虧農業者年金基金法

昭45. 5. 20 法78
昭45. 5.20,昭 46.1.1施行

【制定時】

⑴ 目的(国民年金の被保険者である農 

業者に対し,国民年金の給付に加え 

て,経営移譲及び老齢について必要な 

給付を行うことにより,農業者の老後 

の生活の安定及び福祉の向上に資する 

とともに,農業経営の近代化及び農地 

保有の合理化に寄与すること)

(2) 給付の種類(経営移譲年金,農業者 

老齢年金,脱退一時金及び死亡一時 

金)

(3) 年金以外の事業(福祉事業,農地売 

買事業,融資事業及び離農給付金事 

業)

【第1次改正】

r農業者年金基金法の一部を改正す 
!る法律

! 昭49. 5. 30 法60
L昭5〇.1.1施行

(1) 経営移譲年金,農業者老齢年金,脱 

退一時金及び死亡一時金の額の引上げ

(2. 2倍に)

(2) 年金給付の額に対し,消費者物価の 

変動を基準とした自動的改定措置の導 

入

(3) 保険料の額の改定及び保険料の前納 

制の導入

(4) 加入期間短縮者に支給される経営移 

譲年金の額のうち加算部分の給付費用 

について,新たにその1/4相当額を国 

庫で負担する。

(5) 国庫は,当分の間納付保険料の総額 

の3/7相当額を補助する。

【第2次改正】

~農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭 51.6. 4 法56 

・昭52.1.1施行

(1)経営移譲年金及び農業者老齢年金の 

額の引上げ(1.48倍に)

⑵保険料の額の改定(3年間に段階的 

に引上げ)

(3) 35歳未満の特定後継者に対する保険 

料の軽減措置及び特定後継者に対する 

拠出時国庫補助率の引上げ(一般の3/ 

10 を 5/1〇に)

⑷ 経営移譲の要件に後継者に対する使 

用収益権の設定を認める。

【第3次改正】

~農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭52. 5. 3!法53

・昭52. 5.3!施行

年金給付の額の自動的改定措置の実施時 

期の繰上げ(昭和53年1月を昭和52年? 

月に。改定率9. 4%)

【第4次改正】

•農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭53. 6.13 法69

昭 53. 6.13,昭 53. 7.1施行

(1) 年金給付の額の自動的改定措置の実 

施時期の繰上げ(昭和54年1月を昭和 

53年7月に。改定率6.7%)

(2) 昭和51年7月前の被保険者期間にか 

かる時効完成保険料の納付の特例措置

【第5次改正】

［農林省設置法の一部を改正する法 
I律
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I 昭53. 7. 5 法87
［昭53. 7. 5施行

「農林省」を「農林水産省」に変更

【第6次改止】

•農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭54. 6. 9 法42

.昭54. 7.!施行

（1）国民年金の年金給付の額の自動的改 

定措置が講ぜられる場合には,これに 

準じて農業者年金の年金給付の額を改 

定

⑵昭和53年度の消費者物価上昇率が5 

%を超えない場合であっても,昭和54 

年度においては特例として年金給付の 

額を改定

（3）大正8年7月3日から昭和15年1月 

1日までの間に主まれた後継者の加入 

の救済措置

【第7次改止】

・農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭55. 4.10 法24

-昭55. 4.10,昭55. 5.16 施行 

離農給付金について,支給対象者等を手 

直しした上,その実施期間を10年延長

【第8次改正】

•厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭55.10. 31法82

・昭55.10. 3!施行

（1）農業者年金においても国民年金の老 

齢年金の額が改定される月分以後,特 

別に年金給付の額を引き上げる（昭和 

55年7月分から。改定率4.8%）。

⑵（1）の年金給付額の引上げに伴い,昭 

和56年1月以後の月分の保険料の額に 

ついて調整（4.8%の引上げ）

【第9次改正】

「農業者年金基金法の一部を改正す

る法律

昭56. 6. 3 法65

-昭57.1.1,昭56. 7.1施行

（1） 年金額•一時金の額の引上げ

（2） 保険料の額の改定

【第10次改正】

・障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66

.昭57.10.1施行

「廃疾」を「障害」に変更

【第11次改正】

-農業者年金基金法の一部を改正す 

る法律

昭6〇. 6. 25 法81

.昭61.4.1,昭62 1.1施行

（1） 厚生年金の改正に準じて,20年かけ 

て給付水準の適正化

（2） 保険料の額の改定（昭科162年1月分 

から& 000円とし,以降昭和66年まで 

毎年800円ずつ段階的に引き上げる）

（3） 拠出時国庫補助を廃止し,経営移譲 

年金の給付時国庫補助1/3を当分の間 

1/2にする。

（4） 農業者年金加入者等へ経営移譲する 

場合と農業者年金非加入後継者（サラ 

リーマン後継者等）に対して経営移譲 

する場合とで年金額に差を設ける（毎 

年度1/20ずつ差を広げ5年で1/4の 

差）。

（5） 後継者が特定処分対象農地等にっい 

て農用地利用増進事業等により適格な 

第三者に権利を移転•設定する場合は 

経営移譲年金の支給を停止しないこと 

とする。

【第12次改正】

•地方公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭6〇.12. 2? 法108

一昭61.4.1施行

条文整理

般国民年金特別会計への国庫負 
担金の繰入れの平準化を図る 
ための一般会計からする繰入 
れの特例に関する法律

昭58. 5. 20 法46
昭58. 5. 20施行

【制定時】

国民年金特別会計への国庫負担金繰入れ 

の平準化を図るため,昭和58年度から昭 

和72年度までの間における同特別会計へ 

の一般会計からする国庫負担金の繰入れ 

の特例措置を定めたもの

【第1次改正】

•国民年金特別会計法等の一部を改 

正する法律

昭 61.3. 28 法 7

・昭61.4.1施行

条文整理

酸年金財政基盤強化のための年 
金福祉事業団の業務の特例及 
び国庫納付金の納付に関する 
法律

昭62. 6. 2 法59 
昭62. 6. 2施行

【制定時】

（1）年金福祉事業団（以下「事業団」と 

言う）が政府から調達した資金の運用 

等を行うとともにこれにより積み立て 

られた積立金を国庫に納付することに 

より,厚生年金保険等の給付に要する 

費用の財源を確保し,もって厚生年金 

保険事業等の財政基盤の強化に資する 

ことを目的としている。

⑵ 事業団は政府から調達した資金を, 

国債,地方債等の有価証券,預貯金, 

金銭信託,生命保険契約に運用し,そ 

の利差益を積立金として積み立てる。

（3）事業団は,⑵の積立金の一定割合を 

国庫に納付し,当該納付金は厚生保険 

特別会計年金勘定又は国民年金特別会 

計国民年金勘定に帰属する。

临援護

【制定時】 【第1次改1E】
够廃兵院法 戦闘乂は公務傷病により軍人恩給法上の 「廃兵院法中改正法律

増加恩給を受けている者で救護を要する 大 2. 3. 28 法1

明39. 4. 7 法29 者を廃兵院に収容して国費で扶養するこ -大2. 4.1施行
明39. 9.1施行 ととし,収容の要件その他必要な事項を 廃兵院に収容されたため恩給の支給を停

【改題】 規定 止された者の親族に対し扶助料を支給

「傷兵院法」に改題〔第3次改正〕
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【第2次改正】

・廃兵院法中改正法律

大12. 3. 29 法28

・大12. 4.1施行

廃兵院収容者に対する懲罰に替えて懲戒 

を行うこととし,関係条文を改正

【第3次改正】

•廃兵院法中改正法律

昭 9. 3. 26 法12

、昭9. 6.20施行

(1)廃兵院の名称を傷兵院と改正

⑵ 戦闘により傷病を受けた軍人 準軍 

人の収容について,本人の申請に基づ 

いて実施

【廃止】

~ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する 

命令に関する件に基く傷病院法を 

廃止する勅令

昭 21.5.13 勅266

・昭21.5.13施行

廃止

❸行政庁ヲシテ委嘱二依り恩賜 
財団軍人援護会ノ事務ヲ施行 
セシムルノ件

昭14. 5.1勅288
昭14. 5.1施行

【制定時】

軍人援護会(財団法人たるその支部を含 

む)の事務をその委嘱により行政庁が行 

うことができることとし,必要な規定を 

定めた〇

【廃止】

'大正3年勅令第18号(行政庁をし 

て委嘱に依り恩賜財団済生会の事 

務を施行せしむるの件)等を廃止 

する勅令

昭22. 3. 3!勅108

.昭22. 4.1施行

廃止

瞬ポツダム宣言の受諾に伴い発 
する命令に関する件に墓く陸 
軍刑法を廃止する等の政令 

昭 22. 5.17 政52
昭22. 5. 3施行

【制定時】

(1)陸軍刑法,同施行令,海軍監獄令,

海軍刑法,同施行令,戒厳令,陸軍監 

獄令,陸軍給与令,海軍給与令等を廃 

止

⑵未復員者の給与についての取扱いに 

関しては,なお従前の例によることと 

した。

【第1次改正】

~未復員者給与法

昭 22.12.15 法182

昭22. 7.1以後の給与に適用 

同法の対象者を,陸軍刑法を廃止する等 

の政令第7条によりその給与についての 

取扱いに関しなお従前の例によることと 

されるものの範囲から除くこととした。

【第2次改正】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基く厚生省関係 

諸命令の措置に関する法律

昭27. 4. 28 法120

・昭27. 4.28施行 

法律としての効力を有することとなっ 

た。

【第3次改正】

••未帰還者留守家族援護法

昭 28. 8.1法161

・昭28. 8.1施行

(1) 未復員者の給与について従前の例に 

よることをやめた。

(2) 未復員軍人等につき,なお未復員者 

としての身分を有することとした。

(3) 未復員者が帰還したとき等におい 

て,厚生大臣は必要な手続きを採らな 

ければならないこととした。

・未復員者給与法

昭 22.12.15 法182
昭22. 7.1以後の給与に適用

【制定時】

(1) 未復員者の俸給額を一律月額100円 

とする。

(2) 内地に扶養親族を残している者には 

扶養親族1人当たり月額150円の扶養 

手当を支給

(3) その他帰郷旅費,埋葬経費,遺骨引 

取経費について規定

【第1次改正】

・未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭23. 6. 28 法61

昭23. 6.28施行

額の改定

① 扶養手当:150-225円

② 帰郷旅費:30〇->450円

③ 埋葬経費:31〇->1,000円

④ 弓I取経費:2701800円

【第2次改正】

・未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭23.12. 29 法277

・昭23.12. 29施行

(1) 額の改定

① 扶養手当:225—>250円

② 帰郷旅費:45〇->1,000円

③ 埋葬経費:1,000-1,500円

④ 引取経費:800->l,500R

(2) 災害給付制度の実施

① 療養の給付

② 障害一時金,埋葬費の支給

【第3次改正】

・未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭23.12. 29 法278

・昭24.1.1施行

額の改定

扶養手当妻:600円

その他:400円

【第4次改正】

•未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭24. 5.19 法74

・昭24. 5.19施行

災害給与について:経費の請求時効,非 

課税,無料証明,その他

【第5次改正】

•未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭 24.12.1法 230

・昭24.12.1施行

額の改定

扶養手当 妻,長子:600円

その他:400R

【第6次改正】

・未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭24.12.15 法 263

-昭24.12.15施行

(1)額の改定

① 俸給:300円

② 帰郷旅費:1,000〜3,000円

③ 弓I取経費:1,700円

⑵療養の給付

復員後2年-3年
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①

②

③

④

【第7次改正】

・未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭25.12. 2? 法302

・昭26.1.1施行

額の改定

俸給:1,000円

埋葬経費:3, 000円

引取経費:2, 200円

埋葬費:3, 000円

【第8次改正】

•未復員者給与法の一部を改正する 

法律

昭26.12. 3 法286 

.昭26.12. 3 施行

(1)額の改定

① 引取経費:2, 300円

② 障害一時金 最高:3万& 000円

最低:1万6, 000円
⑵ 療養の給付:未治癒者更に3年,立 

入検査,過料

【第9次改正】

・未復員者給与法等の一部を改正す 

る法律

昭27. 8. 5 法296

・昭27. 8. 5施行

【廃止】

•未帰還者留守家族等援護法 

昭28. 8.1法161

、昭28. 8.1施行

同法により廃止。給付内容は,未帰還者 

留守家族等援護法が引き継ぐ。

❾引揚同胞対策審議会設置法

昭 23. & 3 法212
昭23. 9.1施行

【制定時】

総理庁内に厚生大臣を会長とし,関係各 

省次官,引揚援護庁長官等をもって構 

成,引揚促進,遺家族,留守家族の援 

護,帰還者の更生対策,在外資産等に関 

する調査審議機関を設置

【第1次改正】

'引揚同胞対策審議会設置法の一部 

を改正する法律

昭 23.12.14 法 241

.昭23.12.14施行

(1) 委員を15人—20人に増員

(2) 委員に経済安定本部副長官を追加

(3)臨時委員を設置

【第2次改正】

・引揚同胞対策審議会設置法の一部 

を改正する法律

昭24. 6.10 法203

・昭24. 6.10施行

法の効力を施行後1年とされていたのを 

2年に延長

【第3次改正】

'引揚同胞対策審議会設置法の一部 

を改正する法律

昭25. 5.16 法183

・昭25. 5.16施行

法の効力を2年-> 3年に延長

【第4次改正】

・引揚同胞対策審議会設置法の一部 

を改正する法律

昭26. 5. 25 法158

・昭26. 5. 25施行

法の効力を3年-* 4年に延長

【第5次改正】

・引揚同胞対策審議会設置法の一部 

を改正する法律

昭27. 7. 3!法256

・昭27. 8.1施行

(1) 総理庁を総理府に改正

(2) 委員のうち「関係各省の次官,経済 

安定本部副長官」を「内閣官房副長官 

1人,関係各省の事務次官」に改正

(3) 法の効力を4年一 5年に延長

【第6次改正】

'引揚同胞対策審議会設置法の-部 

を改正する法律

昭28. 8.13 法201

・昭28. 8.13施行

法の効力を5年-* 8年に延長

【第7次改正】

・総理府設置法の一部を改正する法 

律

昭29. 7.1法201 

-昭29. 7.1施行
調査審議事項のうち「帰還者の在外資産 

に関する事項」を削除

【第8次改正】

・引揚同胞対策審議会設置法の一部 

を改正する法律

昭31.4. 6 法65

・昭31.4. 6施行

(1)引揚援護庁長官を委員から除外

⑵法の効力を8年-*11年に延長

【第9次改正】

.内閣法等の一部を改正する法律 

昭32. 6.1法158

、昭32. 8.1施行

(1) 総理府に設けることとされていたの 

を厚生省に移管

(2) 内閣総理大臣の権限を厚生大臣に移 

管

⑶ 委員のうち官房副長官を総理府総務 

副長官とした〇

⑷ 事務長を引揚援護局長に変更

【失効】

〔本法附則

本法の附則により昭和34年9月1日失効 

とされた。

越特別未帰還者給与法

昭23.12. 29 法279
昭24.1.1施行

【制定時】

元の陸海軍に属していない一般邦人で, 

昭和20年9月2日以降海外にあってまだ 

帰国せず,かつソ連内において未復員者 

と同様の実情にある者に対して,未復員 

者給与法の規定を準用

【第1次改正】

•特別未帰還者給与法の一部を改正 

する法律

昭24.12.15 法 264

.昭24.12.15施行

樺太,千島,北朝鮮,関東州,満州及び 

中国本土の地域内において,ソ連地域の 

未復員者と同様の実情にある一般邦人に 

対しても適用

【第2次改正】

・特別未帰還者給与法の一部を改正 

する法律

昭 25. 5.1? 法185 

・昭25. 5.1? 施行

国又は地方公共団体の公務員たる特別未 

帰還者で現に国又は地方公共団体から俸 

給を受けている者には,本法による俸給 

及び扶養手当は支給しないこととした。

【第3次改正】

未復員者給与法等の一部を改正す 

る法律

昭27. 8. 5 法296
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I昭27. 8. 5施行 

軍事裁判により拘禁された者を未帰還者 

とみなした。

【廃止】

'未帰還者留守家族等援護法 

昭28. 8.1法161

.昭2& 8.1施行 

廃止(給付内容は未帰還者留守家族等援 

護法が引き継ぐ)

㉚引揚者の秩序保持に関する政 
令

昭 24. &11政300
昭24. &11施行

【制定時】

元の陸海軍に属している者であって,内 

地以外の地域から内地に引き揚げる者が 

速やかに,かつ,秩序正しく帰郷できる 

ようにするとともに,国及び地方公共団 

体の弓I揚業務の円滑な遂行を図る。

【廃止】

~ポツダム宣言の受諾に伴い発する 

命令に関する件に基く厚生省関係 

諸法令の措置に関する法律

昭27. 4. 28 法120

、昭27. 4.28 施行

廃止

❹戦傷病者戦没者遺族等援護法

昭27. 4. 30 法127
昭27. 4. 30施行

【制定時】

目的(軍人軍属の公務上の負傷若しくは 

疾病又は死亡に関し,国家補償の精神に 

基づき,軍人軍属であった者又はこれら 

の者の遺族を援護)

(1) 障害年金の支給

(2) 更生医療等の支給

⑶遺族年金の支給

⑷弔慰金の支給

【第1次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法のー 

部を改正する法律

昭27.12. 26 法334

.昭27.12. 26施行

昭和20年9月2日以後,海外から帰還し 

復員後遅滞なく帰郷する途上において, 

自己の責に帰しえない事由により負傷, 

疾病を負ったとき,当該傷病を,在職期 

間内の公務上の傷病とみなす。

【第2次改正】

~未帰還者留守家族等援護法 

昭 28. 8.1法161

・昭28. 8.1施行

軍人軍属の遺族に支給する遺族年金と未 

帰還者留守家族等援護法による留守家族 

手当又は特別手当との調整規定を設け 

た。

【第3次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法のー 

部を改正する法律

昭 28. 8. 7 法181

・昭28. 8.1施行

⑴ 軍人恩給が復活したことに伴い,恩 

給法による増加恩給,扶助料等と援護 

法による障害年金及び遺族年金との調 

整を図る等の措置を採った。

⑵援護措置の強化

① 船舶運営会の船舶の乗組員を軍属 

に追加

② 障害年金及び遺族年金の額の引上 

げ

③ 先順位の遺族年金の受給権を2以 

上有する者に併給

【第4次改正】

・身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 29. 3. 3!法28

.昭29. 4.1施行

戦傷病者の更生医療に要する費用の支 

給,更生医療の実施機関に診療所を加 

え,診療報酬の支払いに関する事務を, 

社会保険診療報酬支払基金に委託

【第5次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法のー

部を改正する法律

昭 29. 4.15 法68

・昭29. 4.15 施行

⑴恩給法別表に定める第1款症から第 

3款症の状態にある軍属にも障害年金 

又は障害一時金を支給

(2) 弔慰金の支給範囲の拡大

(3) 軍人の遺族が昭和28年8月1日以後 

遺族年金を支給される要件を備えるに 

至った場合において,公務扶助料の受 

給資格を有しないときは,遺族年金を 

支給

【第6次改正】

「船員保険法の一部を改正する法律

! 昭29. 5.19 法116
〔昭29. 5.19施行 

船員保険法の規定の改正に伴う条文整理

【第7次改正】

~恩給法の一部を改正する法律 

昭29. 6. 30 法200

、昭29. 6.30施行 

平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁 

中に死亡した者の遺族が恩給法の一部改 

正により公務扶助料の受給権を取得する 

場合の遺族年金との調整を図った。

【第8次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法のー 

部を改正する法律

昭 3〇. 8. 8 法144

・昭3〇.10.1,昭3〇. 8. 8 施行

(1)遺族年金の増額

⑵公務傷病の範囲の拡大

(3) 軍属の遺族に対する遺族年金の支給 

条件の緩和及び軍属の在職期間の拡大

(4) 弔慰金の支給範囲の拡大

【第9次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 33. 5.1法125

昭 34.1.1,昭33.10.1,昭 33.

« 5.1施行

(1) 障害年金及び障害一時金の増額

(2) 遺族年金の増額

(3) 準軍属及びその遺族に対する処遇改 

善

【第10次改正】

'国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148

・昭35.1.1施行

障害年金,障害一時金,遺族年金,遺族 

給与金又は弔慰金を受ける権利及び遺族 

国庫債券を差し押さえることができない 

こととした。

【第11次改正】

•未帰還者留守家族等援護法の一部 

を改正する法律

昭35. & 1法135

・昭35. &1施行 

国立保養所に入所中の者に課せられてい 

た一部負担金を廃止

【第12次改正】

「戦傷病者戦没者遺族等援護法の一
!部を改正する法律
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I 昭 36. 6.15 法134
L昭36.10.1施行

(1) 準軍属の範囲拡大(旧国家総動員法 

による被徴用者である内地(事変地及 

び戦地以外の外地を含む)勤務の元の 

陸海軍部内の有給軍属)

(2) 遺族の範囲拡大(入夫婚姻の妻の父 

母)

(3) 軍人軍属にかかる障害年金及び障害 

一時金の増額

(4) 準軍人の身分保有期間の全部を在職 

期間に含めた。

【第13次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭37. 5.10 法115

昭 37. 5.10,昭 37.10.1,昭 38. 

.7.1施行

(1) 障害年金,障害一時金,遺族年金及 

び遺族給与金の増額

(2) 受刑等により,公務扶助料等の受給 

権を失っていた者が恩赦による刑の免 

除等によって公務扶助料の受給権を取 

得する場合には,遺族年金の支給を打 

切り

【第14次改正】

・行政事件訴訟法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭 37. 5.16 法140

・昭37.10.1施行

遺族援護法の規定により不服申立てと訴 

訟との関係(訴訟前置主義)を規定

【第15次改正】

~行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律

昭37. 9.15 法161

.昭37.10.1施行

遺族援護法の規定による不服申立てに関 

係する規定を整備

【第16次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭38. 4.1法74 

・昭38.10.1施行

(1)準軍属の処遇改善

⑵軍属の範囲拡大

(3) 非戦地有給軍属の処遇改善

(4) 特例弔慰金の支給要件の緩和

【第17次改正】

[,恩給法等の一部を改正する法律
| 昭38. 6. 2? 法113

[昭38.10.1施行

新たに特例弔慰金の受給権を取得した軍 

人及び準軍人の遺族に対し,特例扶助料 

又は特例遺族年金を支給

【第18次改正】

~旧令による共済組合等からの年金 

受給者のための特別措置法等の一 

部を改正する法律

昭38. 6. 2? 法114

ゝ昭38. 6. 2?施行

旧海軍共済組合員たる非戦地有給軍属に 

対し,新たに支給されることとなった共 

済年金と遺族援護法による遺族給与金と 

の経過的調整を行った。

【第19次改正】

~戦傷病者特別援護法

昭 38. 8. 3 法168

、昭38.11.1施行

同法の制定に伴い,「更生医療の給付, 

補装具の支給及び国立保養所への収容 

等」については同法に移管

【第20次改正】

一戦傷病者戦没者這族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭39. 7. 9 法159

・昭39.10.1施行

(1) 軍人軍属の公務傷病の範囲拡大

(2) 遺族一時金の支給

(3) 再婚解消妻等に対する遺族年金等の 

支給

(4) 判任文官等の内縁の妻等に対する遺 

族年金の支給

⑸特例弔慰金の適用期間の拡大

⑹特例法の一部改正関係

【第21次改正】

一戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 4〇. 6.1法99

昭4〇.10.1,昭4〇. 6.1施行

障害年金,遺族年金等の増額

【第22次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 41.7.1法108

-昭 41.7.1,昭41.10.1施行

(1) 準軍属の範囲拡大

(2) 障害年金と療養の給付の併給

(3) 準軍属の処遇改善

(4) 遺族の範囲拡大(事実上の父母等)

⑸ 再婚の相手方と死別した妻等にかか 

る遺族年金等の支給

(6)遺族年金等の額の繰上げ実施

【第23次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭42. 7.14 法58

-昭42. 7.14,昭42.10.1施行

(1) 障害年金又は障害一時金の選択

(2) 障害年金,遺族年金の増額

(3) 日華事変中のみなし公務にかかる年 

金額の引上げ

(4) 祖父母等に対する遺族年金等の支給 

条件の緩和

(5) 遺族給与金を後順位者にも支給

(6) 特例弔慰金の支給要件の緩和

【第24次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭43. 5. 2!法60

・昭43.10.1,昭43. 5. 2!施行

(1) 障害年金及び障害一時金の増額

(2) 遺族年金等の増額

【第25次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭44. 7.15 法61

・昭44.10.1施行

(1) 障害年金,遺族年金等の増額

(2) 障害年金の加給の改善:扶養親族の 

数に応じて支給

(3) 旧国家総動員法による被徴用者等の 

遺族に対する特例遺族給与金等の支給

(4) 特例弔慰金の支給要件緩和

(5) 遺族一時金の支給要件緩和

(6) 準軍属の範囲拡大

【第26次改正】

・恩給法等の一部を改正する法律

昭 44.12.16 法 91

、昭44.12.16 施行

恩給法別表の改正に伴い,障害年金等の 

受給権者となるべき者に関し,遺族援護 

法の適用期間等の明確化

【第27次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭45. 4. 2!法27

-昭45.10.1施行

⑴障害年金,遺族年金等の増額

⑵障害年金等の支給対象の拡大

⑶障害年金の加給対象の拡大

⑷満州開拓青年義勇隊員の処遇改善

⑸被徴用者等の処遇改善
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(6) 準軍属の遺族に遺族一時金を支給

(7) 遺族年金等の支給の特例

【第28次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭46. 4. 30 法51

・昭46.10.1施行

(1) 障害年金等の増額

(2) 準軍属の処遇改善

⑶障害年金,遺族年金の支給範囲の拡 

大

⑷ 勤務関連傷病を負った軍属等に対す 

る障害年金等の支給

(5)軍人,準軍人が事変間の本邦等にお 

いて勤務関連傷病により死亡した場 

合,遺族年金を支給

⑹ 昭和16年12月8日以後勤務関連傷病 

により死亡した軍属の遺族に遺族年金 

等を支給

(7) 夫に対する遺族年金等の支給条件緩 

和

(8) その他,遺族年金等の支給の特例

【第29次改正】

'沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭46.12. 3! 法130

-昭47. 5.15施行

事務の変更及び規定の整理

【第30次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭47. 5. 29 法39

・昭47.10.1施行

(1) 障害年金,遺族年金等の増額

(2) 準軍属の処遇改善

(3) 準軍属の範囲拡大

(4) 満州勤務の軍属にかかる在職期間の 

拡大

(5) 満州開拓青年義勇隊員の処遇改善

(6) 軍人,準軍人が事変間に本邦等で勤 

務関連傷病を負った場合,障害年金等 

を支給

(7) 勤務関連傷病により死亡した文官の 

遺族への弔慰金の支給拡大

【第31次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭48. 7. 24 法64

・昭48.10.1 施行

(1) 障害年金,遺族年金等の支給

(2) 勤務関連傷病により死亡した文官, 

軍属及び準軍属の遺族に対する遺族年

金等の支給拡大

【第32次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭49. 5. 20 法51

・昭49. 9.1施行

(1) 障害年金,遺族年金等の増額

(2) 準軍属に支給する弔慰金及び遺族一 

時金の額の改善

(3) 準軍属の範囲拡大:旧防空法による 

防空業務従事者

【第33次改正】

'恩給法等の一部を改正する法律等 

の一部を改正する法律

昭49. 6. 2? 法100 

-昭49. 6.2?施行

第32次改正の施行日の変更(昭49.10.1

—昭49. 9.1)

【第34次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 5〇. 3. 3!法10 

・昭50. 8・1,昭51.1.1施行 

障害年金,遺族年金等の増額

【第35次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 51.5.18 法22

・昭51.7.1施行

(1) 障害年金,遺族年金等の増額

(2) 平病死亡にかかる遺族年金等の支給 

範囲の拡大

(3) 夫にかかる遺族年金等の支給範囲の 

拡大

(4) 再婚解消妻等にかかる再婚解消期限 

の延長

(5) 遺族一時金の支給要件緩和

【第36次改正】

'厚生年金保険法等の一部を改正す 

る法律

昭 51.6. 5 法63

.昭51.8.1施行

条文整備

【第37次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭52. 5. 24 法45

昭52. 5.24,昭52. & 1,昭52.11. 

J施行
(1)障害年金,遺族年金等の増額

(2)遺族年金の支給範囲拡大

【第38次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭53. 4. 28 法33

昭53. 4. 28,昭53. 6.1,昭 53.10. 

.1,昭53.11.1施行

障害年金,遺族年金等の増額

【第39次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭54. 5. 8 法29

昭 54. 5. &昭54. 6.1,昭54.10.

、1施行

(1) 障害年金,遺族年金等の増額

(2) 遺族年金の支給範囲の拡大等

【第40次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭55. 3. 3!法17

昭55. 4.1,昭55. 6.1,昭55.12.

ゝ1,昭56.1.1施行

(1) 障害年金,遺族年金等の増額

(2) 障害年金,遺族年金等の支給範囲の 

拡大

【第41次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭56. 4. 25 法26

昭 56. 4.25,昭 56. 6.1,昭 56.

8.1,昭 56.10.1,昭 56.12.1 

・施行

障害年金,遺族年金等の増額

【第42次改正】

•障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭57. 7.16 法66 

・昭57.10.1施行

用語の整理

【第43次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 57. 8.10 法73 

・昭57. 8.10施行

障害年金,遺族年金筹の増額

【第44次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭58. 5. 4 法30
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L昭58.10.1施行

障害年金,遺族年金等の増額

【第45次改正】

"国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行

条文整理

【第46次改正】

,戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 59. 8.14 法73

・昭59. 8.14,昭59.10.1 施行 

障害年金,遺族年金等の増額

【第47次改正】

'国民年金法等の一部を改正する法 

律

昭60. 5.1法34

・昭61.4.1施行

条文整理

【第48次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭 6〇. 6.14 法60

一昭6〇. 6.14施行

障害年金,遺族年金等の増額

【第49次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 61.5. 20 法 53

・昭61.7.1,昭62. 4.1施行 

障害年金,遺族年金等の増額

【第50次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭62. 6. 2 法46

・昭62. 6. 2 施行

障害年金,遺族年金等の増額

所要の援護を行うこことするもの

(1) 留守家族手当の支給

(2) 帰郷旅費の支給

(3) 遺骨埋葬経費の支給

(4) 遺骨引取経費の支給

(5) 療養の給付又は療養費の支給

(6) 療養中の死亡者に対する給付

(7) 障害一時金の支給

(8) 特別手当の支給

【第1次改正】

一未帰還者留守家族等援護法の一部 

を改正する法律

昭29. 3. 3!法29

・昭29. 3. 3!施行

(1) 遺骨埋葬経費を葬祭料と改め,支給 

範囲を拡大

(2) 遺骨引取経費の支給範囲の拡大

(3) 療養の給付期間の延長(1年間)

(4) 奄美群島の復帰に伴う関係条文の整 

理

(5) 法を沖縄地域に適用するに当たって 

の特例措置についての規定

【第2次改正】

~恩給法の一部を改正する法律

昭29. 6. 30 法200

、昭29. 6.30施行

戦争裁判受刑者で拘禁中のものについ 

て,恩給法の改正により普通恩給の対象 

となったため,留守家族手当又は特別手 

当と普通恩給とを調整

【第3次改正】

•未帰還者留守家族等援護法の一部 

を改正する法律

昭3〇. 8. 5 法129

昭3〇. & 5,昭3〇.10.1施行

(1) 留守家族手当の増額

(2) 療養の給付期間の延長(更に3年 

間)

(3) 継続手当の創設(未帰還者が帰還し 

た場合又は死亡の事実が判明した場 

合,留守家族手当又は特別手当を各々 

3か月間,6カ、月間継続支給)

【第4次改正】

・未帰還者留守家族等援護法の一部 

を改正する法律

昭 31.4.1!法67

昭3も4.1!施行

過去7年間生存資料のない未帰還者にか 

かる留守家族手当の失格規定の適用時期 

を法施行後6年とした。

【第5次改正】

・公共企業体職員等共済組合法

昭 31.6. 6 法134

・昭31.7.1施行 

未帰還者である更新組合員で「未帰還公 

務員」に該当する者については,普通恩 

給の額に相当する年金が支給されること 

に伴い,この年金と留守家族手当とを調 

整

【第6次改正】

~身体障害者福祉法等の一部を改正 

する法律

昭 31.12. 20 法179
〔昭31.12.20施行 

療養の給付にかかる指定医療機関に薬局 

を加え,指定薬局制度導入

【第7次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭33. 5.1法125

・昭33.10.1,昭33. 5.1施行

(1) 留守家族手当の増額

(2) 療養給付期間の延長

【第8次改正】

・国家公務員共済組合法の長期給付 

に関する施行法

昭 33. 5.1 法129

・昭34.1.1施行

国家公務員共済組合法に基づく組合員で 

あり,「未帰還公務員」に該当する者に 

ついて,普通恩給の額に相当する年金が 

支給されることとなったことに伴い,こ 

の年金と留守家族手当とを調整

【第9次改正】

~未帰還者に関する特別措置法 

昭34. 3. 3 法 7

、昭34. 4.1施行 

同法が施行されたことに伴い,留守家族 

手当の失格規定の適用時期を3年間延長

【第10次改正】

•未帰還者留守家族等援護法の一部 

を改正する法律

昭35. 8.1法135

・昭35. 8.1施行

(1) 療養の給付期間の延長(2年間)

(2) 傷病恩給等を受給している入院療養 

患者にかかる一部負担金の廃止

(3) 法施行前に帰還した者で旧法に基づ 

く障害一時金に相当する給付を受けた 

ため,療養の給付を受けることができ 

なかった者に対し,療養の給付を行う 

こととした。

够未帰還者留守家族等援護法

昭 28. 8.1法161
昭28. 8.1施行

【制定時】

従来の制度を廃止し,留守家族に対し直 

接に援護を行い,併せて未帰還者が帰還 

したとき又は死亡の事実が判明した際,
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法令改廃経過一覧

【第11次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭37. 5.10 法115

・昭37. 5.10,昭37.10.1施行

(1) 留守家族手当の増額

(2) 葬祭料の増額

⑶遺骨引取経費の増額

⑷療養の給付期間の延長(当分の間)

【第12次改正】

•地方公務員共済組合法の長期給付 

に関する施行法

昭37. 9. 8 法153

-昭37.12.1 施行

同法の規定による年金の支給があった場 

合においては,年金の支給額の限度にお 

いて,留守家族手当を支給しないことと 

した〇

【第13次改正】

・行政不服審査法の施行に伴う関係 

法律の整理等に関する法律 

昭37. 9.15 法161

-昭37.10.1施行

療養の給付に伴う診療報酬の額の決定に 

ついては,行政不服審査法による不服申 

立てをすることができることとなった。

【第14次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 38. 4.1法74 

・昭38. 4.1施行

引き続き1年以上病院又は診療所に収容 

されて療養の給付(療養費の支給を含 

む)を受けている者に対し,療養手当を 

支給

【第15次改正】

~戦傷病者特別援護法

昭38. 8. 3 法168

、昭38.11.1施行

療養の給付,療養手当の支給,葬祭費の 

支給等の関係条文を削除し,同法に移管

【第16次改正】

'地方公務員共済組合法等の一部を 

改正する法律

昭39. 7. 6 法152

昭39.10.1施行

条文整備

【第17次改正】

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の
|一部を改正する法律

| 昭 39. 7. 9 法159
L昭39.10.1施行

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第18次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 4〇. 6.1法99

.昭4〇.10.1施行

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第19次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭41.7.1法108

・昭41.7.1施行

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第20次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭42. 7.14 法58

一昭42. 7.14,昭41.10.1施行 

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第21次改正】

"戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭 43. 5. 2!法60

・昭43.10.1施行

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第22次改正】

.戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭44. 7.15 法61

.昭44.10.1,昭44. 7.15 施行 

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第23次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭45. 4. 2!法27

・昭45.10.1施行

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第24次改正】

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の
| 一部を改正する法律

| 昭46. 4. 30 法51
［昭46.10.1施行

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第25次改正】

・沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭46.12. 3! 法130 

・昭47. 5.15施行

沖縄の復帰に伴い,事務の委任対象から 

沖縄事務所長を削除

【第26次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭47. 5. 29 法39

・昭47.10.1,昭47. 5. 29 施行 

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第27次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭48. 7. 24 法64 
［昭48.10.1施行

遺族援護法に基づく遺族年金の増額に伴 

い留守家族手当,葬祭料等を増額

【第28次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭49. 5. 20 法51 

・昭49. 9.1,昭49. 5.20 施行 

留守家族手当及び葬祭料の増額

【第29次改正】

•恩給法等の一部を改正する法律等 

の一部を改正する法律

昭49. 6. 27 法100 

.昭49. 6. 27施行

同法により本法第16条第1項の規定は

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部 

を改正する法律」(昭49法51)の公布日 

から施行するものとした。

【第30次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭5〇. 3. 3!法10

昭 5〇. 8.1,昭 5〇. 4.1,昭 51. 

ゝ1.1施行

(1) 留守家族手当及び葬祭料の増額

(2) 遺骨引取経費の増額

(3) 葬祭料,遺骨引取経費及び帰郷旅費 

の額を政令で規定
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【第31次改正】

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭51.5.18 法22
〔昭51.7.1施行

留守家族手当の増額

【第32次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭52. 5. 24 法45

・昭52. 5.24,昭52. 8.1施行

留守家族手当の増額

【第33次改正】

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭53. 4. 28 法33
L昭53. 4. 2& 昭53. 6.1施行

留守家族手当の増額

【第34次改正】

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 54. 5. 8 法29

・昭54. 5. 8,昭54. 6.1施行 

留守家族手当の増額

【第35次改正】

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 55. 3. 3!法17

・昭55. 4.1,昭55. 6.1施行

留守家族手当の増額

【第36次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭56. 4. 25 法26

.昭56. 4. 25,昭56. 8.1施行

留守家族手当の増額

【第37次改正】

・障害に関する用語の整理に関する

法律

昭57. 7.16 法66

・昭57.10.1施行

障害に関する用語整理

【第38次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭57. 8.10 法73

・昭57. &10施行

留守家族手当の増額

【第39次改正】

'国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律 

昭58.12. 3 法82

・昭59. 4.1施行

条文整理

【第40次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭59. 8.14 法73
〔昭59. 8.14施行

留守家族手当の増額

【第41次改正】

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭6〇. 6.14 法60 

・昭6〇. 6.14施行 

留守家族手当の増額

【第42次改正】

'国家公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭60.12. 27 法105 

・昭61.4.1施行

同法により,同法により改正される前の 

「国家公務員等共済組合法」第51条の22 

が第49条になったことから,本法第14条 

に関しては改正前の「国家公務員等共済 

組合法」第49条を適用する旨を規定し 

た。

【第43次改正】

&也方公務員等共済組合法等の一部 

を改正する法律

昭 6〇.12. 2? 法108 

・昭61.4.1施行

同法第137条により本法第14条から「地 

方公務員等共済組合法の長期給付等に関 

する施行法」第124条を削ったもの,す 

なわち留守家族手当との併給調整の対象 

から外したもの

【第44次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭61.5. 20 法53 

、昭61.7.1施行
留守家族手当の増額

够引揚者給付金等支給法

昭32. 5.1? 法109
昭32. 5.1?施行

【制定時】

(1) 終戦時において,外地に6か月以上 

生活の本拠を有していたこと等,所定 

の要件を満たしている引揚者に対し, 

終戦時の年齢に応じ引揚者給付金を支 

給

(2) 死亡した弓1揚者の遺族に対しても, 

弓揚者の死亡の時期及び年齢に応じ, 

遺族給付金として交付する。ただし, 

援護法による遺族年金,弔慰金等の受 

給権を有する遺族には支給されない。

【第1次改正】

~未帰還者に関する特別措置法 

昭34. 3. 3 法7

・昭34. 4.1施行

同法による弔慰料を受ける権利を取得し 

た者にも遺族給付金を支給

【第2次改正】

•国税徴収法の施行に伴う関係法律 

の整理等に関する法律

昭34. 4. 20 法148 

・昭35.1.1施行 

条文整備

【第3次改正】

引揚者給付金等支給法の一部を改 

正する法律

昭 35. 5.16 法82

-昭35. 5.16施行

給付金を受ける権利の消滅時効を3年か 

ら4年に変更

【第4次改正】

・引揚者給付金等支給法のー-部を改 

正する法律

昭36. 5.15 法84

、昭36. 5.15 施行

(1) 今次大戦の開戦前又は大戦中に,日 

本の元委任統治領であった南洋諸島そ 

の他政令で定める地域から日本国政府 

の要請等により,やむをえず本邦に引 

き揚げてきた者について引揚者給付金 

等を支給

(2) 時効期間を5年に延長

【第5次改正】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 37. 5.10 法115
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法令改廃経過一覧

1昭37. 5.10施行 (2)年7慰料の支給対象範囲を3親等内の ! 昭45. 4. 2! 法27

(1)引揚者の子であって,終戦時以前6 親族まで拡大
L昭45.10.1施行

か月未^^の期間内に外地において出生 恩給等の特例法の改正により,昭和42年

し,出生の日以後引き続き終戦時まで 【第2次改正】 io月1日より特例扶助料等の受給権者と

外地に居住して以後引き揚げた者にっ 「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の なった戦没者等の妻及び援護法等の改正

いて引揚者給付金を支給 一部を改正する法律 により昭和44年10月1日より遺族給与金

(2)時効期間を6年に延長 昭38. 4.1法74 等の受給権者となった旧防空法上の防空
〔昭38. 4.1施行

監視隊員,太平洋戦争中の勤務関連傷病

【第6次改正】 法外未帰還者についても戦時死亡宣告の により死亡した被徴用者等の妻に支給

［行政不服審査法の施行に伴う関係 請求を行うことができることとした。

法律の整理等に関する法律 【第2次改正】

昭37. 9.15 法161 【第3次改正】 ［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の
〔昭37.10.1施行

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 一部を改正する法律

条文整備 一部を改正する法律 昭46. 4. 30 法51

昭 39. 7. 9 法159 〔昭46.10.1施行

【第7次改正】 ・昭39.10.1施行 援護法等の改正により昭和45年10月1日

［所得税法及び法人税法の施行に伴 遺族援護法の改正により,軍人の中に元 より遺族年金等の受給権者となった戦地

う関係法令の整備等に関する法律 の判任文官及びいわゆる従軍文官が含ま •事変地における故意•重過失死亡者中

昭4〇. 3. 3!法36 れることになったことに伴い第13条第1 援護審査会が議決したもの及び満州開拓
［昭4〇. 4.1施行

項の表を整理統合 青年義勇隊員で太平洋戦争中,ソ連参戦

条文整備 前に軍事に関する業務により受傷罹病

【第4次改正】 し,死亡した者の妻に支給

【第8次改正】 ［沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃

［沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 に関する法律 【第3次改正】

に関する法律 昭 46.12. 3! 法130 f沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃

昭 46.12. 3! 法130
〔昭47. 5.15施行

に関する法律
［昭47. 5.15施行 沖縄の復帰に伴い権限の委任の規定等を 昭46.12. 3!法130

事務の委任対象から沖縄事務所長を削除 改正
〔昭47. 5.15施行

条文整理

够未帰還者に関する特別措置法 芻驚專裁妻に対する特別給
【第4次改正】

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭 34. 3. 3 法7 昭38. 3. 3!法61 昭47. 5. 29 法39
昭34. 4.1施行 昭38. 4.1施行

昭47.10.1施行

【制定時】 【制定時】 援護法等の改正により昭和46年10月1日

未帰還者のうち,国がその状況に関し調 日華事変勃発以後に公務上の傷病にかか より遺族年金等の受給権者となった日華

査究明した結果,なおこれを明らかにす り,これにより死亡した者の妻であった 事変間の勤務関連傷病により死亡した軍

ることができない者について次のような ことにより,昭和38年4月1日におい 人,準軍人,太平洋戦争中の勤務関連傷

特別の措置を講ずる。 て,遺族年金,公務扶助料等の受給権を 病により死亡した軍人,軍属,準軍属の

(1)厚生大臣も民法第30条の宣告の請求 有する者に,20万円の特別給付金を支給 妻に支給

を行うことができる(戦時死亡宣告)。

(2)弔慰料(公務2万円,非公務3万 【第1次改正】 【第5次改正】

円)の支給 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の ［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

(3)戦時死亡宣告により死亡とみなされ 一部を改正する法律 一部を改正する法律

た場合は,原則として公務死として恩 昭 41.7.1法108 昭48. 7. 24 法64

給法又は遺族援護法を適用
［昭41.7.1施行

・昭48.10.1,昭48. 7. 24 施行

昭和39年10月1日より遺族年金等の受給 (1)国債の最終償還を終えた戦没者等の

【第1次改正】 権者となった再婚解消妻,事変地みなし 妻に対し,あらためて60万円の特別給

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 公務傷病制度対象者の妻等及び昭和41年 付金を支給

一部を改正する法律 10月1 日より遺族年金等の受給権者とな (2)昭和48年4月1日において遺族年金

昭37. 5.10 法115 った死別再婚解消妻等に支給 公務扶助料等の受給権者となった戦没
L昭37. 5.10施行 者等の妻にも20万円の特別給付金を支

(1)昭和28年以降消息不明となった未帰 【参考】 給

還者についても戦時死亡宣告の請求が ~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の (3)援護法等の改正により昭和47年10月

できることとした。 一部を改正する法律 1日より遺族給与金等の受給権者とな

389



った準事変地有給軍属等の妻にも支給

【第6次改正】

［戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭49. 5. 20 法51 

・昭49.10.1施行

(1) 満州事変間の公務上の傷病により死 

亡した者の妻であったことにより,昭 

和49年10月1日において遺族年金又は 

公務扶助料の受給権者に60万円の特別 

給付金を支給

(2) 援護法の改正により昭和48年10月1 

日より遺族年金等の受給権者となった 

日華事変間の勤務関連傷病により死亡 

した軍人,軍属及び準軍属の妻に20万 

円の特別給付金を支給

【第7次改正】

•恩給法等の一部を改正する法律等 

の一部を改正する法律

昭49. 6. 2? 法100 

.昭49. 6.2?施行

条文整理

【第8次改正】

,戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 5〇. 3. 3!法10

-昭5〇. 8.1施行

援護法等の改正により,遺族給与金の受 

給権者となった旧防空法の規定により防 

空業務に従事中の戦没者等の妻に支給

【第9次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 51.5.18 法22

.昭51.10.1施行

戦傷病者の妻として戦傷病者等の妻に対 

する特別給付金の受給権者であった者 

で,当該戦傷病者等が昭和48年4月1日 

前に死亡したものに対し,その国債の最 

終償還を終えたとき,新たに60万円の戦 

没者等の妻に対する特別給付金を支給

【第10次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭52. 5. 24 法45 

・昭52.10.1施行

援護法の改正により昭和21年2月1日か 

ら昭和27年4月29日の間に再婚をした者 

であって昭和28年7月31日までの間に離 

婚により当該婚姻の解消又は取消しをし 

たこと及び当該婚姻の相手方の死亡によ

り離婚と同視すべき事情にあったことに 

より昭和51年7月1日において遺族年金 

等が支給されることとなった戦没者等の 

妻に支給

【第11次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭54. 5. 8 法29 

.昭54.10.1施行

援護法の改正により昭和53年10月1日に 

おいて遺族給与金が支給されることとな 

った満州青年移民(昭和12年11月30日〜 

14年12月21日までの間に軍事に関する業 

務に関連して死亡した者)の妻に支給

【第12次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭55. 3. 3!法17 

・昭55.10.1施行

援護法の改正により,再婚解消妻で離別 

(生別)によるものにあっては昭和40年 

以後,死別によるものにあっては昭和42 

年以後の法改正により戦没者の遺族とさ 

れ,昭和54年10月1日において遺族年金 

等が支給されることとなった戦没者等の 

妻に支給

【第13次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭57. 8.10 法73 

・昭57.10.1施行

援護法の改正により,昭和56年10月1日 

において遺族給与金が支給されることと 

なった義勇隊開拓団員の妻に支給

【第14次改正】

一戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭58. 5. 4 法30 

一昭58.10.1,昭58. 5. 4 施行

(1) 額面60万円の特別給付金国庫債権の 

最終償還を終えた戦没者等の妻に120 

万円の特別給付金を支給

(2) 昭和48年4月1日以後死亡した者の 

妻として,昭和58年4月1日において 

遺族年金,公務扶助料等の受給権を有 

する戦没者等の妻に支給

(3) 昭和6年9月18日以後昭和12年7月 

6日までに公務上傷病にかかり,これ 

により昭和48年4月1日以後死亡した 

者の妻として昭和58年4月1日に遺族 

年金又は公務扶助料の受給権を有する 

戦没者等の妻に支給

【第15次改正】

~国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82

、昭59. 4.1施行

条文整理

【第16次改正】

~日本電信電話株式会社法及び電気 

通信事業法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭59.12. 25 法87 

、昭6〇. 4.1施行

条文整理

【第17次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭61.5. 20 法53 

・昭61.10.1施行

戦傷病者等の妻に対する特別給付金が支 

給されていて,当該戦傷病者が昭和58年 

3月31日以前に死亡した場合で,公務扶 

助料等の受給権を有する者には5万円の 

戦没者等の妻に対する特別給付金を継続 

して支給

【第18次改正】

一日本国有鉄道改革法等施行法

昭61.12. 4 法93

、昭62. 4.1施行

条文整理

魁戦傷病者特別援護法

昭38. 8. 3 法168
昭38.11.1,昭39. 4.1施行

【制定時】

軍人軍属等であって公務上の傷病により 

障害を有する戦傷病者に対し戦傷病者手 

帳を交付するとともに国家補償の精神に 

基づき療養の給付等の援護を行うことと 

した〇

(1) 戦傷病者手帳の交付

(2) 療養の給付(療養費の支給)

(3) 療養手当の支給

⑷葬祭費の支給

(5) 更生医療の給付

(6) 補装具の支給及び修理

(7) 国立保養所への収容

(8) 国鉄乗車船の無賃取扱い
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法令改廃経過一覧

【第1次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 39. 7. 9 法159 

昭39.10.1施行

(1) 軍人軍属の事変地又は戦地における 

傷病が故意又は重過失によるものであ 

ることが明らかでない場合にも戦傷病 

者手帳を交付

(2) 元の陸海軍部内の判任文官及び従軍 

文官等にも更生医療の給付等の援護を 

実施

(3) 葬祭費の額を5,000円から6,000円に 

増額

【第2次改正】

•戦傷病者特別援護法の一部を改正 

する法律

昭4〇. 6.1法98

・昭4〇. 6.1,昭4〇.10.1施行

⑴戦傷病者相談員制度を新設

⑵ 療養手当の月額を2,000円から3, 000 

円に増額

(3)恩給法以外の法令により恩給法の規 

定による傷病恩給に相当する給付を受 

けている者にも国鉄乗車船の無賃取扱 

いを適用

【第3次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭41.7.1法108

-昭41.7.1,昭41.10.1施行

(1)昭和16年12月8日以後中国において 

法第2条第2項第6号の者と同様の事 

情にあった者(動員学徒等)にも戦傷 

病者手帳を交付

⑵ 葬祭費の額を8,400円に増額

【第4次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭42. 7.14 法58

・昭42. 7.14施行

療養手当の月額を3, 400旧に増額

【第5次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭43. 5. 2!法60

.0343. 5.2!施行

療養手当の月額を3, 600円に増額

【第6次改正】

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 
丨一部を改正する法律

! 昭44. 7.15 法61
I昭44.10.1,昭44. 7.15 施行

(1) 旧防空法の規定に基づき防空監視に 

従事した防空監視隊員の業務による傷 

病を負った者を戦傷病者手帳の交付対 

象とした〇

(2) 療養手当の月額を3,800円に増額

(3) 葬祭費の額を10,000円に増額

【第7次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭45. 4. 2!法27 

-昭45.10.1,昭45. 4. 2!施行

(1) 昭和16年12月8日〜20年8月9日の 

満州開拓青年義勇隊員の軍事に関する 

業務による傷病を負った者を戦傷病者 

手帳の交付対象とした。

(2) 療養手当の月額を4, 200Rに増額

【第8次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭46. 4. 30 法51 

-昭46.10.1,昭46. 4. 30 施行

(1) 昭和16年12月8日以後,本邦等にお 

ける軍人軍属,準軍属の戦争に関する 

勤務関連傷病を負った者を戦傷病者手 

帳の交付対象とした。

(2) 療養手当の月額を4,800円に増額

【第9次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭47. 5. 29 法39 

、昭 47.10.1,昭47. 5. 29 施行

(1) 昭和14年12月22日〜16年12月7日の 

満州開拓青年義勇隊員の軍事に関する 

業務による傷病,昭和12年7月7日〜 

16年12月7日の本邦等における軍人, 

準軍人の戦争に関する勤務関連傷病及 

び満州の事変地の拡大により軍属とし 

て処遇された者で公務傷病を負った者 

を戦傷病者手帳の交付対象とした。

(2) 療養手当の月額を5,500円に増額

(3) 葬祭費の額を16, 000Rに増額

【第10次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭48. 7. 24 法64 

・昭48.10.1,昭48. 7. 24 施行

(1)昭和12年7月7日〜16年12月7日の 

本邦等における軍属,準軍属であって 

戦争に関する勤務関連傷病を負った者 

を戦傷病者手帳の交付対象とした。

(2)療養手当の月額を6,300旧に増額

【第11次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭49. 5. 20 法51

・昭49. 9.1,昭49. 5.20 施行

(1) 旧防空法第6条第1項又は第2項の 

規定により防空の実施に従事した者の 

業務による傷病を戦傷病者手帳の交付 

対象とした。

(2) 軍人準軍人で第3目症又は第4目症 

の程度の障害を負った者を戦傷病者手 

帳の交付対象とした。

(3) 療養手当の月額を8,000円に増額

(4) 葬祭費の額を22,000円に増額

【第12次改正】

'恩給法等の一部を改正する法律等 

の一部を改正する法律

昭49. 6. 2? 法100 

・昭49. 6. 2?施行

同法により本法第18条第2項の改正規定 

(療養手当の増額),第19条第1項の改 

正規定(葬祭費の増額)及び附則第4項 

の規定は「戦傷病者戦没者遺族等援護法 

等の一部を改正する法律」(昭49法51) 

の公布日から施行することとした。

【第13次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律

昭 5〇. 3. 3!法10 

・昭5〇. 4.1施行

(1)療養手当の月額を9, 800Rに増額

⑵ 葬祭費の額を33,000旧に増額

(3)療養手当及び葬祭費の額は政令で規 

定

【第14次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭53. 4. 28 法33

・昭53.10.1施行

昭和12年11月30日の閣議決定「満州に対 

する青年移民送出に関する件」に基づい 

て実施された満州青年移民の軍事に関す 

る業務による傷病を負った者を戦傷病者 

手帳の交付対象とした。

【第15次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭56. 4. 25 法26 

・昭56.10.1施行

満州開拓青年義勇隊の隊員としての訓練 
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を修了して集団開拓農民となった者によ 

り構成された義勇隊開拓団の団員の軍事 

に関する業務による傷病を負った者を戦 

傷病者手帳の交付対象とした。

【第16次改正】

~国家行政組織法の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係法律の整理 

等に関する法律

昭 58.12. 2 法78

、昭59. 7.1施行

条文整理

【第17次改正】

•身体障害者福祉法の一部を改正す 

る法律

昭 59. 8. 7 法63

-昭59.10.1施行

更生医療の給付並びに補装具の支給の対 

象者の範囲（身体障害の状態）を政令で 

規定

【第18次改正】

・日本国有鉄道改革法等施行法 

昭61.12. 4 法93

、昭62. 4.1施行

条文整理

❸戦没者等の遺族に対する特別 
弔慰金支給法

昭 4〇. 6.1法100
昭4〇. 6.1施行

【制定時】

昭和40年4月1日までに援護法による弔 

慰金の受給権を取得した者で,同日にお 

いて戦没者等の死亡につき遺族年金,公 

務扶助料等の年金たる給付の受給権を有 

する者がないものに特別弔慰金を支給す 

ることとした（国債の額面3万円）。

【第1次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

一部を改正する法律 

昭41.7.1法108 

・昭41.7.1施行

戦没者等の子に限って認められていた特 

別弔慰金の転給を戦没者の死亡当時,戦 

没者と生計関係を有していた父母,孫, 

祖父母,兄弟姉妹の順序による先順位者 

に特別弔慰金を支給（国債の額面3万 

R）

【第2次改正】

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭44. 7.15 法61

・昭44.10.1施行

戦没者の死亡当時,戦没者と生計関係を 

有しなかったか又は昭和40年4月1日に 

おいて遺族以外の者と養子縁組又は改氏 

婚をしていたため特別弔慰金の受給権を 

有するに至らなかった戦没者等の父母, 

孫,祖父母,兄弟姉妹の順序による先順 

位者に支給（国債の額面3万旧）

【第3次改正】

•沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭46.12. 3! 法130

.昭47. 5.15施行

条文整理

【第4次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭47. 5. 29 法39

・昭47. 5. 29施行 

昭和47年4月1日以前に弔慰金を受ける 

権利を取得した遺族があった場合におい 

て,昭和40年4月1日から昭和47年3月 

31日までの間に遺族年金,公務扶助料等 

を受ける権利を有する者がいないとき又 

はいなくなったときの弔慰金受給権者, 

子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹の先順 

位者に支給等（国債の額面3万円）

【第5次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 5〇. 3. 3! 法10

-昭5〇. 4.1施行

（1）制度当初から昭和47年改正法までの 

特弔の受給権者で,昭和50年4月1日 

において遺族年金,公務扶助料等の受 

給権者がいないとき,前回の特弔受給 

権者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉 

妹の順序による先順位者に支給

⑵ 昭和50年4月1日以前に弔慰金を受 

ける権利を取得した遺族があった場合 

において,昭和47年4月1日〜50年3 

月31日の間に,遺族年金,公務扶助料 

等の受給権者がいないとき又はいなく 

なったとき先順位者に支給

（3）昭和12年7月7日〜16年12月7日の 

間に死亡した者の遺族にも他と同様の 

条件により支給（国債の額面20万円）

【第6次改正】

r戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 
丨一部を改正する法律

! 昭 51.5.18 法22
L昭51.7.1施行

国債の償還金について消滅時効完成後も 

支払うことができることとした。

【第7次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭52. 5. 24 法45 

一昭52.10.1施行

（1） 昭和6年9月18日〜12年7月6日ま 

での間に死亡した者の遺族にも他と同 

様の条件で支給

（2） 昭和50年4月1日において弔慰金を 

受ける権利を取得した者又は戦没者等 

の遺族とみなされる者がなかったとき 

は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及 

び兄弟姉妹以外の3親等内の親族（死 

亡者の死亡の日まで1年以上その者に 

よって生計を維持し,又は生計をとも 

にしていた者）に支給（国債の額面20 
万円）

【第8次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭54. 5. 8 法29 

-昭54. 5. 8 施行

（1） 昭和50年4月1日〜54年3月31日の 

間に遺族年金,公務扶助料等の受給権 

者がいないとき,又はいなくなったと 

き,先順位者に支給

（2） 戦没者等が旧恩給法の特例に関する 

件第1条に規定する内閣総理大臣の定 

める者であって,当該戦没者等にかか 

る公務扶助料の受給権者がいなくなっ 

たとき先順位者に支給（国債の額面12 

万円）

【第9次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭6〇. 6.14 法60

-昭6〇. 6.14施行

昭和60年4月1日における戦没者の遺族 

で,同一の戦没者等に関し公務扶助料, 

遺族年金等の支給を受けている者がいな 

いものに,特別弔慰金を支給（国債の額 

面30万円）

・戦傷病者等の妻に対する特別 
給付金支給法

昭 41.7.!法109
昭41.7.1施行
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法令改廃経過一覧

【制定時】

日華事変勃発以後に公務上傷病を負い, 

昭和38年4月1日において障害年金,増 

加恩給等を受給していた戦傷病者等で同 

日においてその傷病の程度が第5項症以 

上あるものの妻に10万円の特別給付金を 

支給

【第1次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭42. 7.14 法58 

.昭42. 7.14施行

昭和38年4月1日において傷病の程度が 

第6項症及び第1款症の者で,同日にお 

いて障害年金,増加恩給等を受給してい 

た戦傷病者等の妻にも支給（1〇万円）

【第2次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改止する法律

昭44. 7.15 法61 

・昭44.10.1施行

（1） 昭和38年4月1日において傷病の程 

度が第2款症及び第3款症の戦傷病者 

等の妻にも支給（5万円）

（2） 援護法等の改正により昭和41年10月 

1日において障害年金等が支給される 

こととなった準軍属で,傷病の程度が 

第1款症〜第3款症までの者及び療養 

給付を受給中の者の妻にも支給（10万 

円又は5万円）

【第3次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭45. 4. 2!法27 

昭45.10.1施行

（1） 昭和38年4月1日において傷病の程 

度が第4款症の戦傷病者等の妻にも支 

給（5万円）

（2） 援護法の改正により,昭和45年10月 

1日において障害年金等が支給される 

こととなった本来公務にかかる第4款 

症の者及び戦地,事変地におけるみな 

し公務にかかる第1款症から第3款症 

までの者の妻にも支給（10万円又は5 
万B）

【第4次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭46. 4. 30 法51 

・昭46.10.1施行

（1）昭和38年4月1日において傷病の程 

度が第5款症の戦傷病者等の妻にも支

給（5万円）

（2）援護法の改正により,昭和44年10月 

1日において障害年金等が支給される 

こととなった旧防空法上の防空監視隊 

員及び昭和45年10月1日において支給 

されることとなった本来公務にかかる 

第5款症の者,満州開拓青年義勇隊員 

で太平洋戦争中ソ連参戦前に軍事に関 

する業務により傷病を負った者の妻に 

支給（10万円又は5万円）

【第5次改正】

神縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭 46.12. 3! 法130

.昭47. 5.15施行

条文整理

【第6次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭47. 5. 29 法39 

・昭47.10.1施行

援護法及び恩給法等の改正により,昭和 

46年10月1日において障害年金等及び特 

例傷病恩給が支給されることとなった戦 

地,事変地みなし公務にかかる第4款 

症,第5款症の者及び太平洋戦争間の勤 

務関連傷病の者の妻に支給（1〇万円又は 

5万円）

【第7次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭48. 7. 24 法64 

・昭48.10.1施行

援護法等の改正により,昭和47年10月1 

日において障害年金等が支給されること 

となった準事変地有給軍属の公務傷病 

者,日華事変間の勤務関連傷病者（軍 

人,準軍人）及び満州勤務の有給軍属の 

者等の妻に支給（1〇万円又は5万円）

【第8次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭49. 5. 20 法51 

-昭49.10.1施行

援護法等の改正により,昭和48年10月1 

日において障害年金等が支給されること 

となった準事変地有給軍属の勤務関連傷 

病者等の妻に支給（10万円又は5万円）

【第9次改正】

「恩給法等の一部を改正する法律等
Iの一部を改正する法律

! 昭49. 6. 2? 法100
L昭49. 6. 2?施行

条文整理

【第10次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 5〇. 3. 3!法10

-昭5〇. 8.1施行

援護法等の改正により,昭和49年9月1 

日において障害年金等が支給されること 

となった旧防空法の規定により防空業務 

に従事中の者の妻に支給（10万円又は5 
万円）

【第11次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭51.5.18 法22

・昭51.10.1施行

（1） 国債の最終償還を終えた戦傷病者等 

の妻に対し,新たに30万円又は15万円 

の特別給付金を支給

（2） 昭和38年4月2日以後戦傷病者等の 

妻となった者に対し,10万円又は5万 

旧の特別給付金を支給

（3） 満州事変間の戦傷病者等の妻に対し 

ても30万旧又は15万円の特別給付金を 

支給

【第12次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭52. 5. 24 法45

・昭52. 5.24施行

国債の償還金について消滅時効完成後も 

支払うことができることとした。

【第13次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭54. 5. 8 法29

・昭54.10.1施行

⑴ 昭和48年4月2日から昭和54年4月 

1日の間に戦傷病者等の妻となった者 

に対し5万円又は2. 5万円の特別給付 

金を支給

（2）援護法の改正により,昭和53年10月 

1日において障害年金等が支給される 

こととなった満州青年移民（昭和12年 

11月30日〜14年12月21日の間に軍事に 

関する業務に関連して傷病にかかった 

者）の妻に支給（5万円又は2. 5万円）

【第14次改正】

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の

393



一部を改正する法律

昭56. 4.25 法26

、昭56.10.1施行

援護法の改正により,勤務に関連して傷 

病にかかり,爾後重症となったことによ 

り昭和55年12月1日において障害年金等 

が支給されることとなった者の妻に支給 

(5万円又は2. 5万円)

【第15次改正】

•障害に関する用語の整理に関する 

法律

昭 57. 7.16 法66

.昭57.10.1施行

条文整理

【第16次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 57. 8.10 法73

・昭57.10.1施行

援護法の改正により,昭和56年10月1日 

において障害年金等が支給されることと 

なった義勇隊開拓団員の妻に支給(5万 

円又は2. 5万円)

【第17次改正】

'国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭 58.12. 3 法82

.昭59. 4.1施行

条文整理

【第18次改正】

'戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 59. & 14 法73

・昭59.10.1施行

昭和54年に特別給付金として支給された 

国債の最終償還を終えた戦傷病者等の妻 

に対し 引き続き2万円の特別給付金を 

支給

【第19次改正】

-日本電信電話株式会社法及び電気 

通信事業法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭59.12. 25 法87

、昭60. 4.1施行

条文整理

【第20次改正】

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の
| 一部を改正する法律

! 昭61.5. 20 法53
L昭61.10.1施行

(1)国債の最終償還を終える戦傷病者等 

の妻に対し,新たに60万円から30万円 

の特別給付金を支給

⑵ 昭和54年4月2日から昭和58年4月 

1日までに戦傷病者等の妻となった者 

に対し30万円又は15万円の特別給付金 

を支給

⑶ 昭和58年4月1日前に平病死した戦 

傷病者等の妻で昭和61年度において国 

債の償還を受けている者に5万円の特 

別給付金を支給

物戦没者の父母等に対する特別 
給付金支給法

昭 42. 7.14 法57 
昭42. 7.14施行

【制定時】

昭和12年7月7日の日華事変勃発以後, 

公務上傷病を負い,これにより死亡した 

者の父母又は祖父母であったことによ 

り,昭和42年4月1日において遺族年 

金,公務扶助料等の受給権を有する者の 

うち,戦没者の死亡当時その戦没者以外 

に子も孫もいなかったもので,かつ,そ 

の後同年3月31日までの間に自然血族た 

る子も孫も有するに至らなかった者に10 

万円の特別給付金を支給

【第1次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭44. 7.15 法61 

・昭44.10.1施行 

戦没者の死亡当時,戦没者以外に子又は 

孫を有する父母,祖父母であっても,そ 

の者がすべて戦没者の父母,祖父母と氏 

を異にしており,その後昭和44年9月30 

日に至るまで氏を同じくする自然血族の 

子も孫も有しなかった場合にも支給

【参考】

~戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭45. 4. 2!法27 

・昭45.10.1施行

援護法等の改正により,昭和44年10月1 

日より遺族給与金を受ける権利を取得し 

た旧防空法上の防空監視隊員,太平洋戦 

争中の勤務関連傷病により死亡した被徴 

用者等の父母等及び旧軍人等の遺族に対 

する恩給等の特例に関する法律の改正に 

より,昭和44年10月1日より特例扶助料 

等を受ける権利を取得した戦没者の父母 

等に支給

【第2次改正】

.戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭46. 4. 30 法51 

一昭46.10.1施行 

援護法等の改正により,昭和45年10月1 

日より遺族年金等の受給権を取得した戦 

地,事変地における故意,重過失死亡者 

中援護審査会が戦後の大赦令による赦免 

の対象の罪以外の罪に関連するものであ 

ることが明らかでないと議決したもの及 

び満州開拓青年義勇隊員で太平洋戦争 

中,ソ連参戦前に軍事に関する業務によ 

り傷病を負い死亡した者の父母等に支給

【第3次改正】

~沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃 

に関する法律

昭46.12. 3!法130 

、昭47. 5.15施行

条文整理

【第4次改正】

・戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭47・5. 29 法39 
［昭47.10.1施行

援護法等の改正により,昭和46年10月1 

日より遺族年金等の受給権を取得した日 

華事変間の勤務関連傷病により死亡した 

軍人,準軍人及び太平洋戦争中の勤務関 

連傷病により死亡した軍人軍属,準軍属 

等の父母等に特別給付金を支給

【第5次改正】

.戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭48. 7. 24 法64

・昭48.10.1,昭48. 7. 24 施行

(1)国債の最終償還を終えた戦没者の父 

母等に対し 新たに30万円の特別給付 

金を支給

⑵ 昭和42年4月1日以後死亡した者の 

父母等として昭和48年4月1日におい 

て遺族年金,公務扶助料等の受給権を 

有する者にも10万円の特別給付金を支 

給

(3)援護法等の改正により,昭和47年10 

月1日より遺族給与金等の受給権を取 

得した準事変地有給軍属等の父母等に 

支給

【第6次改正】
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•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭49. 5. 20 法51

・昭49.10.1施行

(1) 満州事変間の公務上の傷病により死 

亡した者の父母等であったことによ 

り,昭和49年10月1日において公務扶 

助料又は遺族年金の受給権を有する者 

に30万円の特別給付金を支給する〇

(2) 援護法等の改正により,昭和48年10 

月1日より遺族年金等の受給権を取得 

した日華事変間の勤務関連傷病により 

死亡した軍人軍属準軍属

【第7次改正】

・恩給法等の一部を改正する法律等 

の一部を改正する法律 

昭49. 6. 2? 法100 

昭49. 6. 2?施行

条文整理

【第8次改正】

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 5〇. 3. 3!法10 

・昭5〇. 8.1施行

援護法等の改正により,遺族給与金の受 

給権を取得した旧防空法第6条第1項又 

は第2項の規定により防空の実施に従事 

中の者の父母等に支給

【第9次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭52. 5. 24 法45 

昭52.10.1施行

援護法の改正により,昭和21年2月1日 

から昭和27年4月29日の間に改氏婚をし 

た者であって,昭和28年7月31日までの 

間に離婚により当該婚姻の解消又は取消 

しをしたこと及び当該婚姻の相手方の死 

亡により離婚と同視すべき事情にあった 

ことにより昭和51年7月1日において遺 

族年金等が支給されることとなった戦没 

者の父母等に支給

【第10次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭53. 4.28 法33 

・昭53. 4.28施行

30万円の特別給付金の最終償還を終えた 

戦没者の父母等に60万旧の特別給付金を 

新たに支給

【第11次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 54. 5. 8 法29 

・昭54.10.1施行

援護法の改正により,昭和53年10月1日 

において遺族給与金が支給されることと 

なった満州青年移民(昭和12年11月30日 

〜14年12月21日の間に軍事に関する業務 

に関連して死亡した者)の父母等に支給

【第12次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭55. 3. 3!法17

.昭55.10 1,昭55.12.1 施行

(1) 援護法の改正により,改氏婚解消父 

母等で離別(生別)のものにあっては 

昭和40年以後,死別によるものにあっ 

ては昭和42年以後の法改正により戦没 

者の遺族とされ,昭和54年10月1日に 

おいて遺族年金等が支給されることと 

なった戦没者の父母等に支給

(2) 戦没者の死亡後,他の子や孫が改氏 

婚したこと等により,戦没者の戸籍抹 

消時点で他に氏を同じくする子や孫が 

いない戦没者の父母,祖父母に支給

【第13次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律

昭 57. 8.10 法73 

・昭57.10.1施行

援護法の改正により,昭和56年10月1日 

において遺族給与金が支給されることと 

なった義勇隊開拓団員の父母等に支給

【第14次改正】

•戦傷病者戦没者遺族等援護法等の 

一部を改正する法律 

昭 58. 5. 4 法30

・昭58.10.1,昭58. 5. 4 施行

(1)60万円の特別給付金の最終償還を終 

えた戦没者の父母等に60万円の特別給 

付金を新たに支給

⑵ 昭和6年9月18日以後昭和12年7月

6日までに公務上傷病にかかり,これ 

により昭和48年4月1日以後死亡した 

者の父母,祖父母として昭和58年4月 

1日において遺族年金等の受給権を有 

する者に支給

⑶ 昭和48年4月1日以後死亡した者の 

父母,祖父母として昭和58年4月1日 

において遺族年金,公務扶助料等の受 

給権を有する戦没者の父母,祖父母に 

支給

【第15次改正】

'国家公務員及び公共企業体職員に 

係る共済組合制度の統合等を図る 

ための国家公務員共済組合法等の 

一部を改正する法律

昭58・12. 3法82 
・昭59. 4.1施行 

条文整理

【第16次改正】

-日本電信電話株式会社法及び電気 

通信事業法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭59.12. 25 法87

、昭6〇. 4.1施行

条文整理

【第17次改正】

•B本国有鉄道改革法等施行法

昭 61.12. 4 法93

昭62. 4.1施行

条文整理

13災害救助等

❷罹災救助基金法

明32. 3. 22 法77
明32. 7.1施行

【制定時】

(1) 府県は,非常災害の被災者の救助費 

に充てるため,罹災救助基金を叶蓄

(2) 各府県における狞蓄すべき罹災救助 

基金の最少額は50万円

(3) 罹災救助基金の国庫補助として,10 

年度間毎年15万円を支出

(4) 罹災救助基金の支出費目は,避難所 

費等6費目

(5) 本法は,20年度間施行

【第1次改正】

「罹災救助基金法中改正法律
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! 明 38. 3.1法36
〔明38. 3. 2!施行

条文の追加

(1)内務大臣及び大蔵大臣は,必要と認 

める場合,罹災救助基金の管理方法を 

指定することができる規定の追加

⑵ 罹災救助基金の一部について,内務 

大臣及び大蔵大臣の認可を受けて,災 

害土木費等へ貸出しすることができる 

規定の追加

【第2次改正】

・罹災救助基金法中改正法律

明43. 3. 28 法29

明43年度から適用

(1) 法第4条(附加税徴収規定)の一部 

改正

(2) 同法は,明治43年度分より適用

【第3次改正】

'罹災救助基金法中改正法律

大 5. 3.18 法30 

一大5. 4. ?施行

法第17条第1号(罹災救助基金の運用規 

定)の一部改正「勧業債券,日本興業銀 

行債券,農工債券,北海道拓殖銀行債 

券」について買入れることができること 

となる。

【第4次改正】

'罹災救助基金法中改正法律

大 7. 3. 29 法19

.大7. 4.1施行

(1)法第3条但書及び第5条等の削除

⑵ 法第7条の罹災救助基金に対する国 

庫補助規定の改正

(3) 罹災救助基金の支出できる費目とし 

て「学用品費」「運搬用具費」及び

「人夫費」の追加

【第5次改正】

'罹災救助基金法中改正法律

昭 7. 9. 8 法33

・昭7. 9. 8施行

(1) 法第4条中「営業税」を「営業収益 

税」に改正

(2) 罹災救助基金の支出できる費目とし 

て「埋葬費」の追加

⑶法第15条の2追加

【第6次改正】

・地方税法

昭15. 3. 29 法60

昭15年度から適用

条文整備

【第7次改正】

・小学校令の改正に伴う恩給法等の 

規定の整理に関する法律

昭16. 3.1法12

・昭16. 4.1施行

法第14条の2の「尋常小学校児童」を 

「国民学校児童」に改正

【第8次改正】

'生活保護法

昭21.9. 9 法17

.昭21.10.1施行

生活保護法附則第47条により,法第15条 

の2中「救護法施行」を「生活保護法施 

行」に改正

【第9次改正】

'罹災救助基金法の一部を改正する 

法律

昭22. 4.1法44

・昭22. 4.1施行

(1)「府県」を「都道府県」に改正

⑵第3条に次の1項を追加「北海道に 

おいて貯蓄すべき罹災救助基金の最少 

額は100万旧とする。」

⑶「北海道罹災救助基金法」が廃止さ 

れる〇

【廃止】

・災害救助法

昭 22.10.18 法118

.昭22.10. 20施行

廃止

・北海道罹災救助基金法

明38. 3.1法37
明38. 4.1施行

【制定時】

(1)北海道における貯蓄すべき罹災救助 

基金の最少額は100万円

⑵北海道罹災救助基金の積立額は,毎 

年度地方費予算をもって定める。

⑶北海道罹災救助基金の国庫補助とし 

て,法施行の初年度において1万円を 

交付

⑷本法は,40年度間施行

【廃止】

・罹災救助基金法の一部を改正する 

法律

昭22. 4.1法44

-昭22. 4.1施行

廃止

・沖縄県罹災救助基金法

明42. 3. 3!法19
明42. 4.1施行______________________

【制定時】

(1) 沖縄県における貯蓄すべき罹災救助 

基金の最少額は20万円とする。

(2) 沖縄県罹災救助基金の毎年度の積立 

額は3,000円以上とする。

(3) 沖縄県罹災救助基金の国庫補助とし 

て,初年度より5年度間毎年9,ooopq 

を交付する。

(4) 本法は,40年度間施行する。

【失効】
［本法附則

本法の附則により昭和23年度限りで失効 

とされた。

・災害救助法

昭 22.10.18 法118
昭22.10. 20施行

【制定時】

(1)目的(非常災害に際して国が地方公 

共団体,日本赤十字社,その他の団体 

及び国民の協力の下に応急的に必要な 

救助を行い,災害にかかった者の保護 

と社会の秩序の保全を図る)

⑵救助その他緊急措置の適切円滑な実 

施を図るため,中央災害救助対策協議 

会及び都道府県災害救助対策協議会を 

設置

(3)救助の種類(収容施設の供与,食品 

その他生活必需品の給与,医療その 

他)

⑷救助に要する費用等は,原則として 

都道府県が負担し,国庫がその費用の 

多少,都道府県の財政力等を反映する 

補助率により補助

(5)都道府県ごとに災害救助基金を設 

け,最少額500万円に達するまで毎年 

度定額の積立て

【第1次改正】

•行政代執行法の施行に伴う関係法 

律の整理に関する法律

昭 23. 6.14 法54

・昭23. 6.14施行

条文整理

【第2次改正】

「運輸省設置法
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! 昭24. 5. 3!法157
［昭24. 6.1施行

条文整理

【第3次改正】

・地方財政法の一部を改正する等の 

法律

昭24. 5. 3!法168

.昭24. 5. 3!施行

条文整理

【第4次改正】

・災害救助法の一部を改正する法律 

昭 25. 7. 3!法229

.昭25. 7.3!施行

(1) 災害救助費の国庫負担の算定の基礎 

を新税制に適合(地方税法の改正を機 

会:昭25法226)

(2) 地方の財政力の充実,物価騰貴率, 

事務量の増加,災害の規模と応急救助 

費の国庫負担額との不均衡等を勘案し 

て地方財政の実情に即した国庫負担規 

定とした〇

【第5次改正】

'資金運用部資金法の施行に伴う関 

係法律の整理に関する法律 

昭26. 3. 3!法102

.昭26. 4.1施行

資金運用部資金法の施行に伴い,災害救 

助基金の運用に関し,「大蔵省預金部へ 

の預釦を「資金運用部への預託」に改 

正

【第6次改正】

・災害救助法の一部を改正する法律 

昭 28. 8. 3 法166

.昭28. 8. 3 施行

(1)救助の種類に,「飲料水の供給」「災 

害にかかった者の救出」「災害にかか 

った住宅の応急修理」が加えられ,収 

容施設のうちに応急仮設住宅を含める 

ことを明確化

⑵ 救助費に対する国庫負担規定の改正

(3) 非常災害時の警察等の専用通信施設 

の使用を認めた。

⑷災害救助基金の最少額を当該年度の 

前年度の前3年間における普通税収入 

額の決算額を平均した額の5/1,00〇に 

相当する額に改正

【第7次改正】

・地方財政平衡交付金法の一部を改 

正する法律

昭29. 5.15 法101

・昭29. 5.15施行

条文整理

【第8次改正】

・災害対策基本法等の一部を改正す 

る法律

昭37. 5. 8 法109

・昭37. 7.10,昭37. 5. 8 施行

(1)救助実施の要件の明確化

⑵ 都道府県間における救助に要する費 

用負担の不合理を避けるため災害の発 

生した区域を管轄する都道府県知事が 

救助を実施

(3) 中央災害救助対策協議会等の廃止 

(災害対策基本法に基づく中央防災会

議等となる)

(4) 国庫負担の改善

【第9次改正】

'地方支分部局の整理のための行政 

管理庁設置法等の一部を改正する 

法律

昭 55.11.19 法 85

・昭56. 4.1施行

条文整理

【第10次改正】

'運輸省設置法の一部を改正する法 

律

昭 59. 5. 8 法25

・昭59. 7.1施行

条文整理

【第11次改正】

・日本電信電話株式会社法及び電気 

通信事業法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭59.12. 25 法87

・昭6〇. 4.1施行

電気通信設備の優先利用規定の整理

谢昭和28年6月及び7月の大水 
害の被害地域における公衆衛 
生の保持に関する特別措置法 

昭28. 8.15 法216
昭28. 8.15施行

【改題】

「昭和28年6月及び7月の大水害並びに 

同年8月及び9月の風水害の被害地域に 

おける公衆衛生の保持に関する特別措置 

法」に改題〔第1次改正〕

【制定時】

昭和28年6月及び7月に生じた大水害を 

受けた地域における伝染病の予防,伝染 

病院及び隔離病舎等の災害復旧,簡易水 

道の災害復旧,布設,汚物の処理等に対 

して補助率のかさ上げなどを行う。

【第1次改正】

•昭和28年6月及び?月の大水害の 

被害地域における公衆衛生の保持 

に関する特別措置法等の一部を改 

正する法律

昭 28.11.16 法 269

・昭28.11.16施行

「昭和28年6月及び7月の大水害並びに 

同年8月及び9月の風水害の被害地域に 

おける公衆衛生の保持に関する特別措置 

法」に題名改正及び法律の適用対象に

「と畜場」を追加

【廃止】

・行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

.昭57. 7. 23施行

廃止

・昭和28年6月及び7月の大水 
害の被害地域における災害救 
助に関する特別措置法

昭 28. 8.15 法217
昭2& 8.15施行

【改題】

「昭和28年6月及び7月の大水害並びに 

同年8月及び9月の風水害の被害地域に 

おける災害救助に関する特別措置法」に 

改題〔第1次改正〕

【制定時】

(1)目的(昭和28年6月及び7月の大水 

害による被害地域の災害救助に関L, 

特別措置を講じ,もって,民生の安定 

と被害地域の復興に資する)

⑵災害救助法の一部を改正する法律 

(昭28法166)により,救助の種類に 

加えられた「飲料水の供給」等の費用 

について,国庫負担の対象とする。

(3)国庫負担の特例(災害救助法第36条 

の規定中,被災都道府県については, 

昭和28年度に限り1,000分の1)

【第1次改正】

・昭和28年6月及び7月の大水害の 

被害地域における公衆衛生の保持 

に関する特別措置法等の一部を改 

正する法律

昭 28.11.16 法 269

.昭28.11.16施行
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(1) 「昭和28年6月及び7月の大水害並 

びに同年8月及び9月の風水害の被害 

地域における災害救助に関する特別措 

置法」に改題

(2) 昭和28年8月及び9月の風水害によ 

る災害についても,特別措置法を適用

【廃止】

・行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

・昭和28年6月及び7月の大水 
害の被害地域に行わ扎る国良; 
健康保険事業に対する資金の 
貸付及び補助に関する特別措 
置法

昭 28. 8.15 法218
昭28. 8.15施行

【改題】

「昭和28年6月及び7月の大水害並びに 

同年8月及び9月の風水害の被害地域に 

行われる国民健康保険事業に対する資金 

の貸付及び補助に関する特別措置法」に 

改題〔第1次改正〕

【制定時】

被災した市町村においては,保険料収入 

の減少,保険給付の増大により財政難を 

来すため,保険者の保険料減免額及びー 

部負担金減免額のうち8割を国庫からの 

貸付金,2割を補助金で賄う。

【第1次改正】

・昭和28年6月及び7月の大水害の 

被害地域における公衆衛生の保持 

に関する特別措置法等の一部を改 

正する法律

昭 28.11.16 法 269

・昭28.11.16施行

法律の題名を「昭和28年6月及び7月の 

大水害並びに同年8月及び9月の風水害 

の被害地域に行われる国民健康保険事業 

に対する資金の貸付及び補助に関する特 

別措置法」に改める。

【廃止】

'行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律

昭57. 7. 23 法69

.昭57. 7.23施行

廃止

・昭和28年6月及び7月におけ 
る大水害による病院及び診療 
所の圾害の復旧に関する特別

昭28. 8.1? 法230
昭28. 8.1?施行

【改題】 —

「昭和28年6月及び7月における大水害 

並びに同年8月及び9月における風水害 

による病院及び診療所の災害の復旧に関 

する特別措置法」に改題〔第1次改正〕

【制定時】

政令で定める金融機関は被害地域に存す 

る医療法第1条に規定する病院及び診療 

所に対して復旧のために必要とする資金 

の貸付を行うことができる等

【第1次改正】

・昭和28年6月及び7月の大水害の 

被害地域における公衆衛生の保持 

に関する特別措置法等の一部を改 

正する法律

昭 28.11.16 法 269

・昭28.11.16 施行

法律の題名を「昭和28年6月及び7月に 

おける大水害並びに同年8月及び9月に 

おける風水害による病院及び診療所の災 

害の復旧に関する特別措置法」に改め 

る。

【廃止】

'行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

.昭57. 7. 23 施行

廃止

・昭和28年6月及び7月の大水 
害による社会福祉事棄施設の 

災害の復旧に関する特別措置 
法

昭28. 8.1? 法231
昭28. 8.1?施行

【改題】

「昭和28年6月及び7月の大水害並びに 

同年8月及び9月の風水害による社会福 

祉事業施設の災害の復旧に関する特別措 

置法」に改題〔第1次改正〕

【制定時】

(1) 目的(昭和28年6月及び7月の大水 

害による被害地域の保護施設,児童福 

祉施設及び公益質屋の災害復旧に関 

し,特別措置を講じ,もってこれら施 

設の復旧に資する)

(2) 国庫負担の特例(保護施設等の災害 

復旧費について,国庫負担割合を引上 

げ)

【第1次改正】

~昭和28年6月及び7月の大水害の 

被害地域における公衆衛生の保持 

に関する特別措置法等の一部を改 

正する法律

昭28.11.16 法 269

・昭28.11.16施行

(1) 「昭和28年6月及び7月の大水害並 

びに同年8月及び9月の風水害による 

社会福祉事業施設の災害の復旧に関す 

る特別措置法」に改題

(2) 昭和28年8月及び9月の風水害によ 

る災害についても,特別措置法を適用

【廃止】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

・昭和28年6月及び7月の大水 
害の被害地域において行う母 
子福祉資金の貸付に関する特 
別措置法

昭 28. 8.1? 法232
昭28. 8.1?施行

【改題】

「昭和28年6月及び7月の大水害並びに 

同年8月及び9月の風水害の被害地域に 

おいて行う母子福祉資金の貸付に関する 

特別措置法」に改題〔第1次改正〕

【制定時】

(1)被害地域に居住していた者に対して 

貸し付けた生業資金について据置期間 

を1年延長し,事業継続資金につい 

て,新たに1年間の据置期間を設定

⑵ 国が被害地域にかかる都道府県に対 

し貸し付ける金額について,昭和28年 

度及び昭和29年度に限り特例を設け 

た〇

【第1次改正】

f昭和28年6月及び7月の大水害地
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法令改廃経過一覧

域における公衆衛生の保持に関す 

る特別措置法等の一部を改正する 

法律

昭 28.11.16 法 269

・昭28.11.16施行

(1) 「昭和28年6月及び7月の大水害の 

被害並びに同年8月及び9月の風水害 

の被害地域において行う母子福祉資金 

の貸付に関する特別措置法」に改題

(2) 被害地域に居住していた者であって 

水害等により罹災したものについて据 

置期間の特例を設けることとした。

(3) 被害地域にかかる都道府県であって 

政令で定めるものにつき国の貸付金の 

特例を設けることとした。

【第2次改正】

•母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭 32. 4.15 法64

.昭32. 4.15 施行

特別措置法により国から貸付を受けた資 

金の国への償還に関する特例を廃止

【廃止】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7. 23施行

廃止
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12.10 法184
12.10施行

【制定時】

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域におけ 

る伝染病の予防,伝染病院,隔離病舎等 

の災害復旧,水道•簡易水道の災害復 

旧,汚物処理等に対して補助率のかさ上 

げ等を実施

【廃止】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

・昭和34年8月の水害又は同年 
8月及び9月の風水害を受け 
た医療機関の復旧に関する特 
別措置法

昭 34.12.10 法185
昭34.12.10 施行 

【制定時】

公的医療機関の災害復旧費についての国 

の補助,私的医療機関の災害復旧資金の 

貸付について規定 

【廃止】

,行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7. 23施行

廃止

・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 
害を受けた都道府県の災害救 
助費に関する特別措置法

昭 34.12.10 法186
昭34.12.10 施行

【制定時】

(1) 昭和34年7月及び8月の水害又は同 

年8月及び9月の風水害による被災都 

道府県において,災害救助のため必要 

な給水車,舟艇等について国庫負担の 

対象

(2) 国庫負担の特例(災害救助法第36条 

の規定中,被災都道府県については, 

昭和34年度に限り1,000分の1)

【廃止】

・行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

©昭和34年8月及び9月の風水 
害を受けた社会福祉事業施設 
の災害復旧費に関する特別措 
置法

昭 34.12.10 法187
昭34.12.10 施行

【制定時】

昭和34年8月及び9月の風水害による被 

害地域の保護施設及び児童福祉施設の災 

害復旧費について,国庫負担割合を引き 

上げる。

【廃止】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

・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 
害を受けた者に対する母子福 
祉資金の貸付に関する特別措 
置法

昭34.12.10 法188
昭34.12.10 施行

【制定時】

(1) 被災者に対する生業資金又は事業継 

続資金の貸付金のうち一定のものにっ 

いて据置期間の特例を設定

(2) 被災者に対する住宅補修資金の貸付 

金のうち一定のものについて償還期限 

及び据置期間を延長

⑶ 都道府県(指定都市)に対する国の 

貸付金の特例を設けた。

【第1次改正】

'母子福祉資金の貸付等に関する法 

律の一部を改正する法律

昭35. 7.1法116

-昭35. 7.1施行

被災者に対する事業開始資金等の据置期 

間を延長

【廃止】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

-昭57. 7.23施行

廃止

・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 
害に際し災害救助法が適用さ 
れた地域における国民健康保 
険事業に対する補助に関する 
特別措置法

昭34.12.10 法189 
昭34.12.10 施行

【制定時】

被災市町村に対して災害特別補助金を交 

付

【廃止】 
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行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

觀昭和34年7月及び8月の水害 
又は同年8月及び9月の風水 
害を受けた者等に対する福祉 
年金の支給に関する特別措置 
法

昭 34.12.10 法190
昭34.12.10施行

【制定時】

昭和34年7月から9月にかけての風水害 

の被災者に対する福祉年金支給に関する 

特例を規定

【廃止】

・行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

.昭57. 7.23施行

廃止

㉚昭和36年9月の第二室戸台風 
による災害を受けた地域にお 
ける伝染病予防費に関する特 
別措置法

昭 36.11.10 法 206
昭36.11.10施行

【制定時】

昭和36年9月の第二室戸台風による災害 

を受けた市町村が当該災害のための予防 

事務に関して行った伝染病予防費の支弁 

について

① 県分:1/2-3/4

② 市町村分:国1/3,県1/3,市町村1/3

-＞国2/3,県1/3,市町村〇

ただし,伝染病院及び隔離病舎等の災害 

復旧に対しては国1/3,県1/3,市町村 

1/3-＞国4/6,県1/6,市町村1/6

の負担とする。

【廃止】

一行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7.23施行

廃止

魁昭和36年9月の第二室戸台風 
による災害を受けた社会福祉 
事業施設の災害復旧費に関す 
る特別措置法

昭 36.11.10 法 207
昭36.11.10施行

【制定時】

昭和36年9月の第二室戸台風による被害 

地域の保護施設,児童福祉施設及び身体 

障害者更生施設の災害復旧費について, 

国庫負担割合を引上げ

【廃止】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

・昭57. 7. 23施行

廃止
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【制疋時】

都道府県（指定都市）に対する国の貸付 

金につき昭和36年度及び昭和37年度に限 

り特例を設けた。

【廃止】

•行政事務の簡素合理化に伴う関係 

法律の整理及び適用対象の消滅等 

による法律の廃止に関する法律 

昭57. 7. 23 法69

一昭57. 7. 23施行

廃止

囊災害対策基本法

昭36.11.15 法 223
昭37. 7.10施行

【制定時】

災害対策関係法規の総合的体系的位置づ 

けを図った。

（1）防災に関する組織として,総理府に 

中央防災会議,都道府県,市町村に防 

災会議を設けるとともに,災害発生時 

に,総理府に非常災害対策本部,その 

他に災害対策本部を設置

⑵ 災害対策の計画化を図り,防災基本 

計画,防災業務計画,地域防災計画の 

制度を導入

⑶災害予防,災害応急対策,災害復 

旧,財政金融措置について規定（災害 

救助法中の同様規定を削除）

【第1次改正】

ー森林法の一部を改正する法律

昭 37. 4. 4 法68

、昭37. 7. 2 施行

条文整理

【第2次改正】

一豪雪地帯対策特別措置法

昭37. 4. 5 法73

・昭37. 4. 5 .施行

条文整理

【第3次改正】

・災害対策基本法等の一部を改正す 

る法律

昭37. 5. 8 法109 

・昭37. 7.10 施行

災害緊急事態の規定の整備

【第4次改正】

•石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の 

一部を改正する法律

昭43. 5.1? 法51

・昭43. 7.1施行

防災計画に抵触してはならない計画とし 

ての鉱害復旧基本計画の削除

【第5次改正】

•都市再開発法

昭44. 6. 3 法38

.昭44. 6.14施行

防災建築街区の整備の削除

【第6次改正】

・活動火山周辺地域における避難施 

設等の整備等に関する法律

昭48. 7. 24 法61

、昭48. 7. 24施行

防災計画に抵触してはならない計画とし 

ての防災営農施設整備計画等の追加

【第7次改正】

•地方自治法の一部を改正する法律 

昭49. 6.1法71

-昭5〇. 4.1施行

例外規定を削除し,特別区をすべて市と 

みなす。

【第8次改正】

「海洋汚染防止法の一部を改正する
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法令改廃経過一覧

法律 中央防災会議の委員から総理府総務長官 ［昭38. 4.1施行

昭 51.6.1法 47 を削除 条文整理

・昭51.9.1施行

防災計画に抵触してはならない計画とし 【第15次改正】 【第2次改正】

ての排出油の防除に関する計画の追加 |■たばこ事業法等の施行に伴う関係 ［老人福祉法

法律の整備等に関する法律 昭38. 7.1!法133

【第9次改正】 昭 59. 8.10 法71
［昭38. 8.1施行

活動火山周辺地域における避難施 ・昭6〇. 4.1施行 財政援助の対象事業に養護老人ホームと

設等の整備等に関する法律等の一 指定公共機関より日本専売公社を削除 特別養護老人ホームの災害復旧事業を追

部を改正する法律 加

昭53. 4. 26 法29 【第16次改正】

.昭53. 4.26施行 ［日本電信電話株式会社及び電気通 【第3次改正】

(1)防災計画に抵触してはならない計画 信事業法の施行に伴う関係法律の ［失業保険法の一部を改正する法律

としての防災林業経営施設整備計画等 整備等に関する法律 昭 38. & 1法162

の追加 昭59.12. 25 法87
［昭38. 8.1施行

(2)対象災害に噴火を追加 ・昭6〇. 4.1施行 失業保険法による失業保険金の支給に関

条文整理 する特例規定の追加

【第10次改正】

［大規模地震対策特別措置法 【第17次改正】 【第4次改正】

昭53. 6.15 法73 日本国有鉄道改革法等施行法 '母子福祉法

.昭53.12.14 施行 昭61.12. 4 法93 昭39. 7.1法129

(1)地震予知情報を周知させるための方 ・昭62. 4.1施行
［昭39. 7.1施行

法の改善に関する事項の追加 条文整備 条文整理

(2)中央防災会議の委員に,内閣官房長

官, 総理府総務長官を加える。 【第18次改正】 【第5次改正】

~地方公共団体の執行機関が国の機 ［天災による被害農林漁業者等に対

【第11次改正】 関として行う事務の整理及び合理 する資金の融通に関する暫定措置

地震防災対策強化地域における地 化に関する法律 法の一部を改正する法律

震対策緊急整備事業に係る国の財 昭 61.12. 26 法109 昭39.12. 24 法184

政上の特別措置に関する法律 ・昭61.12. 26施行 ・昭39.12. 24施行

昭55. 5. 28 法63 市町村長及び都道府県知事に委任されて 被害農林漁業者等に対する貸付額の変更

.昭55. 5. 28施行 いる災害の状況及び執られた措置の概要

防災計画に抵触してはならない計画とし についての報告をそれぞれ市町村及び都 【第6次改正】

ての地震対策緊急整備事業計画の追加 道府県の事務とすること 中小企業信用保険法の一部を改正

する法律

【第12次改正】 昭4〇. 5.1法53

障害に関する用語の整理に関する 

法律
。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

特別り

、昭4〇. 5.1施行

、ロ保険関係規定の追加

昭57. 7.16 法66

・昭57.10.1施行 昭37. 9. 6 法150 【第7次改正】

用語整理(「廃疾」を「障害の状態」に 昭37. 9. 6施仃 ［天災による被害農林漁業者等に対

改める) 【制定時】 する資金の融通に関する暫定措置

災害対策基本法に規定する激甚災害が発 法及び開拓営農振興臨時措置法の

【第13次改正】 生した場合における国の地方公共団体に 一部を改正する法律

国家行政組織法の一部を改正する 対する特別の財政援助等について規定 昭 4〇. 6. 2 法108

法律の施行に伴う関係法律の整理 (1)対象となる事業(保護施設,児童福 .昭40. 6. 2施行

等に関する法律 祉施設,身体障害者更生援護施設,精 被害農林漁業者等に対する貸付額の変更

昭58.12. 2 法78 神薄弱者援護施設,婦人保護施設の災

.昭59. 7.1施行 害復旧事業等) 【第8次改正】

条文整理 (2)母子福祉資金に関する国の貸付けの ［中小企業近代化資金助成法の一部

特例 を改正する法律

【第14次改正】 昭41.3. 3!法27

総理府設匱法の一部を改正する等 【第1次改正】 昭41.4.1施行

の法律 中小企業振興資金等助成法の一部 中小企業共同工場に対する特例の新設

昭5& 12. 2 法80 を改正する法律

・昭59. 7.1施行 昭 38. 3. 3!法71 【第9次改正】
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'中小企業信用保険法の一部を改正 

する法律

昭42. 6. 26 法43

、昭42. 7.1施行

条文整理

【第10次改正】

,中小企業振興事業団法

昭42. 7.13 法56

・昭42. 8.16施行

条文整理

【第11次改正】

冲小企業団体の組織に関する法律 

の一部を改正する法律

昭42. 7. 29 法98

・昭42. 9.20施行

特例の対象中小企業者に協業組合を追加

【第12次改正】

•公営住宅法の一部を改正する法律 

昭 44. 6.10 法41

・昭44. 6.10施行

条文整理

【第13次改正】

・失業保険法及び労働者災害補償保 

険法の一部を改正する法律 

昭44.12. 9 法83

-昭45.1.1施行 

条文整理

【第14次改正】

•失業保険法及び労働者災害補償保 

険法の一部を改正する法律及び労 

働保険の保険料の徴収等に関する 

法律の施行に伴う関係法律の整備 

等に関する法律

昭44.12. 9 法85

.昭47. 4.1施行

条文整理

【第15次改正】

・日本私学振興財団法

昭45. 5.18 法69

.昭45. 7.1施行

条文整理

【第16次改正】

•天災による被害農林漁業者等に対 

する資金の融通に関する暫定措置 

法及び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の 

一部を改正する法律

昭46.11.29 法115

・昭46.11.29施行

被害農林漁業者等に対する貸付額の変更

【第17次改正】

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の一部を 

改正する法律

昭47.12. 8 法131

・昭47.12. 8施行

中小企業者に対する貸付金利率の変更

【第18次改正】

•中小企業信用保険法の一部を改正 

する法律

昭48. 7. 5 法46

一昭48. 7. 5施行

公害防止保険関係規定の追加

【第19次改正】

・雇用保険法の施行に伴う関係法律 

の整備等に関する法律

昭49.12. 28 法117

・昭5〇. 4.1施行

条文整理

【第20次改正】

'私立学校法等の一部を改正する法 

律

昭 5〇. 7.1!法60

・昭5〇. 8.1! 施行

条文整理

【第21次改正】

•私立学校振興助成法

昭 5〇. 7.1!法61

、昭51.4.1施行

条文整理

【第22次改正】

•天災による被害農林漁業者等に対 

する資金の融通に関する暫定措置 

法及び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の 

一部を改正する法律

昭 5〇.10. 2? 法69

.昭5〇.10. 2?施行

被害農林漁業者等に対する貸付額の変更

【第23次改正】

'農林省設置法の一部を改正する法 

律

昭 53. 7. 5 法87

・昭53. 7. 5施行

条文整理

【第24次改正】

「天災による被害農林漁業者等に対 

する資金の融通に関する暫定措置 

法及び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の 

一部を改正する法律

昭53.10. 2? 法97

.昭53.10. 2?施行

被害農林漁業者等に対する貸付額の変更

【第25次改正】

•中小企業信用保険法の一部を改正 

する法律

昭55. 6.10 法80

・昭55. 6.10施行

新技術企業化保険関係規定の追加

【第26次改正】

~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の一部を 

改正する法律

昭 56. 4.10 法21

・昭56. 4.10 施行

森林災害復旧事業に対する補助を追加

【第27次改正】

~母子福祉法の一部を改正する法律 

昭 56. 6.1!法79

・昭57. 4.1施行

条文整理

【第28次改正】

,地方交付税法等の一部を改正する 

法律

昭57. 5.13 法45

・昭57. 5.13施行

「地方債元利補給金の交付」を「基準財 

政需要額の算入」に改正

【第29次改正】

・中小企業信用保険法の一部を改正 

する法律

昭 57. 5.18 法50

・昭57. 5.18施行

エネルギー対策保険関係規定の追加

【第30次改正】

"天災による被害農林漁業者等に対 

する資金の融通に関する暫定措置 

法及び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の 

一部を改正する法律

昭57. 8. 3!法87

・昭57. 8. 3!施行

被害農林漁業者等に対する貸付額の変更

【第31次改正】

「公共土木施設災害復旧事業費国庫
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