
昭和40年(1965)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

の整理活用について閣議決定. 性を指摘. 8.11岩手県岩手郡西根町で乳牛の炭

8.19佐藤首相,沖縄を訪問（戦後初 8.1! 同和審議会,同和地区に関する 疽病発生.

の首相訪問）. 社会的及び経済的諸問題を解決する 8.13人事院勧告で,看護婦の病院勤

ための基本方策について答申. 務に,いわゆる二八体制（夜勤2人,

8.13人事院,公務員給与の6.4%引上 1人1カ月の夜勤は8以内とする）

げを勧告. が実施される.

9.13パリ万国博事務局,1970年の万 9. 7家庭生活問題審議会設置（首相

8.20厚生省,日本脳炎防疫体制の強 

化を全国に指示.

8.24 アルゼンチンからの輸入馬肉に 

細菌汚染発生.

8.2?生活環境施設整備5カ年計画, 

閣議決定.

9.1 厚生省,非汚染地区として世田

国博覧会の大阪開催を承認（10.25, の諮問機関）. 谷区玉川用賀町の住宅街自動車排気

テーマ〈人類の進歩と調和〉と決 9.16労働省,賃金不払いの概況につ ガス調査を実施.

定). いて,4〜6月に2737件,20億8700 9. 4精神障害者家族会発足.

9.27石川島播磨重工で世界一の大タ 万円と発表. 9. 9第23回国際生理科学会議,自動

ンカー東京丸（15万トン）進水. 車の排気ガスに発がん物質の存在を

10. 5第50回臨時国会召集（10.1!開会 10.1 国勢調査実施（総人口 9827万4961

確認.

9.13厚生省,世田谷区大原交差点で 

自動車排気ガス汚染地区調査を実施.

9.27公害審議会第1回総会開催（厚 

相が公害に関する基本的施策など10 
項目を諮問・公害,水道,下水•清 

掃,生活環境の4部会を設けて審議 

することを決定）.

9.一 環境衛生金融公庫の設置（計画 

概要まとめる）.

10. 4第1回日米医学協力委員会の日

式,12.13閉会). 人,就業人口割合:第1次産業24. 6 米合同会議開催（ハワイ,〜10. 7）.
10.19首相,閣議で物価総合委員会設 %,第2次産業32.3%,第3次産業 10. 8 厚相,不活化麻しんワクチンお

置を指示（昭41.1.10物価問題懇談 43. 〇%). よび弱毒生麻しんワクチンの生物学

会初会合）. 的製造基準を告示.

10.2!朝永振一郎ノー-ル物理学賞受 10.15厚生省,「病院会計準則」を制定.

賞決定（12.10受賞式）. 10.-社団法人全国環境衛生同業組合

11.10原子力発電東海発電所,営業用 11.1厚生省,行政相談室を新設.

中央会設立.

11.1厚生省,初の原子爆弾被爆者実

発電に成功. 態調査を実施（生存被爆者29万8500
11.12地価対策閣僚協議会,地価対策 人).

についてを閣議了解. 11.2厚相,要指示薬の取扱いがルー

11.19閣議,財政処理のため国債発行 ズなため,これについて薬事法の再

を決定（戦後初の赤字国債）. 検討を指示.

12. 2国民生活審議会（首相の諮問機

11.29売春対策審議会,性病予防対策 

に関する意見書提出.

11.- 国立小児病院発足.

12.20 東大,名古屋大,辞馬大病院で,

関）,物価対策について政府を批判. 無給医局員約340人,身分保障など

12.10臨時物価対策閣僚協議会設置. を要求して初の診療拒否.

＞日本,国連憲章改正により増設さ 12.21人権擁護委員会,売血制度は人

れた安保理事会非常任理事国に当選. 権侵害とその廃止を政府に建議.

12.20第51回通常国会召集（翌年1.27 12.- 政務次官会議がん対策小委員会,

開会式,6. 27閉会）. がん対策の推進について決議.

12.29「石油ガス税法」公布.

この年,戦後最大の証券不況, この年より6. 25 （貞明皇后の御
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

障害児11万6600人と推計）.

8. 7厚生省,保育所保育指針を通知 

（幼稚園教育要領の保育所版）.

8.18「母子保健法」公布（昭41-1.1施 

行.児童福祉施策の一部であった母 

子保健施策を総合的,体系的に整 

備）.

8.24厚生省,肢体不自由児施設にお 

ける母子入園による療育を実施.

9.1船員保険中高年齢者疾病予防事 

業開始.

9.15社会保障制度審議会,医療費に 

関する意見および保険3法改正案に 

対する答申を厚相に提出（政府案を 

全面的に否定）.

11.30厚生省,進行性筋萎縮症にかか 

っている児童に対する療育制度を実 

施

10.12地方公営企業制度調査会,公営 

企業（病院事業を含む）の建直しに 

ついて答申（診療報酬が病院に不利, 

差額ベッドの規制など訴える）.

10.20社会保険審議会,保険3法に関 

する答申および意見を提出（健保法 

諮問案の総報酬制,薬剤費の本人一 

部負担見送り,国庫負担の大幅増 

額）.

11.16国民年金審議会,年金積立金の 

特別勘定設定などを要望.

11.22厚生省内に医療保険基本問題対 

策委員会を設置.

12.17厚生省,児童手当制度の創設に 

つき昭41年度から再検討を決定

12.22心身障害者の村（コロニー）懇 

談会,重症心身障害児（者）の総合 

施設プランの意見書を厚相に提出.

12. 5厚生省,年金積立金運用の根本 

的改善について大蔵省と折衝に入る.

この年,母子栄養強化事業を開
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昭和40 • 41年(1965 • 66)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

物価問題深刻化（物価上昇率7. 6%, 
過去10年の最咼）. 

誕生日）の属する週を「らいを正し 

く理解する週間」とする.

> 日本熱帯医学協会設立.

昭和41年

1.10経企庁長官の諮問機関として物 

価懇談会開催.

1.13「古都における歴史的風土の保存 

に関する特別措置法」公布.

1.19「昭和40年度における財政処理の 

特別措置に関する法律」公布（1.29 
赤字国債発行2590億円を限度）.

1.2!日ソ航空協定,日ソ貿易支払協 

定署名.

1.2?閣議,中期経済計画廃棄を決定.

2. 4全日空機,東京湾羽田沖に墜落, 

133人全員死亡.

3. 4臨時新東京国際空港閣僚協議会 

設置.

>カナダ航空機,濃霧で羽田空港防 

潮堤に激突し炎上.死者64人.

3. 5英国海外航空機,富士山付近で 

空中分解し墜落.124人全員死亡.

3.25閣議,明治100年記念事業を国家 

的規模で行うと決定.

> 第1次土地改良長期計画,閣議決 

定.

4.1「交通安全施設等整備事業に関す 

る緊急措置法」公布.

4. 6東南アジア開発閣僚会議開催 

（東京）.

4.19日本万国博覧会関係閣僚協議会 

設置.

4.20日産自動車・プリンス自動車合 

併（自動車産業再編成始まる）.

4.26 IOC, 1972年冬季オリンピック 

大会の開催地を札幌に決定

5.10物価問題懇談会,米価値上げ抑 

制を政府に勧告（消費者保護強調）.

5.1!万国博理事会.H本開催を承認.

〇明治100年記念準備会議（議長佐

2. 2人事院,公務員の補償年金制の 

拡充,福祉施設の改善など意見書を 

国会に提出.

2.19労相,中央最低賃金審議会に最 

賃法をILO26号条約に適合させるた 

めの基本的なあり方につき諮問.

2.25総理府統計局,昭40年の家計調 

査で昭26年以来初めて実質減収と発 

表.

2.2?春闘共闘委,218カ所で生活危機 

突破大会（第1回物価メーデー）.

3. 7大蔵省,給与所得者の生計費と 

課税最低限の比較を発表（昭41年減 

税により無理はないとした）.

3.3!法務省住民登録集計による総人 

ロ,1億を突破（1億55万4894人）.

4.1総理府に^1、給審議会設置.

4.24厚生省,社会保障長期計画の策 

定に着手.

〇藤山経企庁長官新長期経済計画 

の社会保障関係の振替所得は中期経 

済計画を上回るはずと説く.

4.26 私鉄大手10社,24時間スト,1300 
万人足止め.

4.- 総理府に同和対策協議会設置.

5.11 松下電器,年功序列型を改め職 

種別賃金制度採用で労使合意.

>首相,恩給審議会第11回会合で恩 

給に関する重要事項について諮問.

2.1厚生省,塩酸ナファゾリン入り 

目薬の市販について,配分量の制限 

や乱用防止の措置をとることを決定.

2.1!厚生省公衆衛生局長,保健所に 

おける精神衛生業務について通知.

3.23政府公害対策推進連絡協議会, 

自動車排気ガス,ばい煙による大気 

汚染などの公害対策を協議.

3.24 新潟水銀中毒事件特別研究班 

（臨床•試験•疫学の3研究班）,中 

間報告（中毒の原因はメチル水銀化 

合物によって汚染された魚介類の喫 

食によるもの.汚染源を工場とする 

にはなお詳細な検討が必要とした）.

3. -衆議院科学技術振興対策特別委

員会,農薬の残留毒性を速やかに科 

学的に究明するよう決議を行う.

4.1 厚生省,第3回無医地区調査を 

実施（無医地区2920カ所）.

4. 7千葉大附属病院医局員,集団チ 

フス事件の容疑で逮捕.

4.15 新宿赤十字病院で昭40. 6から乳 

児結核が多発した事が判明.

5.1厚生省・都道府県,第1回不正 

けし撲滅運動を実施（〜6. 30）.
5.2厚生省,フッ化物歯面局所塗布 

実施要領発表.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

始（低所得階層の妊産婦・乳幼児に 

牛乳•粉乳を支給）•

昭和41年

1.21厚相,身体障害者福祉審議会に 

身体障害者福祉行政推進のための総 

合方策を諮問.

1.28中央社会福祉審議会,養護老人 

ホーム,特別養護老人ホームの設置 

および運営の基準について意見具申 

（同ホームは耐火構造とし,医務室, 

リハビリ室を置くなど）.

3.26厚生省わが国初の重症心身障 

害者総合収容施設•心身障害者の村 

（コロニー）を高崎市に建設するこ 

とに決定.

4.1厚生省,家庭児童対策モデル地 

区組織の育成事業創設.

5.14厚生省,重症心身障害児（者） 

の療育についてを通知（国立療養所 

に委託病棟設置）.

1.13国民健康保険に対する定率国庫 

補助が給付費の4割に決定

1.26国民年金審議会,国民年金法改 

正案について了承の答申.

2.14社会保障制度審議会,国民年金 

法改正案について答申（諮問2.1）.

3.12日本病院協会,医療制度および 

医療費体系の改革試案を発表（ドク 

ターズ・フィーとホスピタル・フィ 

ーの分離,家庭医制度の創設）.

4.28健康保険法等改正法公布•施行 

（標準報酬等級区分の改定（最高限 

度額10万4000円となる）,保険料率 

1000分の65に引上げ）.

5.14厚生省,主要各国と公的年金国 

際通算条約締結のため,米,英,E 
EC諸国と折衝を決定.

6.29北爆,ハノイ,ハイフォン地区 

に拡大.

&18北京天安門広場で'文化大革命勝 

利祝賀'の紅衛兵らの100万人集会開 

く.

（英）& 6社会保障省発足（現金給付 

諸部門の運営の一元化.従来の年金 

国民保健省,国家扶助庁は廃止）.

10. 6短期給付部門（疾病,失業給付） 

に一部報酬比例制を導入（1961.4に 
行われた年金制度での報酬比例制の 

一部導入に合わせて,英国における 

保険料•給付の均一原則は完全な修 

正を受ける）.

11.28社会保障省,補足給付委員会を 

設置（これにより従来の国家扶助制 

度に代わる無拠出の補足給付制度が 

実際に発足）.

（米）11.3「総合保健計画および公衆保 

健事業修正法」が成立（従来細部に 

わたって制約の多い州への補助金を 

整理統合し,州に総合保健計画の提 

出を求め,それに対して連邦政府が 

包括的な補助金を交付する.従来の 

公衆保健計画を大きく変える根拠法 

となる）.

（仏）1.20社会省創設（公衆衛生人口 

省,労働社会保障省を統合）.

6.10社会省を保健社会保障省と労働 

雇用人口省に分化.

7.1被用者でない者の医療保険制度, 

創設・

-社会福祉政策の第5次計画（1966 
〜70）開始（病院4万7000床,精神 

科病床1万8000床,老人ホーム2万 

5000床,不適応児童3万5000人分の 

新増設を計画）.

（伊）8. 6医師の診療報酬の支払方式 

を原則として往診は出来高払い,診 

療所における外来診療は人頭…括払 

制に統一.

（スウェーデン）建築法典第42条改正
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昭和41年(1966)

冃 尽 社会保障一般 衛生・医療

藤首相）発足.

5.20産業災害対策推進連絡会議設置.

5.30米原子力潜水艦,横須賀初入港.

6.1公職選挙法改正法公布（永久選 

挙人名簿の作成）.

6.25国民祝日法改正法公布（9.15を 
敬老の日,10.10を体育の日とし, 

建国記念の日は6カ月以内に政令で 

定める）.

6.28内閣法改正法公布（国務大臣1 
名増員（内閣官房長官,国務大臣））.

6.30「首都圏近郊緑地保全法」公布.

> 「行政相談委員法」公布.

7. 4国立劇場設立・

〇閣議で新国際空港の建設地を千葉 

県成田市（三里塚）と決定.

7.1!第52回臨時国会召集（7.12開会 

式,7. 30閉会）.

7.22経済企画庁,『経済白書』〈持続 

的成長への道〉を発表.

7.30新東京国際空港公団設立.

5.16厚生省 社会保険研修所を社会 

保険大学校と改秫

5.31大阪地裁,主婦の家事労働の経 

済的評価に際し,女子労働者の平均 

賃金を算定基準とする判決

6.1!社会保障推進連盟結成大会開催 

（社会保障関係者の政治結社）.

6.27労働省,家内労働審議会設置.

6.30借地法・借家法各改正法公布 

（借地・借家人の梅利を拡大）.

> 「住宅建設計画法」公布.

6.— 総理府に同和対策協議会設置.

7. 8恩給法等改正法公布（普通恩給 

および公務扶助料等の恩給年額につ 

いて最低保障制度の創設等）.

7.21「雇用対策法」公布（職業転換給 

付金制度の創設など）.

7.25「日本勤労者住宅協会法」公布.

>社会保障推進協議会,社会保障拡 

大要求の統一行動を決議.

7.27昭41年厚生省生活総合調査,指 

定統計に指定（第105号）.

7.29第1次住宅建設5カ年計画閣議 

決定

5. 6農林省,非水銀農薬に切替えを 

通達.

5. 7厚生省,日赤と協議し献血など 

の採血の際,痛みどめの麻酔薬2 % 
塩酸プロカインの使用を中止.

6.30 UJNR （天然資源の開発利用に 

関する日米会議）の第1回有毒微生 

物専門部会開催.

7. 4 「製菓衛生師法」公布（12. 26施 

行）.

7.15厚生省,食用赤色4号等7品目 

の指定を削除（食品衛生法施行規則 

改正.昭42.1.15施行）.

7.26 性病予防法改正法公布・施行 

（性病患者の届出制度の簡素化,接 

触者調査の徹底,婚姻時の梅毒血清 

反応検査の義務化,妊娠時の健康診 

断の実施等）.

8.1佐藤内閣改造（厚相鈴木善幸留 

任）.

8.26閣議,石炭業の長期安定策を決 

定.

8.27建設省,国土題設長期構想を発 

表.

8. 4公害審議会,公害に関する基本 

的施策について中間報告を厚相に提 

出（生活環境基準の設定,民法上の 

無過失責任,補償の企業責任など）.

8.13日本薬剤師会理事会,医薬分業 

の推進を検討.

8.15公害審議会生活環境部会,健康 

的な居住水準の設定について,およ 

び多数人利用建築物の衛生基準の設 

定について中間報告を厚相に提出.

8.16自然公園審議会より'自然公園制 

度の基本的方策に関する中間答申' 

提出される.

8.27厚生省,生活環境整備新5カ年 

計画（昭42年度を初年度）を発表.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

7.1「戦傷病者等の妻に対する特別給 

付金支給法」公布（額面10万円（軽 

症者5万円）の10年償還国債支給）.

＞戦傷病者戦没者遺族等援護法等改 

正法公布（準軍属,遺族の範囲拡大 

（満州の動員学徒,事実ト.の父母）， 

死別再婚解消妻に遺族年金支給）•

＞厚生省,「救護施設,更生施設, 

授産施設及び宿所提供施設の設備及 

び運営に関する最低基準」を公布 

（10.1施行）.

＞ 厚生省,「養護老人ホーム及び特 

別養護老人ホームの設備及び運営に 

関する基準」制定.

7.15「特別児童扶養手当法」公布（8.
1施行.重度精神薄弱児扶養手当法 

を改正し,支給対象を重度の身体障 

害児に拡大.題名を特別児童扶養手 

当法と改称）.

7.20「こどもの国協会法」公布（11.1 
特殊法人こどもの国協会発足）.

7.26心身障害児（者）コロニー建設 

のための建設推進懇談会発足.

7.29総理府に心身障害児対策連絡会 

議を設置することを閣議決定.

8.1厚生省児童家庭局,精神薄弱者 

（児）実態調査実施（在宅精薄者48 
万4700人,施設入所者2万400人, 

計50万5100A,人口1000人当たり4. 
9人）.

＞児童ネ畐祉法改正（重症心身障害児 

施設の法制化）.

8.29障害等級調整問題研究会,障害 

等級に関する最終報告書を厚相に提 

出（8区分を訴える）.

6. 6国民健康保険法改正法公布（世 

帯員の7割給付（昭43.1.1実施）， 

医療給付費の4割国庫負担,5分の 

財政調整金交付（4.1に遡って実施） 

など）.

6.21年金福祉事業団,近く分譲住宅 

建設資金の融資を始めると発表.

6.30 国民年金法改正法公布・施行 

（年金額の引上げ（夫婦で1万円年 

金）,保険料の引上げ）.

7.25石炭鉱業審議会,石炭鉱業の抜 

本的安定策について政府に答申（一 

定年限以上坑内作業に従事した者を 

対象とした老齢年金制度の実施を提 

言）•

8.-厚生省,医療保険制度改革要綱 

試案をまとめる.

（「公衆を受け入れる場所を有するす 

べての建築物は,老齢,障害または 

疾病によって運動能力が制限される 

者を,無理のない限り受け入れて活 

用させるよう設計されるものとす 

る」の条項を挿入）.

（フィンランド）「ホーム•ヘルプ•サ 

ービス法」制定（これにより多子家 

庭に派遣されるものはホーム・ メー 

カー,老人家庭を対象とするものは 

ホーム・ヘルパーと呼ばれる）.

（べ儿ギー）年初に発生した医療費問題 

により,アルメル内閣が総辞職.

（国際）6.1ILO第50回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 22）.条約126号「漁 

船の船内船員設備に関する条約」を 

採択.

9. 4第13回国際社会事業会議,ワシ 

ントンで開催（〜9.10）. ・都市開発 

ーその社会事業および社会活動への 

影響'を主テーマとした.またこの 

時以後,国際社会福祉会議と改称.

11.19第21回国連総会,経済的,社会 

的および文化的諸権利に関する国際 

規約を採択（社会保障への権利を明 

文で規定）.

12.16国連総会において「経済的,社 

会的および文化的権利に関する国際 

規約」（A規約）,「市民的および政 

治的権利に関する国際規約」（B規 

約）およびB規約に関する選択議定 

書を全会一致で採択.

一 国連麻薬委員会,アンフェタミン 

等の薬物の国内規制に重点を置き, 

国際規制については将来的に検討を 

し,また,LSD等幻覚剤については 

その輸出入を各国政府が取り締まる 

よう决議.
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昭和41年（1966）

背 景 社会保障一般 衛生 ・ 医療

9.14鉄鋼大手6社,自主的設備調整 9. 5労働省,労働費用調査結果を発

8.30公害審議会,水道の広域化方策 

と水道の経営方式に関する答申を厚 

相に提出.

9. 2行政管理庁,下水道行政の一元

について合意. 表（福利費9.2%,うち法定4.7%, 化について厚生省・建設省に勧告.

9.18国産機YS11機,初の太平洋横断. 法定外4. 5%）. 9. 7自治省,公害対策基本法制定に

9.19中央教育審議会,'期待される人 9. 9総評中央社会保障推進協議会, ついて意見書を発表（公害の発生責

間像'を発表. '生命と健康,権利を守る全国活動 任の明確化など）.

9.22閣議,交通事故対策の方針を決 

定.

9.25台風26号,関東・中部地方に大 

被害（死者行方不明314人,山梨県 

足和田村山津波で惨事）.

者会議'を開催

10.1!日本労働者安全センター設立. 10. 4厚生省,食品,添加物等の規格

10.26新潟市で1日厚生省. 基準改正を告示（合成樹脂製器具お

11.2産業構造審議会,鉄鋼業の構造 11.5厚生省,昭40年度国民生活実態

よび容器包装の試験法の一部を改 

正）.

10. 5経団連,公害政策の基本的問題 

点についての意見を発表.

10. 7公害審議会,公害に関する基本 

施策について厚相に答申（環境基準 

の改定,公害防止計画の策定,公害 

被害救済など）.

10.17 全国国立療養所ハンセン（氏） 

病患者協議会,生活処遇改善などを 

要求して厚生省で座込み.

10.27産業構造審議会,産業公害対策 

のあり方について答申.

11.2厚生事務次官,衛生教育業務指

改善について答申. 調査の結果を発表（国民の5分の1 針定める.

11.13全日空YS11型機,松山空港で海 が貧困）. 11.15閣議,自動車の排ガス対策とし

上に墜落.50人全員死亡（戦後初の 11.15国民生活審議会,望ましい生活 て政府官公庁車に浄化装置の取付け

国産機事故）. の未来像について答申（児童手当の を決定.

11.24アジア開発銀行創立. 早急な検討を要望）. 11.24厚生省,公害対策基本法案を作

11.29第3次防衛カ整備計画の大綱, 11.27総評•中立労連共催の国民大会, 成（環境基準の設定,測定看視体制

閣議決定. 社会保障の充実を要望. の整備,救済制度などを織り込む）.

11.30第53回臨時国会召集（12.3開会 

式,12.20閉会）.

12. 3佐藤内閣改造（厚相坊秀男）. 12.20東京地裁,結婚退職制は違憲と 12.1 医薬品安全対策特別部会の下に

12. 6物価問題懇談会,カルテル規制 判決.住友セメント女子社員勝訴. 医薬品副作用調査会発足.

強化の意見を発表. 12.23労働省,日本と沖縄の失業保険 12.12医療審議会,公的病院の病床数

12. 8建国記念日審議会,建国の日を の相互給付を検討. 規制について,従来のまま2年延長

2.11と答申（翌日政令公布）. すべきと厚相に答申.

12.13物価懇談会,地価抑制について 12.17中央環境衛生適正化審議会,環

意見発表. 境衛生関係営業の近代化および合理

12.14公取委,家庭電器メーカー 6社 化の方策について答申（特に環衛業

にテレビ価格協定破棄を勧告.12. 23 の金融環境の整備）.

拒否. 12.21 関東以西で,広島産生かきによ

12.19経済的•社会的および文化的権 る食中毒発生（129件,患者数1596
利に関する国際規約に署名. 名）.

> 市民的および政治的権利に関する 

国際規約に署名.

12.27第54回通常国会召集,解散（い 

わゆる黒い霧解散）.

この年,景気上昇（いざなぎ景 この年,医療技術研修実施.
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総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

9.15「敬老の日」初めて国民の祝日と 

なる.

9.27「厚生年金基金令」公布（10.1施 

行.11.30初めて87の厚生年金基金 

を認可）.

10・3国民年金審議会,積立金の管理 

運用について意見書を厚相に提出 

（特別勘定の設置,回収金の再運用, 

還元融資枠の拡大）.

10.- 厚生年金基金制度発足.

11.24身体障害者福祉審議会,身体障 

害者福祉法の改正と福祉行政推進の 

ための総合方策を答申.

11.-  特殊法人こどもの国協会がこど 

もの国設立運営に当たる.

12. 3身体障害者コロニー建設推進懇 

談会総会,1500人収容の病院,寮, 

職業訓練所,総合評価センターなど 

のモデル施設の建設案（予算約60億 

円）を承認.

12.20精神薄弱者福祉審議会,精神薄 

弱の児童から成人までの一貫した福 

祉対策の推進について中間意見を提 

出.

12.23中央児童福祉審議会,児童福祉 

施策の推進に関する意見具申（重症 

> 1し、身障害児施設を児童施設に位置付 

け）•

12.2？日本医師会,厚生省の結核治療 

指針の一部改正に抗議.各審議会か 

ら委員の総弓I揚げを通告・

—— この年,母子•乳幼児の健康診
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昭和41・42年(1966・67)

背 景 社会保障一般 衛生 • 医療

気,昭40年下半期〜昭45年下半期）.

> 大企業合併論さかん.交通事故に 

よる死者1万3904人で史上最高 

（'交通戦争'の語生まれる）.公害問 

題深刻化.

>東京で国際がん会議開催.

昭和42年

1.27総理府,昭41年の消費者物価指 

数対前年比5.1%上昇と発表.

1.29第31回衆議院総選挙（自民277, 
社会140,民社30,公明25,共産5, 
無所属9）.

2. 2日銀,戦後初の国債買オペ実施. 

2.1!初の建国記念日.

2.14行政管理庁,初の『行政改善白 

書』を発表.

2.15第55回特別国会召集（3.14開会 

式,7. 21閉会）.

> 羽田空港ビルで時限爆弾による殺 

人未遂事件起こる（この年,東京駅 

新幹線車内,山陽電鉄車内などで同 

種の事件続発）.

2.17第2次佐藤栄作内閣成立（厚相 

坊秀男）.

2.27経済審議会,経済社会発展計画 

を答申（5カ年間の経済成長率年& 5 
%）•

2.28閣議,昭42年度予算政府案決定 

（•般会計4兆9509億円,財政投融 

資計画2兆3884億円）.

3. 6日本航空,世界一周線の営業開 

始.

3. 7物価安定推進会議初会合.

3.13閣議,経済社会発展計画を決定 

（昭42〜46年の経済成長率実質8. 2 
%）•

3.14第3次防衛カ整備計画の主要項 

目,所要経費,閣議決定.

1.12日本血液銀行協会,4月から売 

血を中止し,保存血製造だけとする 

ことを決定.

2. 9経済審議会,新長期経済計画を 

了承（医療保険制度の再編成,健康 

など社会保障長期計画の策定,下水 

道など生活環境の整備）.

3.14閣議,雇用対策基本計画（昭42 
〜46年度）を決定

3.28労働省,昭42年度失業対策事業 

就労者の賃金日額表を決定（標準地 

域で710円70銭）.

3.29日本勤労者住宅協会設立.

2. 3大学医学部卒業後における教育 

研修に関する懇談会,医師の実地修 

練の改善に関する中間意見書を文部, 

厚生両大臣に提出（卒業後直ちに国 

家試験を受験,免許取得後2年以上 

の臨床研修を行う体制の整備）.

2. 4厚生省,初の原爆被爆者実態調 

査のうち基本調査の結果を発表（生 

存被爆者総数29万8500人）.

2.21下水道行政の一元化閣議決定 

（下水道•終末処理場は建設省,終 

末処理場の維持管理・し尿処理施設 

は厚生省）.

>水質審議会,群馬県渡良瀬川の流 

水基準を答申（昭44. 3. 22,経企庁 

渡展瀬川流水基準告示（明23年以来 

の公害,足尾銅山鉱毒問題に新対 

策））.

2.22公害対策推進連絡会議,公害対 

策基本法案要綱をまとめる.

2.23病菌ブタ事件発生（豚コレラ予 

防液製造に使用したブタの死体を, 

食肉として解体•密売）.

3.1 医薬品副作用モニター制度の実 

施（厚生省,国立病院,大学附属病 

院に医薬品の副作用に関する事例報 

告を依頼）.

3. 8厚生省,コレラ汚染地区より来 

航する船舶等に対する検疫上の取扱 

いについて,定める.

3.3! 清掃施設整備5カ年計画（第2 
次計画）を閣議了解（昭42〜46年度 

の5カ年計画,総額1330億円）.

4. 3第23回エカフェ総会,東京で開 

会.29カ国参加（〜4.17）.
4.14日本銀行,昭41年度卸売物価指 

数前年比4 %の大幅値上がりと発表.

4.1 水道水源開発等施設整備費に対 

する国庫補助制度の創設.

4. 5岡山大教授小林純・地元医師萩 

原昇,富山県の奇病イタイイタイ病
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総合年表

社 会 保 険 海 外社 会 福 祉

査及び保健指導要綱示される・

昭和42年

2.13厚生省,在宅重症心身障害児 

（者）訪問指導要綱を通知.

2.26自閉症児親の会全国協議会発足

3.10岩手県久慈市,児童手当支給に 

関する条例可決（15歳未満の5子以 

下に月500円支給.3.13武蔵野市で 

も第4子以降月1000円の児童手当条 

例可決）.

3.1!厚生省,身体障害者福祉法改正 

案要綱を発表（結核•心臓病など内 

部障害の追加,相談員•家庭奉仕員 

制度新設,更生施設の入所対象者拡 

大）.

3.13身障審,身体障害者福祉法改正 

案を了承すると答申.

4.1保育所整備年次計画始まる.

1.1中央（社会保険庁年金保険部業 

務課）による裁定事務の開始（厚生 

年金.昭44.11.1船員保険）.

1.4厚生省,医療関係各種審議会の 

日本医師会所属全委員27人の辞表提 

出を発表.

2.10厚生年金基金連合会設立.

2.15日本医師会,厚生省に各種審議 

会委員の辞表撤回を申入れ.

2.16厚生年金基金連合会発足（理事 

長小山進次郎）.

3.-厚生省,医療保険の財政対策に 

ついてを発表.

4.1 ラス•パルマス（スペイン領カ 

ナリヤ諸島）の日本船員保険福祉会 

館開設.

4.21社会保険審議会,健康保険法等

6. 5アラブ諸国,イスラエルと交戦 

（中東戦争〜6.11）.
7.1欧州共同体（EC）発足.

8. 8東南アジア諸国連合（ASEAN） 
結成.

（英）ロンドン聖クリストファー病院で, 

ホスピス事業（がん末期のケア施 

設）を開始（次第にヨーロッパ,ア 

メリカ合衆国に普及）.

（米）「社会保障法」が改正され,AFDC 
受給者の就労の強化が行われた（メ 

ディケイドを拡大し,21歳未満の低 

所得世帯の児童に対し,予防医療を 

含む医療費を支給する）.

（仏）1.- 内閣改造に際し,社会問題 

省設置（労働社会保障省,保健人口 

省を統合）.

8.21「社会保障の抜本改革を図る特別 

権限法」,大統領令として公布（企 

業利潤の労働者への分配の拡大,社 

会保障の相互共済,廃疾保険•老齢 

保険・家族手当の金庫分離）.

10.1社会保障の保険料に総報酬制導 

A,医療保険の家族給付範囲の拡大, 

未適用フランス人・在住外国人への 

医療保険の適用.

11.1 医療給付を80%償還から70%償 

還に引下げ（反対強く1968. 7. 31, 
75%に修正）.

（西独）8. 23 「社会保険の分野における 

自治管理に関する法律」施行.

（伊）経済発展5カ年計画開始.無料医 

療制の観点から国民保健サービスの 

創設,現行疾病保険制度の改組計画 

をとりあげる（給付と受給条件の統 

ー化,薬価決定方式の改正,年金に 

最低保障の基礎年金を導入）.

（オランダ）7.11921年の産業災害保 

険法,1922年の農業および園芸災害
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4.15第6回統一地方選挙（東京都知 は三井金属神岡鉱業所の廃水が原因

事に美濃部亮吉）. と発表（昭43.5.8厚生省,同一見解

4.21佐藤首相,衆議院決算委員会で を発表）.

武器輸出禁止の3原則（共産国，紛 4. 7新潟水銀中毒事件特別研究班,

争関連国など）を言明. 最終報告書提出.新潟県阿賀野川流 

域の有機水銀中毒の原因は,昭和電 

工鹿瀬工場廃水と結論.

4.24 食品衛生調査会,河川汚濁に伴 

う汚染食品に基因する危害事故防止 

対策特別部会の設置を決定.

5.15ケネディ•ラウンド（関税一括 5.1労働省,労働災害総合基本調査 5.16公害対策基本法案を閣議決定.

引下げ交渉）,主要国（米,英,日, 結果の概要を発表・ 5.23大学医学部卒業後における教育

EEC）間で妥結（6. 30最終文章に署 5.28厚生省,昭41年国民生活実態調 研修に関する懇談会,最終結論を厚

名). 査と昭41年所得再分配調査の結果を 相,文相に提出（新免許取得者はそ

5.29佐藤首相,公庫公団の統廃合を 発表（国民所得の実質増,対前年比 の後も臨床研修を努めること,国は

指不• 9. 6%). 環境,条件の整備に努め,制度,予

5.31「印紙税法」公布. 算措置に配慮することなど）.

6. 6閣議,資本取引自由化基本方針 6.20厚生省環境衛生局に公害部を新 6.12阿賀野川流域水銀中毒事件被害

を決定. 設. 者,昭和電工鹿瀬工場を相手どって,

6.12「登録免許税法」公布. 慰謝料請求を新潟地裁に提訴.

6.30佐藤首相,韓国大統領就任式典 6.16厚生省,いくら,すじこに発色

出席のため現職首相として韓国初訪 剤の使用を認める.

問. 6.21社会保障制度審議会,公害行政 

の一元化等についての意見書を首相 

に提出.

A 「下水道整備緊急措置法」公布.

6.30 厚生省 日本脳炎ワクチンの不 

足のため'〇.lcc皮内注射方式'でも 

よい旨を都道府県へ通知.

7.1政府,資本取引の自由化を実施 7.1 労働省,東京•大阪•名古屋に, 7.- 公衆衛生局長,移動保健所の実

（外資10〇%までの自由化は17業種）. 中•高年齢者職業紹介機関の人材銀 施について通知.

7. 5「石炭鉱業再建整備臨時措置法」 行を開設.

公布（昭60年までの時限立法,会社 〇 厚生省統計調査部にUNIVAC-ni
債務の国庫肩代わりなど）. 電子計算機導入.

7.2!経済企画庁,『経済白書』〈能率 7.14国会,IL0100号条約の批准を承

と福祉の向上〉を発表. 認・

7.25「特定繊維工業構造改善臨時措置 7.17日本経済調査協議会,'社会保障

法」公布（紡績•織物業が対象）• 制度の再検討'と題する提言を発表

[> 「住民基本台帳法」公布. （貧困,病疾,失業の予防対策の重

>運輸省,自動車台数1000万台突破 視).

と発表・ 7.28「一酸化炭素中毒症特別措置法」

7.27第56回臨時国会召集（同日開会 

式,8.18閉会）.

7.28臨時行政改革閣僚協議会設置.

公布.

8. 9第1回日韓定期閣僚会議開催 8.1「地方公務員災害補償法」公布. 8・1「トラホーム」予防法改正法公布

（&11共同コミュニケ発表）. 8.15人事院,公務員給与引上げ勧告. ・施行（医師の患者届出期限の緩

8.10 住居表示に関する法律改正法公 平均7.0%等の引上げ（政府,8月 和).

布・施行（住居表示は町名 街区番 から実施を决定）. 8. 3「公害対策基本法」公布•施行.

号 住居番号方式に改正）• 8.22自由民主党社会保障調査会,今 8.19「環境衛生金融公庫法」公布（9.
8.28羽越地方,豪雨で大水害（死者 後の社会保障政策に関する意見をま 2発足,理事長大山正）.

•行方不明138人,全壊•流失778戸. とめる. 8.24 厚生省,生食用かきの規格基準

災害救助法適用）. を設定.

8.30食品衛生調査会,阿賀野川流域 

の有機水銀中毒事件の原因は,昭電 

工場廃水以外にないと答申（厚生省
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の一部改正案について各側の意見を 保険法,1919年の船員災害保険法,

併記して答申 炭鉱労災保険法はすべて「労働廃疾

4.24社会保障制度審議会,健康保険 保険法」に統合（社会保険法の根本

法等の改正案について答申（今回は 的改革）.

時限立法とし,急ぎ抜本対策を確 12.14病院等の長期入院費用をカバー

立）. する一般強制保険制度を制定（全住

4.26政府,健康保険法および船員保 民を包括）.

険法の臨時特例に関する法律案を第

55回特別国会に提出（審議未了）. （べ儿ギー）10. 24 「被用者のための退職

5.24朝日訴訟最高裁判決（上告人死 5. 8石炭鉱業審議会年金問題小委員

•遺族年金に関する条令」により, 

労務者,職員,鉱夫,商船員など各

亡により訴訟終了）. 会,炭坑労働者を対象とする特別年 部門別の年金制度を一本化（各階層

＞厚生事務次官,児童福祉施設退所 金制度の創設の考え方を厚相,通産 間の年金格差の排除を図った.1968.
児童に対する指導の強化についてを 相に答申. 1.1実施）.

通知.

6.1社会保障制度審議会,石炭鉱業

（南アフリカ）12. 3世界で初の心臓移 

植手術が,ケープタウンの病院で行 

われる.

7.14戦傷病者戦没者遺族等援護法等

年金基金法の制定で答申.

7.1 厚生省,抗生物質の使用基準,

（国際）6. 7 ILO第51回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 29）.条約127号「1 
人の労働者が運搬することを許され 

る荷物の最大重量に関する条約」, 

128号「障害,老齢および遺族給付 

に関する条約」を採択.

11.?国連総会で「婦人差別撤廃宣言」 

を採択.

- WHO,'天然痘根絶計画'開始.

改正法公布（遺族給与金に後順位制 高血圧等の治療指針,歯槽のうろう

度創設）. の治療指針などの改正を告示.

＞ 「戦没者の父母等に対する特別給 7.15「船員災害防止協会等に関する法

付金支給法」公布（額面10万円の5 律」公布・施行.

年償還国債を支給）. 7.29 国民年金法改正法公布・施行

7.24行政管理庁,生活保護行政にっ （福祉年金額の弓1上げ）.

いての監察結果を厚相に提出（生活 7.31国民年金審議会,農民年金問題

扶助基準額の男女別の格差や住宅・ を検討するため専門部会の設置を決

被服費の基準の改善,職員の適正配 定.

置の計画など）.

7.28身体障害者雇用審議会,身障者 

の雇用促進で答申（身体障害者雇用 

促進法の適用拡大,雇用率引上げ, 

雇用奨励金制度新設）.

&1身体障害者福祉法改正法公布 8.16「石炭鉱業年金基金法」公布•施

（障害の範囲拡大（心臓,呼吸機能 行（石炭鉱業年金基金の設立）.

障害）,身体障害者相談員の設置, 8.24「健康保険法及び船員保険法の臨

身体障害者家庭奉仕員の派遣,内部 時特例に関する法律」公布•施行

障害者更生施設の設置）. （保険料率1000分の70に引上げ,薬

[＞社会福祉事業振興会法改正法公布 剤の一部負担創設,入院時,外来時

（施設の新設資金の貸付）. 一部負担金額の引上げ,2年間の時

D＞児童福祉法改正法公布•施行（重 限立法）.

症心身障害児施設の創設,入所期間 

の延長等）.

〇 「引揚者等に対する特別交付金の
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の結論とする）.

9.5政府,景気対策の一環として公 9.1四日市ぜんそく患者,石油コン

共事業費を中心とする財政支出繰延 ビナート企業6社を相手に総額1800
べを決定 万円の慰謝料請求訴訟を津地裁に提

9.21日本学術振興会設立・ 訴.

9.13厚生省,医薬品の製造承認等に 

関する基本方針を通達（製薬企業等 

からの新医薬品の副作用報告制度を 

開始）.

10. 2動力炉•核燃料開発事業団設立. 10.15労働省,出かせぎ労働者対策と 10. 2厚生省,包装食肉等に製造年月

〇石油開発公団設立・ して,東京,大阪に相談所を開設. 日等の標示を義務化.

10. 4行政管理庁,行政改革案（特殊 10.2!厚生省薬務局長,医薬品等の製

法人の整理統合等）をまとめる. 造承認等に関する基本方針の取扱い

10.27物価安定推進会議,米価決定の について通知.

合理化を首相に提言.

11.12佐藤首相,日米首脳会談のため 11.30厚生省,昭41年実施の生活総合 11.1厚生省,原爆被爆者実態調査の

米国訪問に出発（11-15H米共同声 調査結果を発表. 結果を発表（健康面で視聴覚•運動

明発表.沖縄返還は継続協議,小笠 の機能障害6%,身体異常多く,生

原は早期に返還）. 活面では38%が不安で休業失業率は

11.14日本銀行,卸売物価連続6カ月 高く,生活保護受給者に長期間が多

上昇と発表. い).

11.21物価安定推進会議,公共事業の 11.30厚生省,保健婦助産婦看護婦学

地価抑制で,地主に開発負担金賦課 校指定規則を改正（人間形成を重視

などを提言. した新しいカリキュラムの適用）.

11.25佐藤内閣改造（厚相園田直）.

12. 4第57回臨時国会召集（翌日開会 12.20大内兵衛社会保障制度審議会長, 12. 7厚生省研究班,富山県のイタイ

式,12.23閉会). 首相に財政硬直化と社会保障との関 イタイ病の原因は三井金属神岡鉱業

12.15閣議,各省庁の1局削减,定員 係で申入れ. 所の鉱毒と中間発表.

5 %減,4法人整理を決定. 12.25中央最低賃金審議会,石炭,金 12.22原爆医療審議会,原爆症認定の

12.27第58回通常国会召集（翌年1.27 属鉱業の最賃制改定案で答申. 原爆小頭児の診察医を原爆医療法指

開会式,6. 3閉会）. 定医とすべきと答申.

12.- 昭43年度政府予算作成にあたり 

財政硬直化,問題となる.

—— この年,国民総生産1140億ドル この年,地域精神医学会設立.

で資本主義国第3位となる. [>集団検診技術者研修実施.

> 農業就業人口19.3% （初めて20% >全国で健康展開催・

を割る）. >救急医療センターの整備を進める.

> 日本国際医療団設立.

昭和43年

1.12日米綿製品貿易取決め改定交渉 1.26社会党,第30回党大会で社会保

妥結（日本の輸出自主規制の継続）. 障政策大綱を決定

> 政府,昭43年度予算案決定.一般 

会計5兆8185億円,財政投融資計画
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

支給に関する法律」公布•施行•

8.19精神薄弱者福祉法改正法公布 

（授産施設の新設）.

&29厚生省,重症心身障害児施設整 

備計画決定.

9. 7厚生省,重症心身障害児対策5 
カ年計画を発表（要入院重症児童の 

全員施設入所を目標）.

9.- 行政管理庁,共同募金に関する 

勧告.

10.1東京都,朝夕2時間ずつの長時 

間保育実施を決定（7：00〜18：00）.
10. 2石炭鉱業年金基金発足.

11.30中央社会福祉審議会生活保護専 

門分科会,生活保護水準の改善にっ 

いて提言.

11.12厚生省,医療保険制度改革試案を 

発表.

11.17厚生省,医療費医科7.68%,歯 

科12.65%引上げ告示（12.1実施）.

12・5精神薄弱者福祉審議会,精神薄 

弱者対策の充実を厚生大臣に要望.

12. 6厚生省,精神薄弱者に対する職 

場適応訓I練についてを通知.

12. 8中央児童福祉審議会,児童福祉 

に関する当面の推進について意見具 

申（情緒障害児短期治療施設の運営 

改善）.

〇中央児童福祉審議会,精神薄弱者 

福祉審議会の'当面推進すべき精神 

薄弱者対策に関する意見’について 

意見具申.

—— この年,厚生省に大臣の諮問機 

関として児童手当懇談会設置.

A養護施設等の児童福祉施設退所児 

童に対する指導事業の創設.

12. 8国民健康保険法改正法公布（昭43.
1.1から給付率7割）.

この年,社団法人日本社会保険 

士会設立.

昭和43年

1.22厚生年金保険給付の裁定事務の 

電子計算組織による処理開始.

（英）1.-政府,長期財政緊縮計画を 

発表（財政支出削減3カ年計画によ 

り,社会保障と保険原則の強化など 

影響を受ける）.
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2兆6990億円.

1.19青年の船就航,明治100年を記念 

し東南アジア訪問.

〇 米原子力空母エンタープライズ, 

佐世保入港（反対運動激化）.

2. 2今後における行政改革の推進に 

ついて閣議決定.

2.13政府,ドイツ銀行と1億マルク 

の産業投資国債の発行契約調印.

2.21宮崎県,えびの町を中心に強震 

（M6.1）,全壊331戸（2.23災害救助 

法発動）.

2.23政府,閣議で返還後の小笠原諸 

島を東京都帰属と決定.

2.26日米原子力協力協定署名.

[> 三里塚•芝山同盟,反日共系全学 

連共催の成田空港阻止集会1600A-
3.1 わが国の総人口1億人突破.

3. 6日英原子力協定署名.

3.12日本万国博覧会推進対策本部設 

置.

〇物価安定推進会議,物価抑制提言 

を発表.

3.17金プール7カ国会議（金の二重 

価格制決定）.

3.22第5次道路整備5カ年計画,閣 

議決定.

3.28自民•社会•民社•公明4党共 

同作成の消費者保護基本法の原案ま 

とまる（公正な自由競争の確保,消 

費者保護会議の設置）.

3.- 東京大学医学部学生処分事件 

（大学紛争始まる）.

4. 5小笠原返還協定署名（6.26発効. 
南方諸島およびその他の諸島に関す 

る日本とアメリカ合衆国との間の協 

定）.

4.17八幡製鉄,富士製鉄合併計画発 

表（6.15近代経済学者グループ,大 

型企業合併に反対を表明）.

4.26総理府,昭42年度消費者物価指 

数は対前年比4. 2%上昇と発表.

〇閣議,国内産金の通貨用強制買上 

げ中止を決定（3.17の金プール7力 

国会議の金プール停止決定に協調）.

5.1日本政府沖縄事務所設置（那屈

2. 9中央労働基準審議会,労働災害 

防止基本5カ年計画と昭43年度実施 

計画を労相に答申（災害発生率を5 
年間で30%減,死亡者半減）.

2.24中央最低賃金審議会基本問題特 

別小委員会,昭42年以降の最低賃金 

制のあり方で中間答申（業者間協定 

制の廃止,最賃審議会での決定方式 

の拡大）.

3. 8政府,定年制採用に関する地方 

公務員法改正案を国会に提出.

3.27家庭生活問題審議会,新しい家 

庭生活のあり方と基本的な行政施策 

を答申.

3.30同和対策協議会,同和対策特別 

措置法案要綱を決め報告.

4.1 労災保険法改正法公布（5人以 

上雇用の全事業所に強制適用）.

4.25産業構造審議会管理部会,企業 

の福利厚生問題で答申案を決定.

5.1 電電公社,育児休職制度を本実

3. 6厚生省,環境汚染調査でメチル 

水銀様物質を検出したため,小矢部 

川流域住民に漁獲自粛を要望.

3. 9富山県神通川のイタイイタイ病 

で婦中町の患者ら,三井金属を被告 

とする損害賠償請求を富山地裁に提 

訴.

3.10食品,添加物等の規格基準改正 

告示（DDT等5種の農薬の残留許 

容量を設定）.

3.16中央薬事審議会生物学的製剤特 

別部会ハシカ調査会,ハシカ•ワク 

チンをKL法に統一することを決定

3.27厚生省イタイイタイ病原因研究 

調査班結論（原因物質カドミウムの 

流出源は神岡鉱山とその関連施設か 

らが主体であるが,自然界の寄与度 

は不明確）.

3.30 公害防止事業団法改正法公布 

（4.1施行）.

3. -予防接種事故事件で遺族ら,国

・製薬会社•医師を被告とする損害 

賠償請求訴訟の提訴を始める.

4. 5自然公園審議会,'自然公園制度 

の基本的方策'を答申.

4.10中央精神衛生審議会,精神医療 

体系の現状に対する意見をまとめる 

（保健所•精神衛生センターでの活 

動を中心とする精神衛生指導体系の 

充実,精神科有床診療所等の初期治 

療施設の検討,ディ・ケアセンター 

等の検討,社会復帰の促進を目的と 

する収容施設の具体化に向けての検 

討）.

4.27国立病院特別会計法改正法公布 

（国立療養所の経理を一般会計から 

特別会計に移管）.

5. 7園田厚相,参議院社労委で初め
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

2.1日本医師会,日本歯科医師会, 

日本薬剤師会,健保法の抜本改正に 

ついて自民党医療基本問題調査会に 

申入れ.

3.26郵政審議会,国営簡易保険に傷 

害,疾病など6種の保険を加えた保 

険機能の拡大を答申.

4.15厚生省,精神薄弱者相談員設置 

要綱を通知.

4.22中央社会福祉審議会,老人ホー 

ム老人向住宅の整備拡充に関する意 

見を発表.

4.-厚生省,高齢者無料職業紹介事 

業など社会活動促進事業を予算化.

5.10厚生省,精神薄弱者援護施設基 5.1! 船員保険法改正法公布・施行

4. -保健サービスで,1処方当たり

2シリング6ペンスの処方せん料 

（患者負担）を復活（ただし65歳以 

上と15歳未満,慢性疾患,低所得者 

などは免除）.

11.- 保健省と社会保障省を統合,保 

健社会保障省となる.

-王立医学教育委員会,医師の海外 

流出の続出に対し,医科大学の入学 

者数の増加を勧告（1967年2500人 

1970年3000人,1975年4000人）.

〇 自治体の地域保健婦と一般医との 

結合を許す法改正を行う.

>保健教育審議会（従来の中央保健 

教育審議会に替わる）創設（保健教 

育の全国計画推進,技術研究,教育 

従事者の養成にのりだす）.

〇 シーボーム委員会,'地方公共団 

体と関連する対人サービス’という 

報告書を発表（バラバラになり過ぎ 

ている福祉サービスとその行政のー 

元化を提言）.

（米）4. 4黒人運動指導者キング師暗 

殺.

> アルコール,麻薬中毒者リハビリ 

改正法制定（施設に連邦が補助を行 

う）.

（仏）4•一 医薬品の価格に関する省令 

改正（新薬の正しい薬価基準を定め 

るため,製薬会社の原料購入費の妥 

当性,製造工程の合理性などを厳重 

にチェック）.

5. - パリに大学紛争起こる（卒業す

ることが難しい医科大学でその改革 

を促す）.

（西独）1.1財政法改正施行（年金受 

給者の疾病保険への強制加入,全女 

子被保険者の出産給付の受給実現, 

疾病保険の薬剤処方せん料の自己負 

担を0.5マルクから1マルクに引上 

げ）.

・職員年金保険法改正（年収2万 

1600マルク以上の職員の強制適用除 

外を廃止し,すべての職員を強制適 

用）.

（スウェーデン）7.1「精神遅滞者法よ 

を施行（各種のサービスを規定）.

-社会福祉改正法施行（各自治体の 

ニード,その他の条件を考慮する経 

済援助の義務づけ,社会福祉委員会 

の任務を規定）.
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日本政府南方事務所改称）. 施. てサリドマイド禍は国と製薬会社に

5. 2総理府に宇宙開発委員会設置. 5.10児童家庭局養護課を廃止し,育 も責任と認める.

5.16十勝沖地震（M7.8）,北海道, 成課,障害福祉課を設置. 5.8厚生省,イタイイタイ病は公害

東北地方に被害甚大（全壊928戸, 5.17中央雇用対策協議会,技術,技 との見解を発表（富山県神通川流域

死者50人）. 能労働力の不足対策につき企業への のイタイイタイ病で,カドミウムは

5.20 土地問題懇談会,土地対策の提 提言を発表. 自然界のもののほか,三井金属神岡

言発表. 5.20千葉地裁,女子公務員に対する 鉱業所以外にない）.

5.27沖縄返還第1回日米協議開始. 結婚退職誓約書に基づく免職処分は 5.15公害対策全国連絡会議結成（水

5.30「消費者保護基本法」公布. 無効と判決. 俣病,阿賀野川水銀中毒,四日市ゼ 

ンソク,イタイイタイ病など患者組 

織と,総評,中央社保協の主催）.

> 医師法改正法公布・施行（実地修 

練制度が廃止され臨床研修制度創 

設）.

5.20「原子爆弾被爆者に対する特別措 

置に関する法律」公布（9.1施行. 

特別手当,健康管理手当,介護手当, 

医療手当の支給）.

5.21「清掃施設整備緊急措置法」公布 

,施行.

5.23 診療エックス線技師法改正法公 

布（公布の日から起算して120日を 

経過した日施行.診療放射線技師制 

度の創設）.

6.1「小笠原諸島の復帰に伴う法令の 6. 3最低賃金法改正法公布. 6.1保健婦助産婦看護婦法改正法公

適用の暫定措置等に関する法律」公 6.10琉球政府主席,沖縄の社会保障 布•施行（男子の看護人または准看

布. 制度などで昭47年度までに本土とー 護人の名称を看護士,准看護士と称

6.15文部省に文化庁設置. 体化計画を発表. する）.

> 総理府に青少年対策本部設置（総 6. 8 岩手県盛岡市周辺の3町村でさ

理府青少年局改組）. つまあげによる食中毒発生（サルモ

〇 「都市計画法」公布（大8年法の ネラ菌検出）.

全面改正）. 6.10「大気汚染防止法」公布（12.1施
6.17大河内東大総長,警視庁機動隊 行).

を学内に導入し,安田講堂から学生 > 「騒音規制法」公布（12.1施行）.

を排除 > 理容師法および美容師法改正法公

6.26 小笠原諸島,23年ぶりに日本に 布（3カ月後施行.管理理容師,管

復帰. 理美容師の制定）.

6.27経済企画庁,国土総合開発構想 6.19食品衛生部会,人工甘味料ズル

を発表. チンの使用禁止などを答申.

6.28佐藤首相,沖縄返還の時期にっ 6•— 第1回全国保健衛生大会開催

いて言明. （全国衛生自治大会を発展改称）•

>中央公害対策審議会小委員会,公 

害に係わる紛争の処理および被害の 

救済制度についての意見をまとめる.

7.!郵便番号制度実施. 7.25財政制度審議会第2部会,社会 7. 3 食品衛生法施行規則改正公布

7. 7第8回参議院選挙（自民69,社 保障制度のあり方で答申案作成（医 （昭44.1.1施行.ズルチンの指定を

会28,公明13,民社7,共産4,無 療保険の高率給付の再検討,高賃金 削除）.

所属5,社会党後退）. 者の保険料改正など）• 7.15生活環境審議会,亜硫酸ガスの

7.10日本鉄鋼連盟,対米輸出を550万 7.29職業訓練審議会,職業訓練制度 環境基準で答申.

トンに自主規制を発表. のあり方で答申. 7.24中央薬事審議会,Rh式血液型判

7.1!文部省,新小学校学習指導要領 定用混合血清基準制定で答申.

を告示. 7.30厚生省,牛乳の日付表示を曜日

7.13西村農相,総合農政の展開を提 から製造年月日に変更（乳及び乳製

唱（食管制度検討など総合的農業構 品の成分規格等に関する省令の改

造改善が課題）. 正).
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

準を通知.

5.31身体障害者福祉法改正法公布 

（更生訓練費月額1000円以内支給）.

（失業保険金の支給日額の算定方法, 

職務上の障害等級表の改定）.

5.28 国民年金法改正法公布・施行

（福祉年金額の引上げ）.

（デンマーク）6. 6 「廃疾•老齢年金受 

給者福祉法」制定（1964年法の改正. 

ホーム・ヘルプサービス,余暇活用, 

受給者共同住宅,老人ホーム,養護 

ホームなどの項目を規定）.

（国際）5.13ヴィエトナム和平パリ会 

議開始.

10. 22 'ヨーロッパ会議',フランスのス 

トラスブールの本部で'医療費節減 

に関する実働部会'の会議を開催 

（〜10. 23.入院費の節減措置の採用, 

病院以外の医療施設の開発などを勧 

告）.

一 国際社会福祉会議ヘルシンキで開 

催.国際社会事業会議名称変更（1941 
年に決議）.

6. 5先天性代謝異常児の医療給付制 

度創設.

6.17厚生省,被保護世帯身障者に黄 

色い杖の無償支給を決定.

6. 3「社会保険労務士法」公布（12.2 
施行）.

6. 5国民年金審議会,国民年金制度 

の改善の考え方をまとめる（給付水 

準の厚生年金並引上げ,所得比例制 

度の導入）.

7. 3厚生省児童家庭局長,重度精神 

薄弱者収容棟設置要綱を通知.

7.30心身障害児扶養保険調査会（厚 

生大臣の私的諮問機関）,心身障害 

児扶養保険制度について報告書を厚 

相に提出.

7.15東京地裁,老齢福祉年金の夫婦 

受給制限は違憲と判決（牧野訴訟）.
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7.23経済企画庁,『経済白書』〈国際 

化のなかの日本経済〉を発表.

7.30税制調査会,長期税制•土地税 

制・税制簡素化の3つの答申をまと 

め首相に提出.

8.1第59回臨時国会召集（8. 3開会式, 

8.10閉会）.

8. 5文部省,3月卒業の大学,短大 

卒業生の就職率は96. 8%で戦後最高 

と発表.

8.20日米自動車交渉妥結（昭47年ま 

でに部品輸入自由化,米国側投資申 

請の好意的受理,関税引下げ繰上げ 

実施）.

8.21産業構造審議会総合部会,大型 

合併に賛成の意見まとめる（国際競 

争に耐える企業育成）.

8.30各省庁別定員削減目標について 

閣議決定.

8. -政府における電子計算機利用の

今後の方策について閣議決定.

9. 4国鉄諮問委員会,赤字線83区, 

2600kmを廃止せよと意見書提出.

9.24経済審議会,物価•賃金•所得 

•生産性研究会,所得政策の報告書 

を発表.

9.2?総理府,東京都の消費者物価指 

数前月比3. 9%の急上昇と発表.

> 5現業の定員削減目標について閣

議決定.

& 5婦人少年問題審議会,今後にお 

ける勤労青少年対策を建議

8. 9行政管理庁,'交通事故対策の推 

進に関する行政監察'で,関係省庁 

に改善措置を勧告,医療の保険適用, 

救急医療の強化,引逃げ被害者への 

政府保障普及など.

8.16人事院,公務員給与引上げ勧告, 

平均8.0% （政府7月から実施を決 

定）.

8.17厚生省,分娩対策を中心とした 

総合的母子対策と老人医療対策を発 

表.

9. 2 IL〇アジア地域会議,東京で開 

幕（〜9.⑶.

9.14国民生活審議会老人問題小委員 

会,深刻化するこれからの老人問題 

の報告書をまとめる.

10.1皇居東御苑--般公開開始.

10. 8行政改革計画（第1次）閣議決 

定.

10.12反戦国際統一行動デー,過激派 

集団新宿駅占拠（22日騒乱罪適用）.

10.17川端康成,ノー-ル文学賞受賞 

決定（12.10受賞式）.

10.23明治100年記念式典開催（日本武 

道館）.

11.5閣議,大学問題懇談会（首相の 

私的諮問機関）設置を決定.

11.8臨時国鉄問題閣僚協議会設置.

11.10琉球政府行政首席に屋良朝苗当 

選.

11.21財政制度審議会,食管制度,国

8. 8和田寿郎札幌医大教授,日本初 

の心臓移植手術を行う（10. 29患者 

宮崎信夫死亡,手術の是非,臓器提 

供者の死の認定につき告発など問題 

化）.

8. 9 臓器移植法制定のため,政府内 

に準備委員会を設置することを閣議 

決定.

8.27 ハシカ•ワクチン基準の改正 

（KL方式に統一）.

10. 4日米琉諮問委員会,沖縄の医療 

保険,生活保護,年金制度で勧告.

10. 7政府,来年度から人事院勧告を 

完全実施するよう検討すると総評に 

通告.

10.25厚生省,昭42年度版『厚生白書』 

〈広がる障害とその克服〉を発表.

11・8国民生活審議会調査部会,余暇 

問題の現状と将来の方向で中間報告.

11.26総理府,全国の交通事故による 

遺児童•生徒の実態調査結果を発表 

（交通遺児2万?666 A,要保護2584 
人,就学困難8023人）.

9.10 美濃部東京都知事と木川田東電 

社長,都内の火力発電所に関する公 

害防止協定に調印.

9.1!臓器移植法研究会（同法案制定 

準備委員会を改称）,臓器移植法案 

の骨子をまとめる（臓器移植センタ 

一新設,死亡判定は法案に盛り込ま 

ないなど）.

9.16中央公害対策審議会小委員会, 

被害者救済制度で答申案骨子をまと 

める.

9.26政府,熊本県水俣湾周辺と新潟 

県阿賀野川流域の有機水銀中毒発生 

原因は企業責任による公害病と認定 

し発表.

10. 4カネミ倉庫株式会社製造の米ぬ 

か油による食中毒が長崎県,福岡県 

など西日本一帯に発生（カネミ油症 

事件）.

10.16 厚生省,西日本の米ぬか油中毒 

事件で販売停止を通達（10.19対策 

本部を設置）.

10.18中央公害対策審議会,公害の紛 

争処理と被害者救済制度で意見書を 

総務長官に提出.

10.29経済団体連合会,厚生省の大気 

汚染防止の環境基準は現在実現不可 

能である旨の意見書を政府に提出.

11.6医療審議会,地域ごとの必要病 

床数の算定方法改正答申（精神病床 

!万対25床）.

11.16 厚相,「Rh式血液型D （Rho）判 

定用混合血清基準を定める件」告示.
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8.26厚生省,在宅重症心身障害児 

（者）に対する特殊寝台の貸与を通 

知.

8.-厚生省,小規模保育所の設置認 

可について通知.

9.13全国社会福祉協議会,居宅寝た 

きり老人実態調査で中間報告書を発 

表 隈たきり老人数19万1352人 男 

41%,女59%）.

10.14全国母子健康センター連合会等 

関係諸団体,母子保健推進会議設立.

10.26民生委員制度創設50周年記念全 

国社会福祉大会開催.

10.-東京都,無認可保育所への助成 

措置を決定.

10. 9日本医師会,医療保険制度の抜 

本改正に関する意見を自民党に提出.

10.17社会保険審議会厚生年金部会, 

厚生年金保険制度改正に関する意見 

（中間意見）をとりまとめ建議・

10.19国民年金審議会,国民年金制度 

改正に関する考え方（中間意見）を 

まとめ厚相に提出（年金月額夫婦2 
万円,保険料の所得比例方式導入な 

ど）.

11.20「児童権利宣言」,国連で採択. 11.30薬価基準全面改正告示（昭44.1. 
1施行.薬価基準5. 6%引下げ,1201 
品目追加）.
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

鉄経営,地方財政につき改善案報告. 11.28財政制度審議会,社会保障にっ

11.22農業基本法に基づく農産物の需 いての費用負担等の報告提出.

要と生産の長期見直し（第2回目） 11.29厚相,財政制度審議会の報告に

閣議決定（米の作付転換,畜産振興 つき閣議で反論（社会保障は政治の

等）. 基本であり財政が優先すべきではな

11.26地価対策閣僚協議会,地価対策 

について決定.

11.30佐藤内閣改造（厚相斎藤昇）.

い）.

12.10東京府中市で3億円事件（銀行 12.12社会保障制度審議会,財政制度 12.17水質審議会,メチル水銀排出に

の現金輸送車,白バイ警官に変装し 審議会の社会保障における費用負担 つき水質保全地域の指定と水質基準

た男に車ごと3億円奪われる）. の報告を審議. の設定を経済企画庁長官に答申.

〇 第60回臨時国会召集（翌日開会式, 12.24家内労働審議会,家内労働対策 12.25医療審議会,必要病床数の算定

12. 21閉会）. を答申. 方法の改正について答申（公的病院

12.17輸入自由化の促進について基本 12.25社会保障制度審議会,社会保障 病床数の規制基準を平均10%緩和）.

方針を閣議決定. の推進で政府の勇気と努力を首相に

〇 日本サラリーマン・ユニオン結成. 要望.

12.25 石炭鉱業審議会,石炭再建策 >最高裁判所,55歳定年不合理でな

（1000億円の再建交付金支出など） 

を答申.

12.27第61回通常国会召集（翌年1.27 
開会式,8. 5閉会）.

12.29政府,東京大学,東京教育大学 

の入学試験中止を決定.

いと判決

この年,国民総生産1428億ドル, 

米国に次ぎ第2位.国際収支の黒字 

基調の定着.対米貿易収支5億5900 
万ドルの出超（日米貿易摩擦発生）.

> 東大•日大その他各大学で学園紛 

争激化（110校に拡大）.

この年,ねずみ駆除要綱作成.

昭和44年

1.14閣議,昭44年度予算案を決定 1.6 美濃部東京都知事と安西東京ガ

（-•般会計6兆7395億円,財政投融 ス社長,ガス工場の公害防止覚書に

資計画3兆770億円）. 調印・

1.19東京大学,安田講堂封鎖排除の 1.17財団法人予防接種リサーチセン

ため機動隊を導人 ター設立.

1.23中央精神衛生審議会,保安処分 

に関する意見を出す（保安処分の規 

定は,精神衛生の理念に合致）.

1.3! 第2次下水道整備5カ年計画, 

閣議決定.

2. 5外貨審議会,第2次資木自由化 2.1厚生省,うどん,かまぼこ等に

を答申.100%自由化44業種,50% 過酸化水素の使用基準設定.

自由化160業種（2. 7閣議決定）. 2. 8 全国の公立病院で看護婦の待遇 

改善を求める二八闘争始まる.

2.10法制審議会刑事部会第4小委員 

会,国民の健康に関する罪（公害 

罪）の新設を決定.

2.12 政府,亜硫酸ガスの環境基準を 

閣議決定（公害対策基本法に基づく
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

12.1中央社会福祉審議会老人福祉専 

門部会,老人ホーム,老人向け住宅 

の整備拡充に関する意見を発表•

12.17厚生省,全国要保育児童の実態 

調査結果を発表（要保護児童148万 

4100人と推計）.

12.20厚生省児童家庭局長,青少年の 

シンナー等の乱用防止について通知 

（昭45. 3にも同様の通知）.

＞中央児童福祉審議会,当面推進す 

べき児童福祉施策について意見具申 

（乳幼児,母子保健対策の推進）.

＞児童手当懇談会,児童手当制度に 

関する報告提出.

12.-心身障害者扶養保険制度実施 

（重度障害者の保護者が死亡廃疾な 

どにあったとき年金などを支給）.

12. 3厚生省,厚生年金・国民年金積 

立金の還元融資枠の拡大と資金運用 

部に特別勘定設置を大蔵省に申入れ・ 

12.1!入院料引上げを要求する病院危 

機突破全国病院総決起大会開催.

昭和44年

1.6昭44年度予算内示で,保育所補 

助金を8割から5割へ引下げ（のち 

復活）.

1.17厚相,社会保険審議会に,健康 

保険法および船員保険法の臨時特例 

に関する法律の2年間延長,分娩給 

付引上げ等を諮問.

1.22財団法人船員住宅協会設立許可.

2.21国民年金審議会,国民年金法の 

一部改正について答申（年金額の引 

上げ,所得比例制の導入等了承,短 

期給付についての通算制度の導入, 

所得比例制の見直し等について検討 

すべき）.

2.27社会保障制度審議会,国民年金 

法の改正について了承の答申.

7.20米有人宇宙船アポロ11号,初め 

て月面に到達.

（英）1.28労働党政府,公的年金の改 

正案を「国民退職年金と社会保険」 

と題する白書で公表（拠出額,給付 

額とも所得比例のスライド制年金案, 

法案提出されるが,翌年の総選挙で 

労働党敗北により成立せず）.

（仏）2. 6長期の治療,高価な治療を 

必要とする患者に対する100%の医 

療費償還を強化（対象の疾病は,進 

んだ結核,らい,先天性小児マヒ, 

その後遺症,悪性腫瘍など）•

6.10社会省を保健社会保障省と労働 

傭用人口省に分割.

（西独）6.25職業紹介,失業保険法に
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背 景 社会保障一般 衛生 •医療

3.1!閣議,物価対策閣僚協議会設置 

を決定（日銀総裁,公取委員長も参 

加）.

3.3! 第3次治水事業5カ年計画,閣 

議決定

4.- 自治省,地方公共団体の公共用 

地を先行取得するための土地開発基 

金制度を発足.

4. 8租税特別措置法改正法公布（土 

地譲渡所得の分離課税）.

4.25総理府,昭43年度消費者物価指 

数は前年比4. 9%上昇と発表.

4.28全国で'沖縄デー’（デモ隊都内各 

地で警官隊と衝突,国電など大混 

乱）.

4.30国土総合開発審議会,新全国総 

合開発計画政府案どおり答申.

3.28総理府,国民生活に関する世論 

調査結果を発表（生活向上25%,低 

下10%,同じ63%）.

環境基準の第1号）.

2.14 東京都,空気中の亜硫酸ガスの 

濃度が基準を超えたと連続4日注意 

報発令.

2.2! 第2次清掃施設整備5カ年計画, 

閣議決定.

2.25運輸省,排気ガス中の一酸化炭 

素の許容量を3 %から2. 5%に引下 

げを決定.

3.15厚生省,魚肉すり身に食品衛生 

法に基づく規格基準を適用.

A 生活環境審議会に水質浄化の環境 

基準を設定するため,水質専門部会 

を設定.

3.24公衆衛生局長,精神衛生センタ 

ー運営要領について通知.

3.2? 厚生省,全国初のカドミウム汚 

染調査結果を発表（安中市など3力 

所の要観察地を指定）.

3.28厚生省,カドミウム汚染対策を 

決定.

4. 7厚生省,香港輸出用食肉のと畜 

場•食肉処理場選定基準を設定.

4.18日本薬剤師会,国民医療対策大 

綱は医薬分業実施計画があり,と歓 

迎の声明発表.

4.22厚生省,加鉛ガソリンで中毒事 

故発生に対し注意するよう通知.

4.30厚生省,公害防止計画案を発表.

5. 9国際通貨基金協定改正（SDR創 

設）,受諾書寄託.

> 国鉄運賃値上げ法案成立,10日か 

ら実施（1,2等制廃止,グリーン 

車料金新設）.

5.16 「行政機関の職員の定員に関する 

法律」公布,4月に遡り適用（総定 

員法）.

5.20政府,物価安定推進会議の廃止 

と物価安定政策会議新設の方針決定.

5.23食糧管理法施行令改正（自主流 

通米制発足）.

〇 ジュネーブ軍縮委,日本とモンゴ 

ルの参加を決定（7. 3会議に招請）.

5.26東名高速道路,全線開通.

5.30新全国総合開発計画,閣議決定.

5.23政府,初の『公害白書』を発表.
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4.1厚生省,保育所における乳児保 

育特別対策の実施（保母1人当たり 

の乳児数3人,保健婦または看護婦 

の配置）.

> 心身障害児発生の原因となる先天 

性代謝異常4疾患と血友病に対し医 

療給付を開始.

4.23厚生省,精神薄弱や自閉症など 

子供の米青神障害の早期発見,治療の 

ため,米青神面の健康診断実施を通知•

4.-秋田県,80歳以上老人の入院, 

外来医療費自己負担分の一部公費補 

助開始（昭45年度から75歳,昭47年 

度から70歳）.

5.10厚生省,寡婦福祉資金貸付制度 

要綱を决定（40歳以上の寡婦）.

5.12厚相,中央社会福祉審議会に対 

し老人問題の総合的対策（老人保健, 

医療費,住宅,税法など1〇項目）に 

ついて諮問

5.21 厚生省,盲重度児およびろうあ 

重度児の保護指導の強化について通 

知.

5.27厚生省,重度障害者に対する日 

常生活用具の支給を通知.

5.- 厚生省,老人家庭奉仕員事業運 

営要綱を通知（寝たきり老人訪問健 

康診査,特殊寝台の貸与等を新設, 

老人家庭奉仕（奉仕員4145人）事業 

が国庫補助となる）.

3. 6社会保険審議会,厚生年金保険 

法および船員保険法改正法案につい 

て答申・

3.13社会保障制度審議会,厚生年金 

保険法および船員保険法の改正法案 

について答申.

3.20社会保険審議会,健康保険特例 

法の延長法案について答申.

4. 3社会保障制度審議会,健康保険 

特例法の延長法案について答申（延 

長は遺憾）.

4. 4政府,健保法等臨時特例法案を 

第61回通常国会に提出.

4.10自民党医療基本問題調査会起草 

小委員会,国民医療対策大綱を発表 

（国民保険,勤労者保険,老人保険 

制度の創設）.

4.1?自民党医療基本問題調査会,小 

委員会がまとめた国民医療対策大綱 

を附帯意見をつけて了承•

4.22総評•健保共済改悪反対中央連 

絡会議,国民医療対策大綱は大改悪 

を意図していると批判声明発表・

4.30日本経営者団体連盟,自民党の 

国民医療対策大綱は問題点が多く反 

対である旨を文書で提出.

5. 7健保連,自民党の国民医療対策 

大綱は機構いじりに終始している等 

により反対を決議.

5. 8自民党政調会,国民医療対策大 

綱を附帯意見つきで了承・

5.16日本医師会,国民医療対策大綱 

の被用者と家族を分離するなどに批 

判的意見書を発表. 

代わる「雇用促進法」（完全雇用の 

保障,雇用機会の保障をふくむ）を 

制定（失業給付,保険料のスライド 

化,給付の引上げ）•

7. - 第3次年金保険改正（1985年の
年金受給者のピークに備え,労働者 

•職員年金間の財政調整,保険料の 

引上げ計画を規定）.

> 「疾病の場合の労働報酬の継続支 

給および疾病保険の法規の改正に関 

する法律」成立.&1より施行（19?〇・ 

1.1より労働者も職員と同様,疾病 

の場合6週間継続して賃金を受給）.

8. - 農業構造改善のための農民老齢

扶助による農地譲渡年金,支給開始.

（伊）2.12年金制度改正につき労働組 

合と政府間の合意成立.6.1新年金 

法実施（5%以上生計費が上昇した 

場合の年金額の自動調整）.

（スウェーデン）7.1 障害年金の付加 

年金制度により,就職の機会が得ら 

れない者に対し,基本年金額の加算 

制度創設.

7. - 「環境保全のため総合的な公害規

制の法律」制定.

8. - 年金法改正により,以後物価指

数による年金額の自動調整実施.

（ベノしギー）6.—医療保険の対象を拡 

大（家事労働者,学生,聖職者,宗 

教団体職員などを含め,全国民の皆 

保険が実現）.

（国際）6. 4 ILO第53回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 25）.条約129号「農 

業における労働監督に関する条約」, 

「医療および疾病給付に関する条約」 

（病気欠勤者の傷病手当を収入の60 
%保障,各国の経済活動人口の75% 
以上に適用する等一130号）を採択.

7. 8第22回WHO総会ボストンで開催 

（〜7. 25）.日本,WHO執行理事会 

の理事国に選出される（昭47年ま 

で）.また,「医薬品の製造管理およ 

び品質管理に関する規準」が勧告さ 

れ,これ以後各国においてGMPに 
基づく証明制度が採用,実施される. 

事務総長より都市の衛生条件の悪化, 

保健関係従事者の確保の必要性など 

を指摘.また「国際衛生規則」を改 

定し,「国際保健規則」を制定.

12.-1955. 9,北欧各国の間に締結さ 

れた社会保障に関する条約（外国人
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6・3 「都市再開発法」公布（6.14施 6.10公営住宅法改正法公布（土地取 6. 9自民党看護婦対策小委員会,中

行). 得費用を,国の補助から地方債によ 間報告をまとめる（養成施設の増設,

6.12原子力船むつ東京で進水式. る融資に変更）. 給与改善,看護学生•生徒の効果的

6.17農政推進閣僚協議会設置. 6.22国連,1967年の世界人口は34億 実習,保育対策の充実,宿舎整備な

6.23 「地価公示法」公布・施行（7.1 2000万人と発表. ど).

施行）.

7.1「急傾斜地の崩壊による災害の防 7.1東京地裁,女子若年定年制無効

6.14熊本水俣病患者,チッソに対し 

6億円余の損害賠償訴訟.

6.2!「沖縄における免許試験及び免許 

資格の特例に関する暫定措置法」公 

布.

6.27厚生省,汚れのひどい海水浴場 

の規制および水質基準を各都道府県 

に通達.

6. -参議院社会労働委員会'看護職員

の不足対策に関する決議'を行え

7. 2「東京都公害防止条例」公布・

止に関する法律」公布. 判決. 7.10厚生省,DDTとBHCの新規製造

> 「農業振興地域の整備に関する法 7. 8同和対策長期計画,閣議了解 許可の一部中止を決定.

律」公布. （同和対策長期ioカ年計画）. 7.14厚相,医療職の俸給について,

7.3警察庁,1月から6月末までの 7.10「同和対策事業特別措置法」公布. 地域手当,夜勤手当の改善を人事院

交通事故死傷者43万908人となり, 7.18「職業訓練法」公布（10.1施行）. に要望・

史上最高と発表. 7.22厚生省統計調査部,電子計算機 1> 厚相,都市•産業廃棄物に係る処

> わが国,ジュネーブ軍縮委に初参 をNEAC-2200 •モデル500,モデル 理処分の体系および方法の確立にっ

加. 400に切替え（業務量の拡大にとも いて,生活環境審議会に諮問.

7.11 行政改革計画（第2次）閣議決 なう切替え.国産電子計算機産業の 7.15カネミ油症事件を契機に食品衛

定. 育成強化の要請等もあり,検討の結 生管理者の設置,食用油脂製造業の

7.15経済企画庁,『経済白書』〈豊か 果NEAC （日本電気）に決定）. 許可制を規定（食品衛生法施行令改

さへの挑戦〉を発表.

8. ? 「大学の運営に関する臨時措置 8. 5第61回通常国会閉会.国民年金,

正）.

7.25容器包装加工食品の名称,製造 

所所在地,冷凍食品等の製造年月日 

の表示を義務づけ（食品衛生法施行 

規則改正）.

>厚生省,食肉および鮮魚介類に着 

色料の使用を禁止.

> 原子爆弾被爆者に対する特別措置 

に関する法律改正法公布•施行（葬 

祭料の創設）.

7.29厚生,通産両省,煙突のいおう 

酸化物特別排出基準告示,施行.

8.1 厚生省,食品中に残存する過酸

法」公布（8.17施行）. 厚生年金等の一部改正法案,公害2 化水素使用基準を設定.

8.12佐藤首相,物価安定政策会議の 法など生活関連法案50案件が廃案. 8.1!厚生省,「日本抗生物質医薬品基

第1回総会で高度成長政策維持を言 〇 人口問題審議会,わが国の人口問 準」を新たに公布（大改定）.

明. 題上留意すべき事項で中間報告. &18栄養審議会,9年ぶりに栄養所

8.22札幌地方裁判所,ミサイル基地 8.15人事院,公務員の給与改善を勧 要量の基準について答申.

反対の長沼町民の申立てを認める判 

決（自衛隊戦力の合憲性について新 

しい問題を提起）.

9. 2物価安定政策会議,初の総合部

告,平均10.2%の引上げ（政府6月 

から実施と决定）.

8.22中央職業安定審議会,建設関係 

労働者の雇用近代化で意見書提出.

8.29人口問題研究所,わが国の将来 

人口推計を発表,昭85年には約1億 

2000万人,老齢人口1500万人.

9.12社会党,社会保障に関する政策 9. 2厚生省,スモン調査研究協議会

会で経済成長より物価抑制を優先で '老人の生きがいと健康のために'を を発足させる（スモンの病因と治療
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6. 9妊婦健康診査（医療機関委託） 

制度創設.

6.25精神薄弱者福祉審議会,中央児 

童福祉審議会に統合（精神薄弱者福 

祉法の改正）.

＞厚生省,児童家庭局に児童手当準 

備室発足.

6.—児童手当審議会設置• 

への適用）を改正（年金等の適用が 

相互に及ぶよう改善）.

7.15戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（準軍属の範囲拡大（防 

空監視隊員）など）•

7.28児童手当審議会第1回会合（厚 

生大臣,制度の社会保障制度内の位 

置づけ,財源負担,関連諸制度との 

調整について諮問）.

8.28肢体不自由児通園施設の発足 

（幼少の肢体不自由児を対象として, 

母親とともに通園させて医療,訓練 

などを行う施設）.

8. 7健康保険法および船員保険法改 

正法公布（9.1施行.臨時特例法の 

保険料率,入院時•外来時の一部負 

担金制度を本法に規定.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）.

8.14厚相,医療保険制度の抜本改正 

に関する厚生省試案を発表（国民保 

険,勤労者保険,老齢者保険の3本 

立て制度,被用者保険の家族を国保 

に移管）.

8.26厚相,医療保険制度の抜本改正 

で,社会保険審議会に諮問（27日社 

会保障制度審議会に諮問）.

9. 8行政管理庁,特別養護老人ホー 

ムの不足,施設一般の不適切な運営
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意見一致.

9. 9物価対策閣僚協議会,公共料金 

抑制など5項目の物価対策決定.

9.12日本国有鉄道の財政の再建に関 

する基本方針について閣議決定.

9.19政府,経済審議会に新経済社会 

発展計画（昭45〜50年度）の作成で 

諮問.

10.1警察庁,交通非常事態宣言（交 

通事故死者1万6000人突破）.

1〇・9自民党,日米安保条約の口動延 

長を决定.

10.30公正取引委員会,ハ幡製鉄•富 

士製鉄の合併同意審決.

発表.

9.29国民生活審議会調査部会コミュ 

ニティ問題小委員会,人間性回復に 

地域社会の育成を強調した報告書を 

まとめる.

10.1 公明党,老人福祉対策大綱を発 

表（60歳以上に月額2万円年金,公 

費負担10割の医療確保,老人専用住 

宅の建設）.

10. 7自動車賠償責任保険審議会,自 

賠責保険の保険金限度,保険料引上 

げなど同制度の改正で答申.

11.10産業労働懇談会発足.

11.13沖縄祖国復帰協,佐藤首相の訪 

米に抗議し,沖縄即時無条件返還要 

求など統一スト実施.

11.17佐藤首相,沖縄の施政権返還交 

渉のため米国に出発.

11.2! 日米共同声明,ニクソン米大統 

領と佐藤首相との間で,沖縄の施政 

権は昭47年に返還すると発表.

11.28沖縄復帰対策閣僚協議会設置.

11.29第62回臨時国会召集（沖縄返還 

交渉審議.12.1開会式,12. 2衆議院 

解散）.

12. 8「小笠原諸島復興特別措置法」公 

布.

12.27第32回衆議院議員総選举（自民 

288,社会90,公明47,民社31,共 

産14,無所属16.自民•公明•共産 

党伸びる）.

12.31警察庁,昭44年の交通事故死傷 

者数は史上最高と発表（死者1万 

6258人,負傷者95万1542人）.

11.14厚相,1970年代の社会保障問題 

のビジョンづくりとして,1970年代 

社会の研究会設置構想を発表.

12. 2経済審議会,労働力の展望で報 

告書提出.

12. 6共産党'しあわせな老後を保障 

するために’と題する老人政策を発 

表.

12. 9「労働保険の保険料の徴収等に関 

する法律」公布（昭45. 2.1施行）.

12.22厚生省,長期施策研究会を発足 

（山田雄二社会保障研究所長ら学者 

スタッフに1970年代の課題と目標の 

作成を委嘱）.

12.24妻の内助の功をめぐって争われ 

ていた離婚訴訟で2000万円の財産分 

与を認める判決（福岡高裁）.

に関する研究のため）.

9.16厚生省,カドミウムによる環境 

汚染暫定対策要領をまとめる.

9.29厚生省,乳及び乳製品の規格基 

準等を改正（成分規格の整備,標示 

制度の充実）.

9.一 森永ヒ素ミルク中毒の事後調査 

の会,'14年目の訪問'を発表（森永 

製菓告発運動が始まる）.

10.1厚生省,精神病院実態調査実施 

（アルコール中毒や老人増加,定員 

超過6%）.
10. 3らい調査会発足（厚生省の委託 

機関）.

10.20厚生省環境衛生局長名で遊泳用 

プールの施設基準について通知.

10.29厚生省,発がん性の疑いで人工 

甘味料チクロの食品,医薬品への使 

用を禁止.

10.30日本公衆衛生学会で,大阪大学 

の丸山教授ら,森永ヒ素ミルク中毒 

患者の後遺症について発表.

11.5 食品衛生法施行規則改正公布 

（11-10施行.チクロの指定を削除）.

11.8厚生省,7大都市の大気汚染調 

査結果発表（軒なみ基準を上回る）.

11.22専売公社,たばこのニコチン・ 

タール含有量を発表.

11.26初の公害被害者全国大会（加害 

企業や厚生省に被害者救済への取組 

みを要請）.

> 全国スモンの会結成.

11.27 新潟大学の若手医師グループに 

より,心臓薬コラルジルの副作用被 

害公表（12.1製造会社,医薬品の品 

目廃止届出）.

11.30 森永ミルク中毒の子供を守る会 

結成.

12.15大阪国際空港周辺の住民,国に 

対し夜間の離着陸禁止と損害賠償を 

要求し,大阪地裁に提訴.

〇 「公害に係る健康彼害の救済に関 

する特別措置法」公布.

12.17 公害病の病名•指定地域を決め 

る検討委員会,水俣病,イタイイタ 

ィ病など6公害病を決定

12.20 厚生省,公害病対象地域を決定 

（水俣市,四日市市,川崎市,大阪 

市など6カ所）.

この年,大学紛争が続き大学改 

革問題となる.

〇沖縄問題,安保問題で大衆運動激

この年,家族計画国際協力財団 

設立.
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の改善を行うよう厚生省に勧告（そ 

のあと厚生省,施設運営近代化委員 

会を発足）.

9.29厚生省,自閉症児療育事業実施 

要綱を通知.

io.1ろうあ児施設における難聴幼児 

の指導訓練について通知施行.

11.22国民年金審議会,農業者年金制 

度の骨子を厚相に具申.

12.1東京都老人医療費無料化制実施 

（70歳以上）.

＞東京都,国にさきがけて児童手当 

制度を実施.

12. 4中央社会福祉審議会生活保護専 

門分科会,高齢者•傷病者の厚遇, 

被保護者の生活内容の向上で意見一 

致.

12.10社会福祉事業振興会法改正法公 

布•施行（振興会の事業に,心身障 

害者扶養保険事業追加）.

12.20中央児童福祉審議会,心身障害 

児,母子保健,保育所等の対策の改 

善を意見具申.

この年.心身障害者雇用奨励金 

制度適用.

〇 老人日常生活用具給付事業開始.

12. 6厚生年金保険法および船員保険 

法改正法公布（11.1施行.2万円年 

金の実現）.

12.10国民年金法改正法公布・施行 

（第2回財政再計算,年金額の引上 

げ（夫婦で2万円年金）,拠出年金 

に所得比例制導入）.

〇 船員保険法改正法公布（昭45.1.1 
施行•失業給付金および移転費の改 

善）.

12.2?日本医師会,医療費問題を不満 

として12. 27・28と,1.1〜4の間の 

全国一斉休診を全国に指令.
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>大型景気つづく（“昭和元禄”の消 

費ブーム）.

>米の生産過剰（古米）,生産制限 

問題,自主流通米制度始まる.

> 公害およびその対策問題深刻化.

> インドネシアに家族計画のための 

機材供与開始（その後インドネシア, 

タイ等5カ国に対しても行う）.

昭和45年

1.2日銀,国際決済銀行（BIS）に 

出資.正式に再加盟.

1.14第63回特別国会召集（2.14開会 

式,5.13閉会）.

> 第3次佐藤栄作内閣成立（厚相内 

田常雄）.

1.20物価安定政策会議,財政金融と 

物価について提言.

1.30昭45年度予算政府原案決定.一 

般会計?兆9497億円,財政投融資3 
兆5799億円・

2. 3核拡散防止条約署名（3. 5発効）.

2.11東京大学宇宙航空研究所,ラム 

ダS5号機（おおすみ）を発射,初 

の人工衛星成功.

2.20総合農政基本方針閣議决定（農 

業構造改善,兼業農家の協同化,米 

減産）.

2.27総理府,消費者物価指数が前年 

同月比で7. 8%の大幅上昇と発表.

3. 4 3万人市制法案参議院で可決・

成立（地方自治法改正公布の日でお 

さえる）.

3.14大阪で日本万国博覧会開会（〜 

9.13）.
3.3! 八幡•富士両製鉄所合併し,新 

日本製鉄として正式に発足.

>沖縄復帰対策の基本方針,閣議决 

定.

> 日本赤軍による日航機よど号ハイ 

ジャック事件発生.

4.1物価対策閣僚協議会,公共料金 

抑制,経済政策の引締め強化などの 

方針決定.

4. 6物価安定政策会議,政府の過剰 

行政介入が物価上昇の原因と首相に 

提言.

4. 8大阪市北区の地下鉄建設現場で 

ガスが大爆発（死者79人,重軽症420 
人）.

1.11 総理府,第5回住宅統計調査結 

果を発表（国民1人当たり畳数,昭 

38年調査の4. 9畳から5. 6畳に）.

1.26経済審議会生活分科会社会保障 

小委員会,社会保障の充実とその体 

系的整備についての報告書まとめる.

2. 2経済審議会生活水準小委員会, 

経済発展と生活水準の報告書まとめ 

る（人間尊重に基づく社会開発の推 

進など）.

2.19労働省,昭44年賃金,労働時間, 

雇用調査を発表（30人以上企業で月 

給与16.1%増,月実働労働時間1.4 
%減）.

2.24中小企業退職金共済審議会,中 

小企業退職金共済法改正案で答申.

3. 2婦人青少年問題審議会（労相の 

諮問機関.勤労青少年福祉法案の大 

綱を答申（国,事業主に福祉推進の 

義務を課す））.

3. 5中央労働基準審議会,昭45年度 

労働災害防止実施計画を答申.

4. 9経済審議会,物価安定•社会開発 

の推進・高福祉•高負担を盛った新 

経済社会発展計画（昭45〜50年度） 

を答申.

4.2!厚相と首相,閣議で,豊かな老 

後のための国民会議開催を提案,了 

承される.

4.22建設省,全国5万世帯の住宅需 

要実態調査を発表（困っている,が

1.26 政府,公害対策基本法に基づく 

総合的な公害防止計画の適用地域, 

5地域を決定（茨城県鹿島,名古屋, 

尼崎,北九州,大分）.

2. 6厚生省,看護婦不足対策として, 

高校卒業後1年間の准看護婦養成コ 

ースの新設を含めた保助看法の改正 

案決定（国会提出後廃案）.

2.16厚生省,LSDを麻薬に指定.

2.20政府,一酸化炭素にかかわる環 

境基準を閣議決定.

3.12公害問題国際シンポジウム,公 

害追放の'東京宣言'を発表.

3.14厚生省公衆衛生局長•医務局長, 

精神病院の運営管理に対する指導監 

督の徹底について通知.

4.1精神障害回復者社会復帰施設整 

備費予算化.

> 西ドイツのサリドマイド裁判の損 

害賠償問題,製薬会社が補償総額98 
億円を支払うことで解決.

4.14 「柔道整復師法」公布（7.10施 

行）.

> 「建築物における衛生的環境の確 

保に関する法律」公布（10-13施行）.
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1.7中央福祉審議会,緊急に実施す 

べき老人対策で答申（職業紹介機関 

の増設,新タイプの老人ホーム新設, 

老齢者扶養控除の創設,白内障手術 

の無料化など）.

1.12中央児童福祉審議会,児童福祉 

や母子保健の緊急対策で厚相に意見 

書を具申（重度精薄者の重度棟の整 

備,社会生活訓練を行う通勤寮の新 

設,肢体不自由児の養護施設の新設, 

児童扶養手当の支給範囲の拡大）•

3.10児童手当審議会,児童手当制度 

の創設で斎藤前厚相の構想（企業負 

担40%,第3子以降,月額3000円支 

給）を棚上げし,白紙の立場で再審 

議を決定.

4.2!戦傷病者戦没者道族等援護法等 

改正法公布（障害年金受給者の範囲 

拡大（第5款症まで）など）.

1.13中医協,医療費の緊急是正を厚 

相に建議,厚相直ちに諮問,諮問案 

どおり答申（2.1から8.77% （7月 

から9.76%）引上げ）.

1.17社会保険審議会船員保険部会, 

船員保険制度に対するメリット保険 

料制の導入に関する意見を提出.

2.23国民年金審議会,農業者年金基 

金法の制定について答申.

3. 2社会保障制度審議会,農業者年 

金基金法案について了承の答申.

4.25中医協,医療経済実態調査結果 

を発表.

（英）7.一 保守党政府,家族手当に対 

する新制度として'負の所得税方式' 

の検討開始・

12.-低賃金労働者世帯の児童の貧困 

に対処するため,所得調査をともな 

う無拠出の世帯所得補足給付（FIS） 
を創設・週30時間以上働く労働者が 

基準額を下回る場合,その差額の2 
分の1を支給（1971.8実施）.

-病院部内の施設整備に,各地域の 

人口,ベッド数,診療件数を加味し 

た新指標により予算配分を実施（医 

療費の高騰に対処）.

> 「地方公共団体社会サービス法」 

制定（包括的な社会福祉サービス部 

局の設置.1971.4施行）.

（米）12.- 環境保護庁設置.

Public Health Act を修正し,伝 

染病対策に関する補助金を再構成す 

るとともに,家族計画（中絶を除 

く）の研究が推進され,辺地医療の 

ための National Health Service 
Corps （国立医療部隊）設立・

>昭41年成立の「総合保健計画法」 

が,the Public Health Service 
Amendments of 1970により修正さ 

れ,州および地域の保健計画には在 

宅医療サービスが含まれるようにな 

るとともに,地域ごとにAreawide 
health planning council（地域保健 

審議会）が設立されるようになった.

〇 「職業安全衛生法」成立.

> ホワイトハウス児童会議開催.

> 「慢性病者•障害者法」制定.

> ラジオ,テレビでのたばこ広告を 

禁止.

（仏）1.3法律により,自営業者の疾 

病保険と老齢年金に,社会連帯拠出 

金制度を創設（その他の社会保障制
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4.24「過疎地域対策緊急措置法」公布 

（生活環境の整備,産業基盤の強化）.

5.!沖縄•北方対策庁,管理室設置. 

〇 閣議,新経済社会発展計画を決定

（4. 9経済審議会答申,期間昭45〜50 
年.経済成長率年率実質10.6%と想 

定）.

〇総理府,昭44年度消費者物価指数 

は前年度より6. 3%上昇と発表.

5. 6「著作権法」公布（保護期間50 
年）.

5. ？ 「沖縄住民の国政参加特別措置 

法」公布（定員,衆議院5,参議院 

2）.
5.18「航空機の強取等の処罰に関する 

法律」公布.

〇 「全国新幹線鉄道整備法」公布. 

5.19「筑波研究学園都市建設法」公布. 

5.23愛知外相,東南アジア開発閣僚

会議で,昭50年までにGNP1%を 

開発援助に充てると表明.

6.1「交通安全対策基本法」公布.

6.22日米安保条約自動延長（以後1 
年の予告期間で条約を解消できる）.

6.23反安保統一行動に77万人参加.

6.24日米繊維交渉決裂.

37%）.
4.28石炭鉱業審議会合理化•雇用合 

同部会,昭45年度合理化炭鉱離職者 

再就職計画を答申.

5.11青少年問題審議会,都市化の進 

展と青少年対策についての意見具申.

5.14総理府,昭44年度労働力調査結 

果を発表（労働力人口5116万人 就 

業者数5059万人）.

5.16「家内労働法」公布.

5.25「勤労青少年福祉法」公布.

5.26労働省,勤労者財産づくり懇談 

会（労相の私的諮問機関）に,勤労 

者財産形成制度創設案を提出.

6.16 法務省,1&19歳は青年として 

扱うなどの少年法改正要綱を発表.

6.22行政管理庁,労働省に約60万人 

の出稼労働者対策で健康診断の撤廃 

など勧告.

4.21 厚生省,牛乳中の残留農薬（BH 
C）問題につき,許容基準の設定等 

当面の方針を決定.

> 水質汚濁に係る環境基準を閣議決 

定・

4. - 広島,長崎に原爆養護ホーム開

設（広島•原爆養護ホーム舟入むっ 

み園,長崎•恵の丘長崎原爆養護ホ 

ーム）.

5. 4食品問題等懇談会設置（厚相の 

私的諮問機関）.

5.16自然公園法改正法公布（国立, 

国定公園の海面に海中公園地区を指 

定）.

> 検疫法改正法公布（昭46.1.1施行. 

検疫伝染病から発しんチフス,回帰 

熱を削除）.

5.18天然痘の予防接種事故で国と北 

海道に損害賠償請求訴訟提起.

> 旅館業法改正法公布・施行（営業 

許可には,公衆衛生上および善良な 

風俗の保持上必要な条件を付した）.

5.21衛生検査技師法改正法公布（昭 

46.1.1施行.臨床検査技師制度創設, 

衛生検査所について任意登録制度）• 

〇東京文京医療生協医師団,車の排 

気ガス滞留で問題の牛込柳町の住民 

に慢性鉛中毒患者の発生を確認.

5.27水俣病患者家庭互助会とチッソ 

株式会社との水俣病補償交渉,補償 

処理委員会のあっせんで妥結,調印・

> 栄養審議会,昭50年を目標とした 

栄養基準量と食糧構成基準を発表.

5.30厚生省,自動車排気ガス中の鉛 

公害防止で,大気汚染防止法の政令 

に鉛の排出を規制対象に追加.

> 経済企画庁,北九州市洞海湾の汚 

染調査を発表,軒なみ基準以上の有 

害物質を検出.

6.1 予防接種法改正法公布・施行 

（腸チフスおよびパラチフスを予防 

接種法上より削除）.

> 「公害紛争処理法」公布（11.2中 

央公害審査委員会発足）.

6. 2厚生省,看護婦養成所の運営に 

関する指導要領を通達.

6. 3厚生省,公害対策連絡会議を設 

置（産業公害と生活公害などに取り 

組むことを決定）.

6. 5閣議,総理府に薬物乱用対策推 

進本部の設置を決定（昭37.10.16閣 

議決定の麻薬対策推進本部を改組）.

〇生活環境審議会都市産業廃棄物分 

科会,清掃体制の広域化,科学処理 

の新技術などを中間報告.
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5. 4「,む身障害者福祉協会法」公布 

（コロニーの設置運営主体として, 

特殊法人心身障害者福祉協会設立）.

5. 6児童家庭局障害福祉課に心身障 

害者福祉協会設立準備室設置.

5.10全国社会福祉協議会,初の父子 

家庭実態調査の結果をまとめる.

5.21「心身障害者対策基本法」公布・ 

施行（尤、身障害者福祉に関する施策 

の基本的事項を規定）.

6.1老人性白内障手術費支給事業始 

まる（65歳以上の低所得者を対象）.

6.-児童手当審議会調査団,イギリ 

ス,フランス,オーストリア,西ド 

イツ,カナダに派遣される（昭44年, 

厚生大臣の諮問に対する調査として 

諸外国の児童手当制度の実施状況等 

をみる）.

5.19船員保険法改正法公布（職務上 

の事由による年金の引上げ個別メリ 

ット保険料率の適用）.

5.20「農業者年金基金法」公布（一部 

施行,昭46.1.1全部施行.農業経営 

の移譲者へ年金を支給,経営者の若 

返りと離農を促進する措置）.

5.22厚生省,日雇健保から大工,左 

官の擬制適用を廃止すると指示,通 

達.

6. 4国民年金法等改正法公布•施行 

（福祉年金の額の引上げ）.

度間の財政調整をする）.

12. 23法律で新しい家族給付児童手当 

を創設（遺児,未婚の母の子,遺児 

を養育する者に対し,所得制限つき 

で支給,大体全国一律の家族給付算 

定基準により,支給額を決定）.

12. 3!「病院改革法」公布（急速な技術 

革新と社会経済の変化に対応して, 

公的病院サービスの概念を確立し 

一部の私立病院にも適用することに 

より医療供給体制の再編整備を図 

る）•

（西独）1•一薬剤処方せん取扱い手数 

料が,1処方せんにつき薬剤費の20 
%,最高2. 5マルクに引上げ.

10.- 医師資格の条件とされていた大 

学の医学助手2カ年（インターン制 

度）廃止,大学教育の中で実習が行 

われることになる.

12.- 第2次疾病保険改正法制定（翌 

年1月実施.高所得の職員および自 

営業者に任意加入を認める）.

（スウェーデン）1.1公共医療部門の 

外来診療に7クローネの患者負担導 

入,同時に年金受給者の入院給付が 

6月から1年に延長.

（国際）3.10国連.1968年の世界人口 

は34億8000万人と発表.

5.1 米軍が北爆再開,カンボジアに 

侵攻.

6. 3 ILO第54回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 25）.条約132号「有給休暇 

に関する条約J,13!号「開発途上に 

ある国を特に考慮した最低賃金決定 

に関する条約」を採択.

10.14第55回ILO総会ジュネーブで開 

催（〜10. 30）.船内乗員設備の補足 

規定,海員の職業病•災害防止の条 

約134号「船員の職業上の災害の防 

止に関する条約」を採択.

- WHO,昭44. 7〜昭47.1まで日本 

を理事国に選出.
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7.1日本私学振興財団設立・

＞本州四国連絡橋公団設立.

7.14閣議,日本の呼称を「ニッポン」 

に統一を了承.

7.17経済企画庁,『経済白書』〈日本 

経済の新しい次元〉を発表.

& 2銀座•新宿•池袋・浅草で歩行 

者天国の試み実施.

8.16交通事故死,全国で昭44年より 

12日早く1万人を超す.

7.23全日本労働総同盟（滝田実会長）, 

祉ビジョンと政策一70年代の生 

きがい保障'の中間報告を発表.

&14人事院,公務員給与改定を勧告, 

実質12.67%の引上げ（8.25閣議で 

勧告どおり5月実施を决定）.

8.26女子労働者が結婚したときは退

6.10厚相,適正配置懇談会（私的諮 

問機関）の設置を決定（薬局および 

浴場開設の許認可制の緩和検討）.

＞厚生省公衆衛生局長,同和地区ト 

ラホーム予防特別対策について通知 

（同和地域住民の集団検診および治 

療を実施）.

6.12佐藤首相,公害行政一元化を指 

示・

6.15伝染病予防調査会,強制接種制 

度を任意制にすべきと答申.

6.19厚相,種痘ワクチン禍続発にと 

もない,接種中止を了承（患者206 
人,死者15人）.

6.22水質審議会環境基準部会,全国18 
水域にあてはまる水質環境基準のラ 

ンク,達成年限の対策案を了承.

6.23厚相,公害対策推進で,公害対 

策税のような特定財源構想を発表.

6.26厚生省,大衆保健薬の広告自粛 

を日本製薬団体連合会に申入れ.

6. 一 日本心臓ペースメーカー友の会

結成・

＞海水浴場水質保全対策要綱,閣議 

決定.

7. 7 厚生省,白米中のカドミウム汚 

染許容量の基準発表.

7. 8厚相,人事院総裁に国立病院な 

どに従事する医師,看護婦,薬剤師 

などの公務員の給与条件の大幅改善 

を要望.

7.14生活環境審議会,都市•産業廃 

棄物に係る処理処分の体系および方 

法の確立について第1次答申・

7.18 東京都杉並区で光化学スモッグ 

発生,女子高校生40数人倒れる.

7.26厚生省,カドミウム汚染米の暫 

定許容基準（玄米1PPm,精白米〇. 9 
ppm）决定・

7.28閣議,中央公害対策本部の設置 

を決定（本部長佐藤首相,7. 31発 

足）.

7.31 予防接種事故に対する緊急の行 

政措置閣議了解.厚生省,種痘後遺 

症や予防接種による副作用の被害者 

の臨時救済措置大綱（弔慰金330万 

後遺症13〇〜330万円を限度に支 

給,10.1実施）を決定・

7. -静岡県富士市の県営田子の浦港,

製紙会社からの1日3000トンのヘド 

□流入により港湾機能マヒ寸前.

8. 4公害対策関係閣僚会議,公害対 

策基本法の全面改正を決定（公害防 

止で国,地方自治体,企業の費用負 

担,各種廃棄物処理対策など）.
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7.1厚生省,養護施設入所児童実態 

調査を実施（親死亡の児童の減少）.

7.1 厚生省,薬価基準約3 %引下げ 

告示（8.1実施）.

7. 4老齢福祉年金の併給制限訴訟, 

東京高裁で国側と和解が成立（同制 

度の違憲判断は不確定）•

8.1国立身体障害センターに補装具 

研究所を設置.

8.10厚生省,心身障害児家庭奉仕員 

派遣事業運営要綱を通知.

8.15社会保険審議会厚生年金保険部 

会,経済情勢に応じた緊急是正の意 

見書を厚相に提出（年金額io%アッ 

プ）.
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8.18地価対策閣僚協議会,総合的地 

価対策について決定（土地税制改正, 

大量土地開発）•

&25行政の効率化の推進について閣 

議決定.

> 政府,第3次資本自由化措置決定.

10. 6物価安定政策会議,野菜の価格 

安定政策で首相に提言・

10.20初の『防衛白書』発表・

10.21 佐藤首相,日本首相として初め 

て国連総会で演説.

職するとの慣行は無効と判決（名古 

屋地裁）.

9. 8中央最低賃金審議会,今後にお 

ける最低賃金制度のあり方について 

答申（低賃金労働者の多い産業,職 

業,地域から最賃制適用）.

9.20豊かな老後のための国民会議開 

催（〜9. 22）.
9.21 私的諮問機関・70年代社会の課 

題と目標研究会,1970年代の厚生行 

政のすすめ方で報告書を厚相に提出 

（国に老人医療対策の実施を要望）•

9.28厚生省厚生行政の長期構想'生 

きがいのある社会を目指して'を発 

表（昭50年度を目途に公害問題の抜 

本的解決,年金スライド制,老人・ 

障害者の生活保護行政の改善など）.

10.1国民生活センター設立・

> 国勢調査,沖縄を含めて実施（総 

人口1億466万5171人 沖縄人口 94 
万5111人.産業別就業人口割合:第 

1次産業19. 3%,第2次産業34.ゝ％、 

第3次産業46. 5%）.
10.16旧軍人軍属に対する定例未伝達 

勲記勲章の伝達について,閣議口頭 

了解（昭15. 5から昭21.4までの間に 

定例叙勲を発令された旧軍人軍属に

8. 6椿忠雄新潟大教授,スモン=キ 

ノホルム説を提唱.

8. 9静岡県田子の浦港で,ヘドロ公 

害追放住民抗議集会.

8.11山中公害担当相,田子の浦港の 

ヘドロ公害につき,ヘドロの外洋投 

棄と製紙会社による防除装置設置の 

緊急対策決定（9.16漁民の反対で投 

棄を無期延期）.

A富士市民協など18団体,田子の浦 

ヘドロ公害で4製紙会社と知事を静 

岡地検に告発（11.6市民21人損害賠 

償訴訟）.

8.13厚相の私的諮問機関として,薬 

効問題懇談会を設置（大衆保健薬の 

効能検討）.

8.1?食品問題等懇談会（厚相の私的 

諮問機関）,有害食品追放で中間答 

申.

8.18厚相,薬局の開設制限の緩和を 

審議するため薬局等配置問題懇談会 

を設置.

8.20水質審議会（経済企画庁の諮問 

機関），49水域85カ所の環境基準を 

附帯意見つきで答申.

8.25公害対策閣僚会議,公害規制権 

限の地方委譲を決定.

> 建設省,公害防止を目的とした下 

水道整備5カ年計画（昭46〜50年 

度）を策定.

9. 5横浜海上保安部,東京湾から基 

準を超す鉛,カドミウムを検出した 

と発表・

9. 8中央薬事審議会,スモンの発生 

要因と思われるキノホルム剤（整腸 

斉リ）の販売中止•使用禁止を答申・ 

厚生省,翌日販売中止等を指示.

10.1 国立がんセンターにWHO国際胃 

がん情報センター設置.

10. 9日本自然保護協会,自然保護憲 

章試案をまとめる.

10.15厚生省,米の規格基準設定（玄 

米についてカドミウム含有1.Oppm 
未満）.

10.16日本農村医学会（横浜市で開催） 

で,母乳からBHC等有機塩素系農 

薬を検出と発表.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

8.13身体障害者福祉審議会,身体障 

害者福祉施策の推進に関する答申を 

厚相に提出（リハビリテーションの 

充実,研究開発の促進強化,更生援 

護施設の整備拡充,重度身障者対策 

の充実）•

8.- 中央心身障害者対策協議会発足

9.16児童手当審議会,児童手当制度 

の創設で中間報告を厚相に提出（支 

給対象は義務教育終了前の第3子以 

降,月額3000円）.

10.1厚生省,身体障害児（者）実態 

調査実施（在宅の身障児9万3800人, 

重複障害児2万7700人と推計）.

10.16戦没者に対する賜杯について, 

閣議決定（戦没者で生前その功労に 

応じた最高の勲章が授与された者に 

叙勲に代えて銀杯または木杯を賜 

与）.

10.-厚生省,社会福祉施設緊急整備 

5カ年（昭46〜50年）計画をまとめ

10.! 農業者年金基金設立（理事長塩 

見友之助.業務開始,昭46.1.1）.
[> オンラインシステムの導入による 

年金問合せシステムの開始.

10.31 社会保険審議会,医療保険の前 

提問題についての意見書をまとめ厚 

相に提出（健康管理体制,医薬制度, 

公費医療の国庫負担,政管健保への 

定率国庫負担導入）.
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昭和45年(1970)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

11.15沖縄,国政参加選挙.

11.20沖縄復帰対策要綱（第1次分） 

閣議決定（教育,通信など）.

〇行政機構の簡素合理化の推進にっ 

いて閣議決定.

11.24第64回臨時国会召集（公害国会. 

翌日開会式,12.18閉会）.

11.25三島由紀夫割腹自殺.

12. 9政府,物価対策閣僚協議会で公 

共料金値上げ凍結の方針決定.

> 超党派の日中国交回復促進議員連 

盟（会長藤山愛一郎）発足.

12.1？「国際機関等に派遣される一般職 

の国家公務員の処遇等に関する法 

律」公布.

12.22経済企画庁,昭44年度国民所得 

統計を発表,国民総生産（名目）62 
兆7206億円,対前年度比18. 8%増.

12.26第65回通常国会召集（翌年1.22 
開会式,5. 24閉会）.

> 「下請中小企業振興法」公布.

12.30昭46年度予算政府原案決定.一般 

会計9兆4143億円,財政投融資4兆 

2804億円・

当時の勲記勲章を伝達）.

10.17公務員制度審議会,公務員等の 

労働関係の基本に関する事項につい 

て報告.

10.23厚生省,昭44年版『厚生白書』 

〈老齢者問題をとらえつつ〉を発表・

11.6国民生活審議会,健全な国民生 

活を守る方策の答申をまとめ,命を 

守る最低基準を早急に設定するよう 

提言.

11.19国民生活審議会,成長発展する 

経済社会のもとでの健全な国民生活 

を確保する方策等をまとめ提出（消 

費情報の提供など）•

12. 9中央職業安定審議会,建設労働 

者の社会保険適用など雇用対策で建 

議.

12.14失業対策問題研究会,失業対策 

事業の廃止を内容とした中間報告を 

提出.

12.16財政制度審議会,児童手当制度 

は慎重に,健保の赤字対策は保険料 

率のアップ等を含んだ中間報告を蔵 

相に提出.

12.18雇用審議会,労働力の需給の長 

期展望およびこれに対応する雇用政 

策で答申.

> 自治相,文相,厚相の三者会議で, 

辺地医師の不足解消策として,新し 

い医師養成機関の設置について意見 

一致.

10.19栄養審議会,強化米や特殊栄養 

食品は米,麦,パンなど日常食品に 

限るべきだと答申.

10.20農林省,牛乳汚染防止のため, 

BHC・DDT ・ドリン系剤の稲作へ 

の使用を禁止.

>食品衛生調査会,農薬残留許容量 

と,食品添加物5品目等の使用禁止 

の答申を厚相に提出.

10.24日本看護協会,医療衛生士（仮 

称）の新構想を発表.

>厚生省,保健所問題懇談会（厚相 

の私的諮問機関）の設置を決定（11 
月発足）.

10.31 社会保険審議会,医療保険の前 

提（関連諸制度）についての意見書 

を建議.

11.1 総理府に中央公害審査委員会設 

置（政府の公害紛争処理機関）.

11.5 通産省,カドミウム使用工場の 

排水調査で56%の工場の違反を確認.

11.16カネミ油症被害者,国,北九州 

市ほか3名を被告として損害賠償請 

求訴訟を提起.

11.29初の公害メーデー,全国150カ所 

82万人参加.

12. 9初の海洋汚染国際会議,最大汚 

染地域に水俣と阿賀野川を掲げるな 

ど,世界公害リストを発表.

12.19食品衛生調査会石油たん白部会, 

石油たん白の安全性を確認する方法 

について答申.

12.25公害関係14法律公布（公害対策 

基本法改正法,「公害防止事業費事 

業者負担法丄「人の健康に係わる公 

害犯罪の処罰に関する法律」.「海洋 

汚染防止法」,「廃棄物の処理及び清 

掃に関する法律」,「水質汚濁防止 

法丄「農用地の土壌の汚染防止等に 

関する法律」など）.

〇毒物及び劇物取締法改正法公布 

（翌年6. 24施行.毒物または劇物で 

あって家庭用に供されるものおよび 

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た 

等）.

> 自然公園法改正法公布（自然環境 

の保護に関する国等の責務,国立公 

園等の区域内の公共の場所における 

清麋の保持,指定湖沼等への排水規 

制の項目追加）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

る（昭50年に老人ホーム入所者18万 

人（65歳以上）,老人人口の2%と 

する）.

11.17自由民主党児童手当世話人会, 

児童手当制度の大綱を決定.

11.25中央社会福祉審議会,老人問題 

に関する総合的諸施策についてと, 

社会福祉施設の緊急整備について答 

申.

11.25社会保険審議会,抜本改正の結 

論を得るまで,政管健保の赤字は当 

面政府で措置するよう申し入れるこ 

とを決定.

12.16中央児童福祉審議会,緊急に実 

施すべき児童福祉対策で意見書を厚 

相に提出.

12.29児童手当制度の政府案の大要決 

定（厚生省,予算折衝で大蔵省と合 

意）.

12.16財政審議会,健康保険の赤字対 

策について保険料率引上げ,総報酬 

制採用など蔵相に中間報告.

12.19社会保障制度審議会,医療保険 

制度に対する意見書を厚相に提出 

（財政調整は不可,健保家族の給付 

率引上げ,患者の一部負担）.

12.22厚生省,健康保険の改善方策を 

発表（被扶養者,退職者の給付率改 

善など）.

12.25 20トン未満漁船に対する船員保 

険法の適用拡大（政令改正）.
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昭和45・46年（1970・?1）

背 景 社会保障一般 衛生 • 医療

12.29辺地医師養成医科大学（自治医 

科大学）,昭47. 4から開校と決まる.

この年,昭41年以来5年連続の この年,保健栄養学級予算制度

実質2桁成長（この年で'いざなぎ 化される.

景気'終わる）. >厚生省,保健栄養学級の開催にっ

> 多種多様な公害,全国的に拡大・ いて通知（保健所により行われるこ 

ととなる）.

昭和46年

1.13鉄道建設審議会,運輸相に昭50 1.5自治省,地方公共団体の公害対

年完成を目標とした東北,上越,成 策を発表.

田の3新幹線の建設を答申. 1.12米国の公害追放運動の弁護士,

1.27葉山御用邸本邸全焼 倣火）. ラルフ=ネーダー来日.

1.29総理府,昭45年の消費者物価が 1.18行政管理庁,農林,厚生両省に

朝鮮戦争時につぐ対前年比7. 7%上 対し,農薬公害対策の徹底,改善を

昇と発表. 勧告.

1.19自然保護憲章制定促進協議会発 

足.

1.29結核予防審議会,結核対策の拡 

充強化に関する意見書を提出.

1.30 厚生省,無医地区調査を実施 

（無医地区2473カ所）.

1-一結核予防審議会,結核対策の拡 

充強化に関する意見書提出.

2. 5稲作転換の推進について閣議了 2.13雇用審議会,今後の失業対策制 2. 4厚生省,医薬品の添付規制の監

解. 度に関する基本構想を答申（求職手 視体制を確立するため,医薬品販売

2.13全国地域婦人団体連絡協議会, 帳の交付,失業手当,高年者使用に 等適正化推進本部の設置と適正化措

再販商品の不買運動を開始（資生堂, 雇用奨励金の支給など）. 置要綱を決定.

ライオン歯磨,武田薬品など16社名 2.24生理休暇の賃金カット無効判決 2.10厚生省,冷凍食品の衛生基準を

を公表）. （名古屋地裁）. 発表.

2.19衆議院で物価問題連合審査会開 2.23社会,公明,民社の3党,公害

催,物価問題全般を総合的に追及. による無過失損害賠償責任法案を議 

員立法として国会に提出.

2.26日本結核療養所協会,結核患者 

の早期発見など要望書を厚相に提出.

3.23沖縄復帰対策要綱（第2次分） 3.11 厚生省,老人対策を総合的に検 3. 8厚生省,医療用医薬品販売適正

閣議決定. 討するためのプロジェクトチームを 化措置について通知.

3.25都市銀行の大型合併として第一 発足（医療,所得保障,健康管理, 3.19農相,農業資材審議会の答申に

1356



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

昭和46年

1.12厚相,社会保険審議会に健康保 

険法改正案要綱を諮問（退職者継続 

医療給付制度の創設.70歳以上の家 

族療養費を7割に引上げ.再診時一 

部負担金100円の新設,政管健保に 

5 %の定率国庫負担など）.

1.14厚相,社会保障制度審議会に健 

康保険法改正案要綱を諮問.

1.26社会保険審議会の被保険者•事 

業主委員,健保法改正案要綱に対し, 

赤字解消の措置のみで,診療報酬体 

系の合理化など医療費対策がないと 

批判.

3.26 '硫黄島戦没者の碑'竣工ならび 

に追悼式実施.

3.29厚生省児童家庭局,小規模保育

2.10社会保険審議会,厚生年金保険 

法・船員保険法改正案につき答申.

> 日本医師会•日本歯科医師会•日 

本薬剤師会の三師会,健康保険法等 

改正案に対し,抜本改正とは無関係 

で組合健保を擁護するものと反対.

2.15社会保障制度審議会,厚生年金 

保険法•船員保険法改正案につき答 

申.

2.17政府,健康保険法改正案を国会 

に提出（5.23審議未了 •廃案）.

>野党の各党,政府の健保改正案の 

国会提出に対し,医療保険制度の抜 

本改革回避だとして撤回を求める談 

話•声明を発表.

A社会保険審議会,健康保険法等改 

正案について,労働側,事業主側, 

公益側の意見（財政対策的な色彩が 

濃い諮問案は遺憾など）を並記して 

答申・

2.18中医協,圓城寺次郎会長を再選. 

厚生省が診療報酬体系の問題点を列 

挙した資料'診療報酬適正化につい 

て（審議用メモ）'を提出,のち日本 

医師会で問題となる.

3. 4日本医師会,診療報酬適正化に 

関する審議用メモを不満として,全 

国の医師会に対して一斉休診などの

8.15ニクソン米大統領,金ドル交換 

の一時停止,10%の輸入課徴金実施 

などのドル防衛措置を発表（ドル・ 

ショック）.

12.18ワシントンの10カ国蔵相会議. 

多国間通貨調整に決着,1ドル= 

308旧,金価格1オンス=35ドル等 

決定.

（英）& 一新「労使関係法」,新「社会 

保障法」（スト参加者に対する補足 

給付支給の制限を含む）制定

9.-  政府,『年金に対する戦略』と題 

する白書発表（すべての国民は,国 

からの基本年金と職場からの比例年 

金の二つを受けるべき）.

> ソーシャルワーク教育•研修中央 

協議会設立.従来のソーシャルワー 

ク,児童ケア,保護観察ケア等の養 

成協議を統合.

（米） Comprehensive Health Manpower 
Training Act of 1971により,医療 

に関する研究,教育施設の建設に対 

する補助率の上限を上げるとともに, 

監査制度を設けた.また施設に対す 

る補助金は入学者数を基本に人頭払 

い方式に改められるとともに,医療 

過疎地城の人材確保対策がより進め 

られた.

〇 Nurse Training Act of 197!によ 

り看護学校の建設に対する補助率を 

上げるとともに建設に関する債務保 

障および利子補給制度を設けた.ま 

た,更療過疎地に勤務する看護婦に 

は貸代金の返済免除額を引き上げる 

などの対策を採った.

（仏）5. 25「疾病保険の国鉄制度財政調 

整施行令」（一般制度と国鉄制度と 

の財政調整）公布.

7. 3「疾病金庫と開業医および医療補 

助者との関係に関する法律」を制定
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昭和46年(1971)

背 景 社会保障一般 衛生 •医療

銀行,日本勧業銀行,合併契約調印 

（10.!第一勧業銀行として発足）.

3.31 最高裁,青法協加入の裁判官の 

再任拒否（法曹会に動揺）.

4.1! 第7回統一地方選挙,大阪府知 

事に黒田了一,東京都知事に美濃部 

亮吉再選.

4.23日本学術会議,学問と思想の自 

由を守る決意を声明.

4.30昭45年度貿易黒字,世界最大の45 
億ドルを記録.

福祉,生きがいの5部会設置）.

3.18自民党,政調社会部会老人対策 

小委員会,老齢福祉対策推進要綱を 

発表（老人医療の無料化,老齢福祉 

年金の改善充実,老人扶養控除制度 

の創設など）.

＞経済審議会総合部会企画委員会, 

国民福祉目標の数量的捕捉につき, 

計量化が必要との報告書まとめる.

3. -厚生省に,厚生行政情報処理シ

ステム研究会発足

＞厚生省,国家試験採点処理業務シ 

ステム開発（厚生省で行う国家試験 

の採点処理業務をすべて電子計算機 

で処理するシステム）.

4. 6厚生省,地方自治体に対する統 

計調査結果の還元を磁気テープによ 

るデータサービス事業として開始 

（地方自治体に対する統計調査結果 

の還元を迅速に行うことを目的とし 

その媒体を磁気テープとした.当初 

は,人口動態調査のみであったが順 

次対象を拡大）.

5.12三菱自動車と米クライスラー社, 

段階的に資本参加することで調印.

5.24公衆電気通信法改正法公布（デ 

ータ通信の法制化,電話料金に広域 

時分制導入）.

5.3!「自動車重量税法」公布.

6. 4経済閣僚会議,輸入自由化促進 

など総合的対外経済政策を決定（第 

1次円対策8項目.円切上回避策）.

6.10「国有林野の活用に関する法律」

5. 3総評,定年退職者の生活実態調 

査を発表（働いている54%,いない 

43%,働かねばならない96%）.
5.13私鉄労使中央集団賃金交渉決裂. 

大手10組合波状スト,5. 21妥結.

5.14厚生省の老齢者対策プロジェク 

トチーム,自民党に老人医療無料化, 

福祉施設の増強,老齢福祉年金の充 

実などで中間報告.

5.20 公労委調停不調,官公労スト 

（国労•動労,首都圏で空前の19時 

間スト）.

5.25「中高年齢者等雇用促進特別措置 

法」公布（10.1施行）.

5.29恩給法等改正法公布（1〇・1施行. 

旧軍人（下士官以上）軍属に対する 

一時恩給の支給等）.

6.1「勤労者財産形成法」公布・施行 

（財形貯蓄制度新設）.

6. 9労働者,定年退職者の就職と生 

活の実態をまとめる（定年後の80% 

基づき,BHC, DDTの全面禁止の 

方針発表.

3.22水質審議会,全国32水域240カ所 

の水質基準類型と達成期間など答申.

3.26文部省,医師養成計画（国立大 

学2〜3校増設など）発表.

〇厚生省,少年によるシンナー等の 

有機溶剤の乱用防止を指示.

3.30原子爆弾被爆者に対する特別措 

置法改正法公布（健康管理手当の支 

給年齢を65歳以上から60歳以上に）•

3. -精神神経学会理事会,台弘東大

教授をロボトミー手術による人体実 

験をしたと告発.

4.1 厚生省,日本薬局方第8次改正 

を告示・施行.

〇 らい患者に対する給与金制度確立 

（拠出制障害年金1級相当額スライ 

ド方式,いわゆる自用費）.

〇理学療法士及び作業療法士法改正 

法公布（国家試験受験資格の特例措 

置をさらに3年間延長）.

4. 5厚生・農林・通産の各省,カド 

ミウム公害が拡がっているとの調査 

結果を発表.

4.22熊本県公害被害者認定審査会, 

再審査の結果,胎児性を含む31名を 

水俣病患者と認定.

4.23厚生省,アイスクリーム類の成 

分規格,標示規制の強化（アイスク 

リーム,アイスミルク,ラクトアイ 

スの3分類）.

5. 8初の准看護婦全国大会開催（准 

看護婦制度の廃止,そのための経済 

的・教育的措置の確立などを日本看 

護協会などに訴える）.

5.20「視能訓練士法」公布（7.19施行. 

視能訓練士制度創設）.

5.25政府,中央公害対策会議に,東 

京,大阪,神奈川の3地域の公害防 

止計画策定を指示.

〇 閣議,騒音の環境基準を決定.

5.26「公害の防止に関する事業に係わ 

る国の財政上の特別措置に関する法 

律」公布.

5.28スモン患者,製薬企業•国に損 

害賠償を求め,東京地裁に初提訴.

以後全国32カ所の地裁に提訴相次＜-.

5.3! 厚生省,有機塩素系殺虫剤（BH 
C, DDTなど）の製造中止を指示.

6.1「悪臭防止法」公布（昭47. 5. 31 
施行）.

6. 4厚生省,牛乳中の残留BHCの許 

容基準を決定.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

所の設置,認可について通知. 抗議行動を指示.

3.30国民年金法等改正法公布（11.1 
施行.福祉年金の額の引上げ）.

4.1厚生省,社会福祉施設緊急整備 

5カ年計画実施（昭50年度までに3 
万9150人の定員増）.

〇 国立聴力言語障害センターに聴能 

言語専門職員養成所を設置.

＞ 心身障害者福祉協会国立コロニー 

のぞみの園（成人心身障害者用施設, 

高崎市）開所.

4.30戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（戦争勤務関連傷病者の 

障害•遺族給付を年金化）•

4.- 厚生省,心身障害研究制度創設 

（心身障害の発生原因,予防および 

治療について委託研究）.

〇全国尤、身障害児福祉財団設立.

＞老人福祉電話,老人電話相談セン 

ターをモデルとして豊橋市,福岡市 

に設置.

5.27「児童手当法」公布（昭47.1.1施 

行•18歳未満の児童3人以上のとき 

義務教育終了前の第3子以降に支給. 

段階的実施）.

5.31厚生省,母乳の農薬調査で,検 

査419例全部からBHC, DDTを検出 

と発表.

4.1国民年金の高齢者任意加入者に 

対する拠出制10年年金の支給開始 

（昭46年度約19万人受給）.

4.2?日本医師会,中医協の診療報酬 

体系の適正化に反発し各都道府県医 

師会に対し,保険医の辞退届の取り 

まとめなどを指令.

5.27厚生年金保険法改正法公布（11- 
1施行.年金額の緊急改正）.

5.28日本医師会,7.1からの保険医総 

辞退を決定.5. 31に辞退届を知事に 

提出せよと指令.

5.3!全国都道府県医師会から保険医 

登録抹消請求書提出,保険医総辞退 

決議

（1960年に締結.1971.5.1期限切れ 

となった医師組合と疾病金庫との間 

の協定を継続,全国一本の新協定案 

（同4月成案）に沿うこととした）.

（西独）7.1疾病保険で予防給付（4 
歳以下の幼児と男45歳•女30歳以上 

を対象）を実施成人病（がん）， 

乳幼児特定疾患に対する早期検診を 

開始

-「社会扶助法」を立法（所得補償 

と疾病予防を主眼点）.

（スウェーデン）公営の医療品流通会社 

を設立（民間製薬会社の生産する医 

薬品を独占的に供給するシステム）.

.＞労働組合総同盟とスウェーデン使 

用者連盟の間に,補足的年金制度が 

締結（1973.7から実施）.

（国際）1.—ウィーンにおいて国連主 

催の向精神剤に関する議定書採択の 

ための全権会議が開催される.

2.- 「向精神剤に関する条約」ウィー 

ンにおいて採択.

6. 2 ILO第56回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 23）.条約135号「企業にお 

ける労働者代表に与えられるべき保 

護及び便宜に関する条約J,136号 

「ベンゼンから生ずる中毒の危害に 

対する保護に関する条約」採択.

6. 3 ベルギーのブリュッセルでISSA 
のデータ処理諮問委員会の第1回会 

議（〜6. 4）.'社会保障管理の機械 

化についてのISSA相談サービス活 

動の問題'を討議.

6. 4 EC理事会,「移住労働者のため 

の社会保障に関する規則」を採択, 

1972.10.1発効（これにより適用範 

囲と対象事故の拡大と,受給権取得 

のための要件の緩和が図られた）.

8. 2パリ•ユネスコ本部で開かれた 

第6回ろうあ者世界大会,聴力障害 

者の権利宣言を行う.

10. 25中国の国連復帰が決定.

12. 20国際連合第26回総会本会議,「精 

神薄弱者の権利に関する宣言」を採 

択.

6.12厚生省,小児がんの入院患者の 

医療費について,全額公費にすると 

通達（国と地方で折半）.

6.15厚生省昭45.10実施の身体障害

6. 6社会保険審議会長,保険医総辞 

退で厚相に申入れ（筋を曲げた事態 

解決は行うべきでない）.

6.22社会保障制度審議会,保険医総
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公布.

6.11 中央教育審議会,今後における 

学校教育の総合的な拡充整備のため 

の基本施策を文相に答申（4•4• 
6制試行など）.

6.17沖縄返還協定署名（琉球諸島お 

よび大東諸島に関する日本国とアメ 

リカ合衆国との間の協定）.

6.21「農村地域工業導入促進法」公布.

＞日本繊維産業連盟,対米繊維輸出 

自主規制（輸出量増加を年5〜6% 
に抑制）の実施要綱を決定（7.1実 

施）.

6.27第9回参議院議員選挙（自民63, 
社会39,公明10,民社6,共産6, 
無所属2）.

6.29福岡空港等の米国からの返還に 

つき閣議決定.

〇 沖縄防衛協定署名（久保・カーチ 

ス協定）•

7.1 総理府に環境庁（公害行政の一 

元化）と国立公文書館設置.

7. 3東亜国内航空ばんだい号,函館 

上空で乗客68人を乗せたまま行方不 

明,翌日全員死体で発見.

7. 5佐藤内閣改造（厚相斎藤昇）.

7.14第66回臨時国会召集（7.17開会 

式,7. 24閉会）.

7.16 いすヾ自動車,ゼネラル•モー 

タースと資本提携に調印.

7.27政府,財政投融資計画の2200億 

円追加を含む景気対策を了承.

7.30経済企画庁,『経済白書』〈内外 

均衡達成への道〉を発表.

A自衛隊ジェット機,岩手県零石町 

上空で全日空機に追突,全日空機墜 

落し162人死亡.

8. 3閣議,第4次資本自由化措置決 

定.

8.17政府,緊急閣僚経済協議会で米 

のドル防衛措置に対し旧平価堅持な 

どの方針決定.

&24政府,札幌,川崎,福岡を昭47. 
4から政令指定都市に指定.

〇物価安定政策会議,物価統計の改 

善等について提言を首相に提出.

&28大蔵省,変動為替相場制を採用 

（外国為替の売買相場変動幅制限を 

停止,外貨準備125億ドルと米国を 

抜いて第2位へ）.

が稼働）. 6.10「特定工場における公害防止組織 

の整備に関する法律」公布.

6.11 生活環境審議会,都市•産業廃 

棄物に係る処理処分の体系および方 

法の確立について第2次答申（以後 

の技術的指針となる）.

6.15厚生省,牛乳中の有機塩素系農 

薬の暫定許容基準設定.

6.16食品問題懇談会,食品行政の総 

合的施策について厚相に答申.

6.29厚生省,新開発医薬品の副作用 

報告期間を3年間に延長.

6.30 富山イタイイタイ病判決（富山 

地裁,三井金属鉱業のカドミウムが 

主因と認定・原告勝訴）.

7.1環境庁発足（厚生省公害部,国 

立公園部は環境庁に移管）.

〇厚生省,児童家庭局に児童手当課 

新設.

7.13労働基準法研究会（労相の私的 

諮問機関）,産業社会の進展や変化 

に即応した労働安全衛生対策につい 

て報告を提出.

7. 5文部省,医科大学設置調査会発 

足（12. 7,医師養成の拡充について 

報告.人口10万対150人）.

7. 7薬効問題懇談会（厚相の私的諮 

問機関）,医薬品再評価の必要性に 

ついて厚相に答申.

7.17厚生省,「生物学的製剤基準を定 

める件」を新たに告示.

〇厚生省,環境衛生課長名で遊泳用 

プールの維持管理基準示す.

7.22中央薬事審議会,医薬品再評価 

特別部会を決議（10月設置）.

8. 3税制調査会,高福祉高負担の考 

え方等長期税制のあり方につき首相 

に答申.

8. 9公明党,医療保険制度の改善策 

要綱を発表（医療保険制度の統合, 

給付の改善,公的医療の強化,診療 

報酬制度の改善,救急医療体制の拡 

充などを提唱）.

8.10薬務局に製薬第1課•第2課を 

設置.

8.13人事院,公務員給与を5月に遡 

り,11.74%の引上げを勧告（政府 

勧告どおり実施を決定）.

8.- 総理府,老人問題に関する世論 

調査を実施（健康について国の施策 

に求めるものでは老人医療費無料化 

が圧倒的に多く（60%）,老齢福祉 

年金の充実（44%）,無料検診（22

8. 2自治医科大学起工式（栃木）.

8. 6佐藤首相,広島市での第26回平 

和記念式典に現職首相として初めて 

出席.

8. 7大石環境庁長官,熊本・鹿児島 

両県知事に対し,水俣病認定却下処 

分のやり直し裁決を下す.

8.16結核予防審議会,結核新薬リフ 

アンピシンを結核予防法による治療 

薬として採用するよう厚相に答申.

8.27第3次下水道整備5カ年計画, 

閣議決定.

8.- 日本精神神経学会総会,保安処 

分制度に反対を決議.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

者（児）実態調査の結果を公表（18 
歳以上の身体障害者131万4000人 

（人口1000人当たり17. 9人）,うち肢 

体不自由53.1%,視覚障害19%,聴 

覚障害18%）. 

辞退で首相に申入れ（行政秩序を守 

り,特別の言質や約束は避けよ）.

7.!厚生省,精神薄弱児（者）施設 

入所者実態調査実施（在宅者31万 

2600人,施設入所者4万3700人,計 

35万6300人,人口1000人当たり3. 4 
人）.

7.1日本医師会,政府の医療保険政 

策に反対し被用者保険の診察を拒否 

（〜7.31）.
7.28佐藤首相,武見日本医師会会長 

と会談.首相,医師会の医療保険制 

度改革案を了承.会長,保険医辞退 

中止を即答.

8. 5中医協,5カ月ぶりに再開,医 

療費値上げ問題を検討（審議用メモ 

棚上げ）.
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9.3沖縄復帰対策要綱（第3次分） 

閣議決定.

9.23政府•日本銀行,中小企業に対 

するドル•ショックの緩和策として 

低利特別融資など決定.

10.1 総理府,東京の9月の消費者物 

価指数は昭45年比10. 3%の大幅値上 

りと発表.

10.15日米繊維問題了解事項覚書に署 

名,対米繊維製品の輸出規制につい 

て妥結（本協定は昭47.1に調印）.

10.16第67回臨時国会召集（10.18開会 

式,12.27閉会）.

10.27内閣に臨時繊維産業対策推進本 

部設置.

11.24衆議院,沖縄返還協定承認案可 

決•

12.15閣議,日米繊維協定にともなう 

繊維業界救済策を決定（設置買上げ, 

長期低利運転資金の融資など）.

12.19基準外国為替相場の改定につい 

て閣議決定（1ドル= 308円に変更. 

いわゆるスミソニアン•レート）.

12.21木村経済企画庁長官,閣議で昭45 
年度国民所得統計を報告,国民総生

%）など）.

9.14自由民主党政務調査会老人対策 

特別委員会,老人対策要綱を発表.

9.15 健康で安ノむできる老後をつくる 

全国集会,日大講堂で開催,1万人 

参加（年金スライド制,老人医療無 

料化,高齢者に仕事と住宅の保障）.

10. 8公共企業体等労働委員会,国鉄 

当局のマル生運動を不当労働行為と 

認定.

10.11公務員制度審議会,在籍専従期 

間について答申.

10.21 人口問題審議会,最近における 

人口動向と留意すべき問題点につい 

てを厚相に提出.

11.18同盟,福祉政策の基本的なあり 

方の第3部'家庭と児童の福祉対策', 

'心身障害者の福祉対策'，'人間環境 

と社会資本'の各論と財源論を発表.

11.26厚生省,昭46年版『厚生白書』 

〈こどもと社会〉を発表.

12.10出産退職制違憲判決（大阪地裁）.

12.14失業対策問題調査研究会,今後 

の失業対策のあり方について報告.

12.22税制調査会,昭47年度税制改正 

の答申案骨子を了承（診療報酬の所 

得計算特例の廃止で専門委員会設置 

を決定）.

9. 3薬局等配置問題懇談会,薬局, 

薬店の適正配置で厚相に答申（配置 

規制は漸進的に緩和し,3年後には 

撤廃）.

9. 4 厚生省,スモン,ベーチェット 

などの難病,奇病の治療研究で特定 

疾患対策室の新設を発表.

9. 7佐藤首相,医師不足の解消につ 

いて,医師養成の長期計画を検討す 

るよう指示.

9. 9通産省,毒物たれ流し工場の実 

態を工場名を伏せて発表.

9.14中央公害対策審議会発足（会長 

和達清夫）.

9.28美濃部都知事,議会でゴミ処理 

の危機を訴える（江東区,15号埋立 

地投棄拒否,杉並区清掃工場建設反 

対）.

9.29新潟水俣病判決（新潟地裁,新 

潟水俣病は,昭和電工鹿瀬工場の排 

水が原因と認定,原告勝訴確定）.

10. 3 東京•ハ王子市,全国初のノー 

カーデーを実施.

10.11歯科保健問題懇談会（厚相の私 

的諮問機関）発足（9月設置）.

10.14行政管理庁,保健所の行政監察 

結果に基づいて,社会情勢に対応し 

た保健所の対応策を厚生省に勧告.

10.19 富山県イタイイタイ病の医療費 

賠償請求問題で,三井金属工業と婦 

中町など3市町代表,知事の斡旋, 

和解.

10.2!厚生省公衆衛生局長,過疎地域 

保健指導事業の実施について通知 

（過疎地域の無医地区に保健婦を配 

置）.

10. -中央薬事審議会,医薬品再評価 

特別部会を設置.

11.8厚生省,初の精神衛生に関する 

世論調査の結果を発表.

11.15厚生省,新医薬品についてのみ 

実施していた製薬企業等からの副作 

用報告の範囲を,'すべての医薬品' 

に拡大.

11.20コラルジル薬禍事件の提訴始ま 

る.

12. 5第1回公害防止管理者国家試験 

の実施

12.12厚生省,救急医療の現況調査実 

施

12.16行政指導（薬務局長通知）によ 

る医薬品再評価の開始.

12.1?厚生省の臓器移植懇談会,中間 

報告を発表.
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9.14総理府•厚生省,老人問題に関 

する世論調査（老人問題をどう考え 

るか）を発表（老後に不安36%,老 

後も働きたい84%,老人医療費無料 

化 60%）.
9.一老人対策特別委員会,老人対策 

要綱発表（老人医療特別措置制度）.

9.13社会保障制度審議会,医療保険 

制度の抜本改正について答申（被用 

者保険と地域健康保険の二本建）•

9.23国民健康保険基本問題懇談会 

（厚相の私的諮問機関）,標準保険料 

制度の創設などの報告書を提出.

10. 5中央児童福祉審議会,保育所に 

おける幼児教育のあり方について意 

見具申を厚相に提出（保育所と幼稚 

園は併存して役割分担,保育所の教 

育水準が低くならないよう設備•保 

育者の充実,改善を図るなど）.

10.18重度身体障害者福祉工場の建設 

本決まり（静岡,広島,大分）.

10. 8社会保険審議会,医療保険制度 

の抜本改正について答申（職域•地 

域の二本建制度,健保組合間の財政 

調整,国庫負担の定率化）.

11.14 老人の船,東南アジアに出航 

（主催,財団法人老人福祉研究会）.

11.9健保連臨時総会,健康保険組合 

共同事業基金の設置を承認（財政窮 

迫組合への助成,高額医療•継続医 

療給付者の費用の共同負担事業）.

12.11中央社会福祉審議会答申（'国民 

生活の変化等に対応した生活保護制 

度のあり方について'，'コミュニテ 

ィ形成と社会福祉'）.

12.14厚生省,精神薄弱者通勤寮設置 

運営要綱を通知.

12.-厚生省,異常行動児療育研究実 

施要!!囲を通知.

12.30自民党,健康保険の財政対策法 

案を国会に議員提出（のち廃案）.
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産72兆円,実質経済成長率9.5%.
12.22参議院本会議,沖縄返還協定を 

可決・成立.

12.29第68回通常国会召集（翌年1.29 
開会式,6.16閉会）.

12.3!「沖縄の復帰に伴う特別措置に関 

する法律」,L沖縄振興開発特別措置 

法等沖縄復帰関係法」公布（昭47. 
5.17施行）.

この年,景気のスタグフレーシ 

ヨン的傾向強まる.金融大緩和.

〇日米貿易摩擦激化（対米貿易収 

支:25億1700万ドルの大幅出超）.

＞公害問題さらに深刻化.

この年,健康の指標策定委員会 

設置.

＞国際看護交流協会設立.

昭和47年

1.3日米繊維協定署名.

1.12政府,臨時閣議で昭47年度予算 

案決定（一般会計11兆4676億円,財 

政投融資5兆6350億円）.

1.19厚生省,ニセ医師事件の続発に 

より全国の医師,歯科医師の免許資 

格の総点検とニセ医師の告発手続を 

とるように都道府県に指示.

1.25厚生省,国民医療に関する基本 

施策を骨子とする医療基本法案（仮 

称）を発表.

1.28大学設置審議会,私立大学審議 

会,自治医大などの新設を答申.

1.31 厚生省,医療基本法案要綱発表.

2. 3第11回冬季五輪札幌大会開会 

（〜2.13）.
2. 8第4次防衛カ整備5カ年計画の 

大綱,閣議決定.

2.10閣議,バングラデシュ人民共和 

国の承認決定.

2.18郵政省,郵便狞金による預金者 

貸付制度の大綱を発表.

2.19連合赤軍あさま山荘事件（連合 

赤軍の5人,軽井沢別荘管理人の妻 

を人質にろう城,機動隊と対峙,28 
日救出に成功し落着）.

2.24日本•モンゴル人民共和国の国 

交樹立.

2.26日仏原子力協力協定署名（安い 

核燃料入手の途開く）.

2.29政府,閣議で対中国輸出に対す 

る輸銀資金使用を今後認める方針を 

決定.

2.23水俣病新認定患者自主交渉派, 

環境庁でチッソ社と第1回会談.
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＞東京都東村山市,白十字病院に委 

託して,寝たきり老人訪問看護制度 

を実施.

＞厚生省,社会福祉施設整備5カ年 

計画を策定.

-この年,老人機能回復訓練事業 

実施.

昭和47年

1.24グアム島で元日本軍人（横井庄 

一氏）発見•救出（2. 2帰国）.

2. 8厚相,老人医療費支給制度のた 

めの老人福祉法改正案について,社 

会保障制度審議会に諮問（2.12答 

申）.

2.26厚生省社会局長,軽費老人ホー 

ム設置運営要綱通知.

1.20厚生省,医療保険の抜本改正案 

発表（家族給付率を7割に引上げ, 

高額医療費の負担減,投薬時一部負 

担金新設,政管健保と組合健保の財 

政調整など）.

1.22中医協,医療費改定等について 

建議.その後直ちに諮問を受けて, 

2.1から平均13. 7%引き上げるなど 

を厚相に答申.

1.25厚相,健康保険法,厚生保険特 

別会計法改正案（いわゆる健保財政 

対策法案）を社会保険審議会と社会 

保障制度審議会に諮問（標準報酬の 

上限を20万円,下限を1万2000旧に, 

ボーナスからの特別保険料徴収,国 

庫補助の定率化,累積赤字の棚上げ 

など）.

2.1 厚生省,医療費13.7% （薬価基 

準の引下げで実質12%）引上げ実施.

2. 5厚相,社会保険審議会,社会保 

障制度審議会に健康保険法の抜本改 

正である医療保険各法の改正案要綱 

を諮問（家族給付率7割,高額医療 

費給付,外来投薬の一部負担,政管 

•健保間の2分の1財政調整,国保 

の標準保険料採用）.

2.16社会保険審議会,健康保険法改 

正案で,各側の批判意見を付記して 

厚相に答申.また,厚生保険特別会 

計法改正案でも答申.

＞社会保障制度審議会,健保法改正 

案で,批判と修正を求める内容の答 

申を厚相に提出.また,厚生保険特 

別会計法改正案でも答申.

2.18厚生省,財政対策のための健康 

保険法改正案等を国会に提出.

12.2!両独間基本条約署名（東ベルリ 

ン）•

（英）1〇.- 保守党政府,タックス•ク 

レジット制度案提示（各種税控除, 

家族手当,世帯所得補足給付の統合. 

1974. 2の政権交代で実現せず）.

＞エックス線コンピュータ断層法 

（CTスキャナー）開発.

（米）3.23国立保健研究所内に国立老 

人研究所を設置,1965年老人福祉法 

を老人に対する保健,栄養,助言相 

談,レクリエーション•サービスが 

できるよう改正.

7.1老齢遺族障害年金保険に物価ス 

ライド制を導入（1977年は若干修 

正）.

〇 65歳以上の健康保険給付の入院お 

よび医科付加給付の対象に,障害者, 

透析と移植を必要とする慢性腎患者 

を追加（名称も社会保障法第18項 

「老人および障害者健康保険」と改 

正）.

一 社会保障法改正（連邦・州共管の 

諸給付を統合し,連邦所管の補足年 

金（対象は低所得の老人,盲人,障 

害者）を創設.施行は1974.1.1）ま 

た,メディケアについては,給付範 

囲を老人のみでなく 65歳以下の障害 

者にも拡大.また,メディケア,メ 

ディケイドの費用償還については, 

医療基準審査機構（PSRO）を設置 

して適正化を図る）.

〇 メディケアの適用を障害年金受給 

者に拡大.
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3. 3物価対策閣僚協議会,物価対策 

強化方針を決定（B切上げによる輸 

入価格低下分の小売価格への反映）•

3.15山陽新幹線,新大阪一岡山間開通.

3.17第2次空港整備5カ年計画,閣 

議決定.

〇 第4次港湾整備5カ年計画,閣議 

決定.

3.21高松塚古墳で壁画発見.

3.30全国農業協同組合連合会結成 

（全国購買農業協同組合連合会と全 

国販売農業協同組合連合会の合併）.

3.3!「航空機燃料税法」公布.

4.1 政府米に対する物価統制令の適 

用を廃止（公定消費者米価廃止）.

4. 4警視庁,沖縄返還交渉の日米密 

約を洩らした外務省蓮見事務官と毎 

日新聞西山記者を逮捕.

4.20 OECD原子力機関（NEA）へ正 

式加盟.

4.24「火炎びんの使用等の処罰に関す 

る法律」公布.

4.28総理府,昭46年度の全国消費者 

物価指数は前年比で5. 7%上昇と発 

表.

＞昭46年度国際収支80億ドル,黒字 

の最高を記録.

〇 沖縄復帰に伴う通貨等切替対策特 

別給付金支給要綱について閣議決定.

5.12米国の沖縄民政府解散.

5.13沖縄振興開発金融公庫設置.

〇 大阪南区の雑居ビル千日デパート 

ビル火災（118人死亡）.

5.15沖縄の施政権返還.沖縄県発足.

＞総理府に沖縄開発庁,北方対策本 

部設置.

5.20対外経済政策推進関係閣僚懇談 

会,7項目の第2次円対策決定（財 

政金融政策,輸入促進など）.

5.30 日本人ゲリラ3人,テルアビブ 

国際空港で自動小銃乱射,26人死亡.

4.1東京都老人総合研究所開所.

4. 3経済審議会人的開発研究委員会, 

労働力対策で報告書まとめる.

4.15労働省,労働時間,休日,休暇 

の現状の実態調査を発表.

4.26余暇開発センター設立.

4.2?国労,動労,私鉄総連を中心に 

春闘初の'交通ゼネスト'.

4.28女子30歳定年制を無効と判決 

（名古屋地裁）.

5.- 日本住宅公団,老人ペア住宅建 

設について通達.

3. 8食品衛生調査会おもちゃ器具な 

どの特別部会,折紙など2製品,塩 

化ビニールなど3原材料の計5品目 

について規格基準を决定（8. 8告示, 

昭48.1.1施行）.

3.13スモン調査研究協議会,キノホ 

ルム剤がスモン病の原因であると発 

表.

3.14廃棄物処理施設整備計画（第3 
次計画）を閣議了解（昭47〜50年度 

の4カ年計画,総額4020億円）.

＞中央公害対策審議会,無過失賠償 

責任制度の導入検討で特別部会の設 

置を決定.

3.16中央公害対策審議会,海洋汚染 

防止法に基づく海洋投棄物の基準 

（排出海域,排出基準）で答电
3.2!通産省,PCB使用禁止を電気機 

器,産業機械など関連業界に通達.

4.1 自治医科大学創立（地域医療に 

従事する医師の養成）.

＞ 群馬県安中のカドミウム公害をめ 

ぐる安中公害被害補償請求人団,東 

邦亜鉛を相手に損害賠償請求訴訟を 

前橋地裁に提訴.

4.10森永ヒ素ミルク中毒事件被害者, 

国・森永乳業を被告として損害賠償 

訴訟を大阪地裁に提訴.

4.17厚生省薬務局長,各都道府県知 

事に薬局等の配置の基準を定める条 

例？適用等について通知.
＞ さ畜場法施行規則改正公布（検査 

対象疾病に流行性感冒,Q熱等追 

加）.

4.21 厚相,社会保障制度審議会に医 

療基本法案を諮問.医療に関する国 

と地方公共団体の施策,国と都道府 

県の医療計画の策定,医療計画審議 

会の設置,地域医療協議会の設置な 

どを骨子.

4. — WH〇の行っている国際医薬品副

作用モニタリング制度に参加.

5. 9社会保障制度審議会,医療基本 

法案につき厚相に批判的な答申.

5.10麻薬取締法改正法公布（沖縄復 

帰により,九州地区麻薬取締官事務 

所の沖縄支所を設置し,増員）.

5.15 沖縄の日本復帰にともない,沖 

縄の癩療養所2園厚生省に移管.沖 

縄ハンセン氏病予防法廃止.沖縄振 

興開発特別措置法および沖縄振興開 

発特別措置法施行令に基づき,らい 

の在宅治療制度は存続.

5.17中央公害対策審議会,悪臭防止 

法による悪臭物質の指定と規制基準
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4.- 厚生省,寝たきり老人に浴槽お 

よび湯沸器給付事業創設.

5.22厚生省社会局長,民生委員の定 

数および配置基準を通知.

5.29戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（勤務関連傷病の範囲拡 

大（いわゆる「日華事変」まで）， 

戦没者の妻•父母の特別給付金の更 

新（国債60万円,30万円）など）.

4.19社会保険審議会,医療保険各法 

の改正案について,医療の総合的な 

組織化がなく,抜本改正の名に値し 

ないとの公益,事業主,被保険者各 

側の意見を並記して答申.

5. 8斎藤厚相,自民党医療基本問題 

調査会の正副会長と協議（政管健保 

と組合健保の財政調整を断念,健保 

組合間の財政調整の義務づけ,初診 

時・入院時本人負担の2倍引上げな 

どで意見一致）•

5.15沖縄の本土復帰により,国保を 

2年計画で実施.

5.16政府,医療保険制度の抜本改正 

案として健康保険各法改正案国会提 

出.

5.24財政対策のための健康保険法改 

正案,一部手直しのうえ衆議院通過

（仏）1.3法律により家族手当制度を 

改正（6.30施行令,7.1実施.育児 

費手当新設）.

2.1心身障害者に対する金銭給付制 

度開始.

10. 2? 「疾病保険の一般船員・鉱山等制 

度間財政調整施行令」公布.

（西独）6. 一「病院財政安定法」（「病院 

の経済保障および病院療養費の規定 

に関する法律」）によって,病院の 

設備投資は,連邦•州が負担,経常 

費は病院が診療費でまかなうこと, 

疾病保険の病院療養費（1日当たり 

の定額設定など）を規定.

10.!農業者疾病保険が自営農民,そ 

の家族,老齢引退者,65歳以上の共 

に働いている家族を対象として発足 

（これで農業被用者は一般疾病保険 

に入った）.

10. 一 年金調整規定改正（以後1年毎 

に調整），65歳の年金受給年齢に達 

しない63〜65歳の者に本人の選択で 

年金を支給（ただし,35年間の加入 

期間,15年間以上の拠出を条件）.

（伊）この年以後,社会サービスに対す 

る責任を順次地方に移管することに 

なり,保健および病院に関する行政 

がまず国から州へ移管される法律を 

制定.

（スウェーデン）9.-1971年の労働組 

合総同盟とスウェーデン使用者連盟 

との間の合意により,協約年金（S 
TR）制度が実施（これにより1971 
年の補足年金制度と合わせて1975年 

以降35万人の労働者に65歳から年金 

が支給）.

—健康保険法改正（出産時の労働不 

能現金給付が夫の休業補償にも支給, 

また子供の病気の時,両親のいずれ 

かが休業する場合にも休業補償を支 

給）.

（フィンランド）プライマリ•ケアに主 

眼を置いた新公衆衛生法実施.

（国際）3.- ri961年の麻薬に関する第 

1条約を改正する議定書」ジュネー 

ブにおいて採択.

6. 5第1回国連人間環境会議,スト 

ックホルムで開催（〜6.16.公害, 

自然保護,人口居住問題などを討 

議）.
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6.1!田中通産相,日本列島改造論発 

表（工業の大規模再配置による過密 

過疎同時解決,公共投資主導による 

福祉重点路線）.

6.14日航機,インドのニューデリー 

郊外で墜落,乗客86人死亡.

6.15「琵琶湖総合開発特別措置法」公 

布.

〇 「公有地の拡大の推進に関する法 

律」公布.

6.16「工業再配置促進法」公布.

6.20国際電気通信衛星機構（インテ 

ルサット）に関する協定署名.

6.22「新都市基盤整備法」公布.

6.30第4次治水事業5カ年計画,閣 

議決定.

7. 3「海上交通安全法」公布.

7. 4石炭対策について閣議決定（炭 

鉱閉山規模は年300万トン減とする）.

7. 5西日本に集中豪雨,高知県土讃 

線繁藤駅付近で土砂崩れ,61人生埋 

め死亡.

7. 6第69回臨時国会召集（即日開会 

式,7.12閉会.佐藤内閣総辞職）.

7. 7田中角栄内閣成立（厚相塩見俊 

二）.

7.14閣議,新全国総合開発計画を練 

り直し 日本列島改造構想との調整 

決定.

7.18日本列島改造問題懇談会開催決 

定（8. 7首相官邸で初会合）.

6.1厚生省,社会局に老人保健課, 

社会保険庁年金保険部に計画課設置.

〇 「勤労者財産形成促進法」公布 

（財形旺蓄制度新設）.

6. 8「労働安全衛生法」公布（10.1施 

行.50人以上の企業に産業医設置）.

7.1「勤労婦人福祉法」公布・施行 

（働く婦人の職業補導,育児休業の 

推進）.

7.15妊娠中の女子国家公務員に通勤 

緩和のための1時間以内の早退,遅 

刻を認める.

7.23社会保障問題懇談会,新長期経 

済計画の一環として社会保障のあり 

方について報告書をまとめる（医療 

給付9割,老人医療65歳以上など）.

で答申（アンモニアなど5種）.

5.25厚生省「家庭用品に含まれる劇 

物の定量方法及び容器又は,被包の 

試験方法を定める省令」を公布.

5.26政府,閣議で初の『環境白書』 

を承認.

A厚生省,優生保護法改正法案（経 

済的理由による中絶の禁止）を国会 

に提出（2年後に審議未了 •廃案 

に）•

5.30厚生省,魚介類に含まれる水銀 

の暫定基準を設定.

6.12厚相の私的諮問機関として,特 

定疾患対策懇談会発足.

6.15「都市公園等整備緊急措置法」公 

布.

6.16医療基本法案廃案.

6.22「自然環境保全法」公布（昭48. 
4.1施行）.

＞大気汚染防止及び水質汚濁防止法 

改正法（無過失責任導入）公布.

6.23 「廃棄物処理施設整備緊急措置 

法」公布・施行.

6.26 厚生省,森永ミルク中毒事件の 

被害者手帳の交付,被害の実態の把 

握,潜在患者の再検診,発見に努め 

ることを決定.

＞毒物及び劇物取締法改正法公布 

（シン、ナ、一,接着剤の規制）.
＞覚二;剤取締法に違反する罪につ 

き麻薬取締官および麻薬取締員に捜 

査権限を附与（麻薬取締法改正）.

6.30都市公園等整備5カ年計画,閣 

議決定.

!＞食品衛生法改正法公布（& 29施行. 

有害物質含有食品•添加物の販売禁 

止,洗浄剤に関する規制等）.

7.1総理府に公害等調整委員会設置.

〇厚生省,公衆衛生局に特定疾患対 

策室を新設.

7. 3厚生省の特定疾患対策懇談会 

（冲中重雄会長）,難病にスモン,ベ 

一チェット病,重症筋無力症,全身 

性エリテマトーデス•サルコイドー 

ジス,再生不良性貧血,難治性肝炎 

など8疾病を指定.

7.20保健所問題懇談会（厚相の私的 

諮問機関）,基調報告提出（地域に 

密着した活動のため,3段階の保健 

センター組織の整備などを報告）.

7.24四日市ぜんそく訴訟判決（津地 

裁,石油コンビナート6社の共同不 

法行為を認定,原告勝訴確定）.

7.27公衆浴場問題懇談会,フロ屋の 

廃業歯止策で意見書を厚相に提出.
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6.1東京都養育院附属病院,わが国 

初の本格的な老人病院として開院.

6.23老人福祉法改正法公布（昭48.1. 
1施行.老人医療費支給制度創設,70 
歳以上を対象）.

6.16健康保険法および厚生保険特別 

会計法改正法案廃案.

6.23国民年金法等改正法公布（10.1 
施行.福祉年金等額の引上げ）.

（6.16参議院で廃案）. 8.13第16回国際社会福祉会議,ハー 

グで開催（〜&19）.テーマは'急激 

な変動下における社会政策-社会福 

祉の役割'•

11.1ESCAPアジア•太平洋経済社会 

委員会第2回アジア人口会議を東京 

で開催（〜11.13）.
12.14 ECの社会保障の国際化に対応す 

るため「欧州会議」（17カ国加盟）は,, 

丄〇の「社会保障の最低基準に関す 

る条約」より高度の社会保障条約を 

策定,この日の第51回総会で加盟各 

国外務大臣の同意を得た.

12.18国連総会で1975年を国際婦人年 

にすることを宣言.

7.1身体障害者福祉法改正法公布 

（身体障害者の範囲拡大（じん臓機 

能障害）,身体障害者療護施設の設 

置運営を規定）.

7.28遺族等特別給付金問題懇談会, 

戦没者遺族に対する特別給付金制度 

の継続,額面等の引上げについて報 

告をまとめ,厚相に提出.

7.19社会保険審議会•国民年金審議 

会合同懇談会,年金積立金の預託利 

率引下げ問題を協議（引下げ反対で 

一致）.
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8.1 経済企画庁,『経済白書』〈新し 

い福祉社会の建設〉を発表（経済成 

長より社会福祉優先でギャップの解 

消）.

8. 8経済企画庁,昭46年度国民所得 

統計を発表,国民総生産名目81兆 

1419億円.

9.1政府,対米貿易黒字縮小のため 

緊急輸入することで合意（濃縮ウラ 

ン,エアバス,農産物など）•

〇 ハワイでの日米首脳会談,日米安 

保条約維持,日中正常化•貿易不均 

衡是正など共同声明発表.

9.29田中,周首相,日中共同声明に 

署名（日中戦争状態終結,日中国交 

正常化）.

10. 2国際交流基金,工業再配置・産 

炭地域振興公団設立.

10.9政府,第4次防衛カ整備計画を 

正式決定.

10.20対外経済政策推進関係閣僚懇談 

会,第3次円対策決定（関税率一律 

引下げ,自由化と輸入拡大•輸出の 

適正化など）.

10.27第70回臨時国会召集（翌日開会 

式,11.3解散）.

10.29日中民間覚書貿易協定署名.

10.31新全国総合開発計画改定,閣議 

決定

8. 8総理府,国民生活に関する世論 

調査を発表（生活が苦しくなった27 
%,老後に不安37%など）.

8.15人事院,公務員給与を平均10.68 
%を4月から引き上げるよう勧告 

（政府は4月から実施を決定）.

8.22旧軍人軍属に対する定期未伝達 

位記の伝達について,閣議口頭了解 

（昭19.1から昭21.4までの間に定期 

叙位の発令のあった旧軍人軍属に対 

して位記を交付）.

8.23首相,経済審議会に対し福祉の 

充実と国際協調の推進を目指す新長 

期経済計画の策定を諮問.

>雇用政策調査研究会,1970年代の 

雇用政策のあり方で報告書提出（定 

年制の65歳延長,在職中からの職業 

訓練制度など）.

> 日本生産性本部,わが国の賃金制 

度改革への指針を提言（年功序列型 

の賃金体系から職務,職能給の賃金 

体系への移行を強調）.

8.25塩見厚相,田村労相,定年制延 

長や高齢者雇用対策,年金制度の改 

善などで協議,今後両者間で協力す 

ることで一致.

9. 5厚生省,全国高齢者名簿を発表.

& 30現在で100歳になった老人は197 
人,100歳を超した人は初めて400人 

を突破,日本一は女性で109歳
9.14社会党政策審議会,明るい老後: 

を保障するための8大目標を発表 

（安心して暮らせる年金制度の確立 

と,健康で生きがいを目指す老人福 

祉対策など）.

〇 民社党,厚相に対し,老人憲章の 

制定,年金の掛金は積立方式から賦 

課方式に,老齢福祉年金の月額1万 

円への引上げなどを申入れ.

〇 内閣に週休2日制・定年制延長問 

題関係閣僚懇談会設置.

10.30労働者ビジョン懇談会,週休2 
日制普及の考え方と推進策で答申・

10. 政府,市町村災害弔慰金補助制 

度要綱決定.

8. 4播磨灘に未曾有の赤潮発生.

8. 8乳幼児用おもちゃについて衛生 

規制の範囲を明確化（食品衛生法施 

行規則改正）.

>厚生省,照射食品（放射性物質を 

照射した食品）の基準設定.

8. 9イタイイタイ病第1次訴訟控訴 

審,原告勝訴（名古屋高裁金沢支部, 

損害賠償1億4820万円の支払を命 

ず）•

8.14食品衛生調査会,食品中の残留 

PCBの暫定的規制値を答申.

8.16森永乳業,ヒ素ミルク中毒事件 

（昭3〇. 8）の責任を認め,患者•家 

族の恒久救済を認める.

8.22東京都衛生局,築地中央卸売市 

場職員の毛髪から水銀検出（水銀汚 

染マグロ問題化）.

8.24 厚生省,食品中に残留するPCB 
の暫定的規制値を設定.

9.1 文部省,医師不足解消のため1 
医大,6医学部を設置,定員増を図 

る昭48年度の計画を発表.

9. 8環境庁,公害被害補償基金制度 

案の骨子をまとめる（地域企業から 

基金の強制徴収,医療費•休業費の 

補償など）.

9.22通産省,全国8地域のコンビナ 

ート環境保全調査結果を発表.

10. 2 厚生省医務局に医療システム開 

発調査室を設置.

〇 厚生省,スモン,ベーチェット病 

などの難病に対して難病対策要綱を 

まとめる（調査研究の推進,医療機 

関の整備と要員の確保,医療費の自 

己負担の解消など）.

10・3中央公害対策審議会,米国のマ 

スキー法に準じた自動車排出ガス規 

制措置（昭50年実施案）を答申（10.5 
告示）.

> 環境庁,光化学スモッグの原因は 

自動車であると汚染源調査の結果発 

表.
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8.15厚生省,重度障害児（者）日常 

生活用具給付等事業実施要綱を通知.

8.23厚生省,心身障害児通園事業実 

施要綱を通知.

8. 4社会保険庁,昭46年度の決算で 

政管健保79億,日雇健保168億の赤 

字と発表.

8.15社会保険審議会,大蔵省の年金 

積立金預託金利引下げ問題を協議. 

金利引下げ反対と資金運用の改善を 

含めた要望を厚相に申入れ.

8.30厚生年金保険,国民年金の積立 

金の金利6.2%に引き下げ,そのか 

わり財政投融資の還元融資枠を33. 3 
%に拡大することに厚生,大蔵両省 

合意.

9.20神戸地裁,児童扶養手当と障害 

福祉年金の併給禁止は違憲と判決 

（堀木訴訟）.

9.22塩見厚相,堀木訴訟判決で現行 

規定を憲法上とは別に福祉行政の充 

実の意味から再検討したいと閣議に 

報告.

10.!特別児童扶養手当法の対象障害 

の範囲を拡大（内臓疾患,精神障害 

と身体障害の合併障害も含まれるこ 

ととなる）.

〇 身体障害者福祉法により,じん臓 

機能障害者の人工透析療法の医療費, 

更生医療の対象となり公費支給とな 

る.

10.19 元日本兵2名,ルバング島（フ 

イリピン）で現地警察軍と遭遇,元 

陸軍一等兵小塚金七は死亡小野田 

寛郎陸軍少尉は救出できず.

10.17社会保険審議会厚生年金保険部 

会,厚生年金保険制度改正に関する 

意見をとりまとめ建議（年金水準を 

平均標準報酬の60%,月額5万円, 

スライド制の導入など）.

10.18国民年金審議会,国民年金の改 

正について意見書をとりまとめ厚相 

に提出（夫婦の年金月額5万円,ス 

ライド制の導入など）.

10.27厚相,大規模年金保養基地構想 

を発表.
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11・5上野公園で中国政府寄贈のジャ 

イアント・パンダ（康康・蘭蘭）初 

公開.

11.6北陸本線,北陸トンネル内で急 

行きたぐに火災（死者30人,重軽傷 

719 人）.

11・8衆議院,日中共同声明に関する 

決議,全会一致で議決（11.13参議 

院議決）.

12.10第33回衆議院議員総選挙（自民 

271,社会118,共産38,公明29,民 

社19,諸派2,無所属14.社会党復 

調,共産党第3党に躍進）.

12.15経済企画庁,新長期経済計画の 

総論の素案を提出（昭48〜52年の平 

均成長率は8. 6〜9. 3%）.
12.19国土総合開発推進本部設置.

12.22第71回特別国会召集（翌年1.27 
開会式,9. 27閉会）.

> 第2次田中角栄内閣成立（厚相斎 

藤邦吉）.

11.1エカフェの第2回アジア人口会 

議,東京で開催（-11. 13）.
11.2ジェンクスILO事務局長,総評 

の春闘,マル生に関する提訴に日本 

政府と労働側の最高レベル協議を提 

案.

11.13 ILO結社の自由委員会,昭46年 

の春闘の大量処分とマル生で日本政 

府と国鉄当局批判の最終報告作成.

11.28厚生省報告例全面改正.

12.8賃金研究会,定年制延長による 

賃金制度で報告書を労相に提出.

12.15政府と総評,春闘処分に対する 

ILO提案を承けて,初の定期協議会 

開催.

12.19閣議,昭47年版『厚生口書』〈近 

づく年金時代〉を了承.

12.20雇用審議会,第2次雇用対策基 

本計画（昭47〜51年度）で答申（能 

カ開発,能力の正当評価,60歳定年, 

週休2日制など）.

12.27 労働者生活ビジョン懇談会, 

1980年代の労働者生活のあり方で定 

年制延長の考え方とその推進,労働 

者の余暇とその環境整備の2中間報 

告を労相に答申.

10. 9厚生省公衆衛生局長,無医地区 

保健指導事業の実施について通知 

（沖縄県の無医地区に保健婦を配置）.

11・1 下水道事業センター設立.

12.1医務局国立病院課に国立循環器 

病センター準備室開設.

12・6運輸省,昭48. 4以降生産される 

新型車・新車の排出ガス規制基準決 

定・

12.13 厚生省,食品紫色1号,フタル 

酸ジフチルなど4品目を食品添加物 

より削除.

A中央公害対策審議会企画部会,昭 

60年度を目途にした'環境保全長期 

ビジョン’（中間報告）をまとめる.

12.15食品衛生調査会常任委員会,甘 

諸など4作物の残留農薬基準,飼料 

としての石油たん白の安全性につい 

て意見書をまとめ,厚相に提出.

12.18中央公害対策審議会,公害の未 

然防止徹底の方策についての中間報 

告を環境庁長官に提出.

12.21政府PCB汚染対策推進会議,汚 

染の全国実態調査結果発表.

12.23医療審議会,必要病床数の算定 

において使用する数値の改正等を答 

申・

この年,列島改造ブーム（企業

の土地買占め,地価上昇問題化）.

> 産業公害•食品公害さらに深刻化.

>第2次ベビー •ブーム.

昭和48年

1.15政府,昭48年度予算案決定（一 1.12経済審議会,長期経済計画の経

この年,宮崎市（県立）と加西 

市（市・立）の健康増進モデルセンタ 

一整備始まる.

> 本年度より,救急・夜間診療対策 

協議会を保健所単位に設立.当番医 

制の実施

> 日米厚生行政交流計画発足（食品 

・医療品等日米相互に関心のある分

野の情報交換研究者の交流等を行 

う）•

1.9 厚生省,難病のスモン,ベーチ
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11.27厚主省,堀木訴訟の問題で昭48. 
10から児童扶養手当と障害福祉・老 

齢福祉両年金の併給を認めることを 

決定.

11.9総評•中立労連など,老後を安 

心して暮らせる年金をという初の年 

金メーデーを開催.

11.22中医協で診療側委員,医療費の 

再引上げ要求.

12.12中央心身障害者対策協議会,総 

合的な心身障害者対策の推進につい 

て首相に答申（心身障害者の社会復 

帰と雇用,教育,社会活動の促進な 

ど）.

12.21身体障害者雇用審議会,心身障 

害者の雇用促進対策についての中間 

報告を労相に答申（心身障害者受入 

れの企業に対する税法,金融上の優 

遇措置,職安に専門職員を置くなど 

を要望）.

12.23中央福祉審議会老人福祉専門分 

科会,老人ホームのあり方で意見 

（個室制,リハビリ設備の設置,面 

会者の宿泊施設を設けるなど）をま 

とめ厚相に提出.

12.25 '第1次藤木訴訟’東京地裁判決 

（原処分取消（確定）,世帯単位の原 

則を緩和）.

12.27中央児童福祉審議会母子保健対 

策特別部会,母乳汚染の調査結果に 

ついて意見書提出（母乳にPCB汚染 

なし）.

＞母乳汚染疫学調査研究班,52都市 

の母乳のPCB汚染調査結果を発表, 

調査検体の全母乳からPCBを検出.

——この年,大阪市立児童院で通所 

部門を併設.

＞児童手当制度の創設.

＞ 身体障害者福祉工場•身体障害者 

福祉センター設置.

12.26社会保険審議会の健保問題懇談 

会,健保法改正問題で意見書を厚相 

に提出（家族給付率を現行5割から 

7割に,現金給付の改善,標準報酬 

の上限引上げなど）.

12.27財政制度審議会,厚生年金,国 

民年金について報告書をまとめ,可 

能な負担で給付の拡大を図るべきだ 

とする要望書を蔵相に提出.

昭和48年

1.1老人医療無料化制度を実施（70 1.2?ヴィエトナム和平協定（1.28停
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般会計14兆2840億円,伸び率空前の 

24.6%,インフレ刺激の超大型.福 

祉も初の2兆旧）.

1.26地価対策閣僚協議会,土地対策 

について決定（大規模取引の届出制, 

土地税制改正など）.

1.30総理府に沖縄国際海洋博覧会推 

進本部設置.

2.13「経済社会基本計画」閣議決定 

（昭48〜52年度の成長率は名目14. 3 
%,実質9.4%）.

2.14大蔵省,外国為替相場の変動幅 

制限を停止（変動相場制に移行,円 

急騰）.

2.15産業計画懇談会,公害と資源中 

心にとの副題をつけた産業構造の改 

革を提言.

3. 5神戸銀行・太陽銀行合併契約調 

印（10.1太陽神戸銀行発足）.

3.13国鉄,動労による順法闘争で, 

高崎線上尾駅で乗客騷ぎ大混乱とな 

る.

3.14国際通貨情勢の変化にともなう 

中小企業対策について閣議決定.

4. 2建設省,1.1現在の全国540地点 

の地価を公示（全国平均30. 9%と空 

前の暴騰）.

4. 3通産省,大手商社の商品投機に 

関し自粛を強く要請.

4. 4最高裁判所,尊属殺人,重罪規 

定について違憲判決（初の違憲立法 

審査権行使）.

4.10田中首相,参議院予算委員会で 

小選挙区制採用を含む公職選挙法の 

今国会での改正を声明（5.16国会提 

出を断念）.

4.1! 第29回国連アジア極東経済委員 

会（エカフェ）総会,東京で開催 

（〜4. 23）.
4.12国民の祝日改正法公布（振替休 

0）.
4.13物価対策閣僚協議会,物価安定 

対策を決定（財政・金融政策の弾力

済指標の最終案をまとめ,社会保障 

の充実に最終年度& 5%の移転支出 

を決定.

1.13外務省,世界各国の週休2日制 

実施状況を発表（調査85カ国中33力 

国で実施）•

1.30第2次雇用対策基本計画,閣議 

決定.

エット病など8疾患の診断基準を決 

定,全国の患者の実態調査を実施.

1.24環境庁,宮崎県土呂久鉱山の慢 

性ヒ素中毒症を第4の公害病に指定.

1.26厚生省,医薬品の質の向上のた 

めのGMP （製造,品質管理規則） 

の骨子をまとめる.

2.16 厚生省,飼料としての石油たん 

白について食品衛生法は適用されな 

い旨の見解発表.

2.21 大日本インキ化学など,石油た 

ん白飼料の企業化を断念と発表.

3. 2厚生省,厚生行政の重点課題で13 
のプロジェクトチームの発足を決定 

（医療供給システム,マンパワー対 

策,消費者安全対策など）.

3.12東京高裁,中本ミヨさんと日産 

自動車との間で争われている女性50 
歳定年制についての控訴審で控訴棄 

却の判決（男女の定年の5年の年齢 

差は不当でない）.

4.13総理府に老人対策本部設置（閣 

議決定）.

4.25最高裁大法廷,全農林警職法反 

対闘争など3件の官公労争議の刑事 

事件で公務員の争議禁止は合憲と判 

決（8対7）.

3.10 F!本医師会,医師による医療事 

故に対し,医師賠償責任保険制度の 

創設を決定.

3.20熊本水俣病訴訟判決（熊本地裁, 

チッソ株式会社の過失責任を認定, 

原告勝訴）.

3.24厚生省,医薬品情報検索システ 

ムを開発•実施・

A 日本弁護士連合会,心臓移植の和 

田札幌医大教授に警告書を提出,心 

臓移植事件の調査報告書を発表.

3.26教育病院群制度検討打合せ会, 

報告書を厚相に提出（地域ごとに総 

合病院と特殊専門病院を組み合わせ 

た病院群をつくるべきだ,と強調）.

3.31厚生省,濃縮乳の規格基準設定 

（乳及び乳製品の成分規格等に関す 

る省令改正）.

4. 5中央公害対策審議会費用負担特 

別部会,公害に係る健康被害損害賠 

償保障制度について環境庁長官に答 

申.

4.10 森永ミルク中毒のこどもを守る 

会,森永乳業と国を相手取り4億 

1400万円の損害賠償請求訴訟を大阪 

地裁に提訴.

4.12厚生省公衆衛生局長,離島にお 

ける保健指導事業の実施について通 

知（離島地域の無医地区に関し,保 

健婦を配置）.

4.17厚生省,食品,医薬品,家庭用 

品の試験検査体制の整備等に関する 

プロジェクトチームを編成.

4.20千葉地裁,千葉大チフス事件で, 

被告の自白内容に信用性がないとし 

て無罪判決.

4.21昭和電工,新潟水俣病共闘会議
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歳以上）.

3.28 '比島戦没者の碑'竣工ならびに 

追悼式実施（フィリピン,ラグナ州 

カリラヤに建立）.

4.12厚生省,肢体不自由児養護施設 

の設置を認める.

4.20石巻市の菊田昇医師,中絶希望 

の婦人に出産を説得,子供のない夫 

婦に実子として善意の斡旋の事実が 

判明（10年間に約100人）.

4.21厚生省,母親クラブ活動費に国 

庫助成制度創設.

2.13社会保険審議会,厚生年金保険 

法,船員保険法改正案につき答申.

2.14国民年金審議会,国民年金法改 

正案について答申.

2.16社会保障制度審議会,健康保険 

法等,厚生年金保険•国民年金法等, 

児童扶養手当法等の改正案について 

答申.

〇社会保険審議会,健康保険法等改 

正案要綱を答申.

3.26中医協,診療報酬スライド制導 

入問題論議.

4.1?春闘共闘委員会加盟の53単産, 

年金統ーストを全国一斉に行う.

戦発効）.

2.12米国,ドル10%切下げ決定（ス 

ミソニアン体制崩壊）.

10.6第4次中東戦争始まる（エジプ 

卜•シリア軍とイスラエル軍交戦）.

10.17アラブ産油諸国の石油戦略の発 

動（石油公示価格の21%引上げ,イ 

スラエル支持諸国への石油生産の削 

減）.

11.5アラブ石油輸出国機構（OAPE 
C）,11月の原油生産を9月実績に 

比べ25%減産し,12月からさらに5 
%減産強化を発表.

12.22 OPEC加盟の湾岸6カ国翌年1.1 
から原油公示価格の2倍引上げを決 

定.

（英）7.— ri973年社会保障法」を制定 

（1975.4実施.ただし,政権交代に 

より,所得拠出・基礎年金の部分の 

みを実施）.

> 「親権法」制定（親権における男 

女平等を定める）.

（米）「健康維持機構法」制定（HMOに 

対する補助,州法による制限の撤廃, 

民間健康保険を提供する経営者に対 

してHMOを選択枝の中に加えるこ 

との義務づけ等）.

>「老人福祉法」（The Older Ameri
cans Act）が改正され,地域重視の 

観点に立って老人福祉のネットワー 

ク化が進められることとなる.

（仏）1.1自営業者の年金制度を改定 

（年金額の計算方法,財源調達,管 

理方法などを改善,保険料を所得比 

例方式に改めるなど被用者年金との 

格差解消を図る）.

9. 26政府は社会保障の新しい段階を 

目指す広範な対策を決定（第1は多 

人数家族の家族手当の改善,年金ス 

ライド,最低保障の無拠出手当の改 

善などインフレにともなう社会保障 

の充実,第2は社会保障の手続や管 

理方法の簡素化,第3は年金,疾病 

保険,家族手当の財源調整による社 

会保障諸制度間の連帯の強化）.

12. 271974年予算法に,「政府は1976. 
6.1までに,団体協約に基づく補足 

制度を除くすべての強制的社会保障 

制度間に財政調整制度を創設する法 

案を作成するものとする」と規定.

一 年末,年金額を物価上昇で実質価 

値を失わぬよう,スライドを年2回,
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的適用,輸入の積極的拡大など）.

4.24順法闘争による首都圏国電騒動 

事件（上野,大宮,新宿,赤羽,有 

楽町など38駅で）.

4.27閣議,第5次資本自由化を決定 

（一部の例外を除き,原則100%自由 

化）.

> 公労協交運,公務員労組,民間労 

組による空前のゼネスト状態（関係 

閣僚と春闘共闘委代表の間でスト権 

問題等で合意成立,ゼネスト収拾）.

5. 8閣議,昭48年度公共事業の大幅 

繰延べを了承（景気過熱抑制のた 

め）.

5.15日本•東独間国交樹立.

6. 4経団連•日本商工会議所など5 
団体,発展途上国に対する投資行動 

の指針を発表.

6. 8新しい当用漢字音訓表,送り仮 

名の付け方の内閣告示.

> 全国農業会議所,農外資本による 

土地買占めが19府県で約23万へクタ 

ール,全国で糸勺40万へクタールと発 

表.

5. 5厚生省人口問題研究所,第6次 

出産力調査の結果を発表（平均出生 

児数は1.92人）.

5. 7社会保障長期計画懇談会（厚相 

の私的諮問機関）発足.

5.10高齢者に対する叙勲および賜杯 

について,閣議決定.

5.25名古屋地裁,女子30歳定年制を 

実施している名古屋放送を相手取っ 

た橘崎康子さんの解雇禁止の仮処分 

申請を認める.

6.11 行政管理庁,わが国の老人行政 

と老齢者対策が貧困と行政監察結果 

を発表（高齢者雇用対策,老人保健 

衛生,在宅老人介護対策,老齢者対 

策の総合的推進について指摘）.

6.18厚相,医療技官,社会福祉施設 

に従事している職員等の給与の大幅 

改善について人事院総裁に申入れ.

との補償交渉で同会議の要求を容認 

し解決.

4.26中央公害対策審議会,大気汚染 

物質の環境基準を環境庁長官に答申 

（二酸化炭素は8割減）.

4.27水俣病患者29名とチッソ株式会 

社との間に初めて公害等調整委員会 

による調停成立.

4.28厚生省,冷凍食品の規格基準を 

設定.

4.-神奈川県総合リハビリテーショ 

ン事業団発足（七沢に病院その他の 

施設を開設）.

〇 厚生省,予防接種により厚生年金 

保険法に定める廃疾一級・二級の後 

遺症を有する者が学齢期に達した場 

合,後遺症特別給付金を毎月支給す 

る制度発足.

5.1自動車排気ガス中のチッソ酸化 

物と炭化水素の規制スタート.

5.1?食品事故救済制度化および医薬 

品事故救済制度化について研究会発 

足.

6. 5世界環境デーにちなみ,初の環 

境週間始まる.

6. 6「消費生活用製品安全法」公布.

6.9厚生省,医薬品の副作用による 

健康被害者の救済制度研究会を発足 

させる.

6.13通産省,PCB市場実態調査結果 

を発表.

6.14政府,環境庁,通産省,厚生省 

等の省庁による水銀等汚染対策推進 

会議を設置.

6.2!東京都衛生局,築地の中央卸売 

市場への入荷魚介類中,マグロ,力 

ジキ類の8割以上から水銀を検出と 

発表.

>薬物乱用対策推進本部,覚せい剤 

乱用対策実施要綱を策定.

> 新潟水俣病被災者の会等と昭和電 

ェ,補償協定を締結.

6.22 ポリ塩化ビニル樹脂製及びガラ 

ス製の器具等の規格制定.

6.24厚生省,水銀の暫定摂取許容量 

および暫定摂取規制値を公示.

> 厚生省の魚介類の水銀に関する専 

門家会議,水銀の暫定的基準につい 

て意見書提出.
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5.1厚生省,養護施設入所児の高校 

進学を認める.

€.18厚生省,乳児健康診査（医療機 

関委託）制度創設.

5.16中医協,医師会の要求する医療 

費のスライド制導入をめぐって診療 

側委員,圓城寺会長を信任しない旨 

を文書で通告（審議が中断）.

6. 8厚生省,診療報酬請求事務に関 

するプロジェクトチームを発足（請 

求事務の簡素化を検討）•

（1月と7月）実施を規定

（ノ儿ウェー）年金の受給年齢を70歳か 

ら67歳まで引き下げる（1977年さら 

に65歳に引下げ）.

（カナダ）1944年の家族手当法,1964年 

の青少年手当法を修正した形で,新 

「家族手当法」を制定（第1子より 

資産,所得の制限なく,18歳以下 

（就学,未就学を問わず）の在住者 

（移民をふくむ）家族に支給）.

（ニュージーランド）11•一 家政援助給 

付制度を創設（所得調査を条件とし 

て,子供を養育する単身婦人か,未 

婚の母,父子家庭に対し支給）.

（国際）3.- 【〇の「条約勧告適用専 

門家委員会」は,日本の第87号条約 

の国内適用について,条約と国内法 

規との間に不一致の点があると指摘.

6. 4 ECの閣僚理事会,かねて討議中 

であった移住労働者の社会保障に関 

する規則,家族手当の加盟各国にお 

ける統一化などの改正を承認

-ISSAの調査報告は,医療費増加 

の一般的共通要因として,人口の増 

大と老齢化,疾病構造の変化,文化 

水準の向上,生活と職場の環境変化, 

生活水準の向上,医学医術の進歩, 

医療内容の高度化,物価上昇などを 

あげた.
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7. 2米商務省,昭48穀物年度の大豆 7.24恩給法等改正法公布・施行（IH

6.26衆議院本会議,水銀,PCB汚染 

に関し緊急質問,首相全面使用禁止 

を表明.

6.28厚生省公衆衛生局長,健康増進 

モデルセンター施設整備基準につい 

て通知.

7. 9厚生省,医事紛争に関する研究

輸出を既契約分の50%に削減と発表. 軍人軍属の恩給年額の算出の基礎に 会発足.

7. 6「生活関連物資の買占め及び売措 加算年の算入等）. > 熊本水俣病患者各派,チッソと補

しみに対する緊急措置に関する法 償協定書調印.

律」公布（投機防止法）. 7.13 厚生省のプロジェクトチーム,

7.13地価公示法改正法公布（地価公 食品,医薬品および家庭用品の試験

示の対象を都市計画区域全域に拡 検査体制の整備等について,基本構

大). 想を発表.

7.20パリ発東京行日航機,アムステ 7.23厚生省,9水域での魚介類の水

ルダム離陸後アラブゲリラに乗っと 銀検査分析結果を発表.

られる（24日リビアのベンガジで爆 7.- 環境庁•厚生省,全国主要水浴

破,乗客は全員無事）. 場の水質保全対策について通知.

7.25通産省に資源エネルギー庁設置.

7.27総理府,7月の東京都の消費者 

物価指数は前年同月比12. 2%の大幅 

上昇と発表.

8.1総理府にハイジャック防止対策 8.1公衆衛生局に地域保健課,結核 8.1環境衛生局に家庭用品安全対策

連絡会議設置. 成人病課,保健情報課,難病対策課 室新設.

& 8金大中事件（金大中前韓国大統 設置（保健所課,結核予防課,防疫 〇 医務局総務課に医療システム開発

領候補,白昼東京のホテルから連れ 課,検疫課,特定疾患対策室廃止）. 調査室新設.

去られる.13日ソウルの自宅で発 8. 9人事院,公務員給与の約15%引 8. 4厚生省,PCB使用部品を含む廃

見). 上げと週休2日制など勧告（政府4 棄家電製品の処理について都道府県

8.10経済企画庁,『経済白書』〈イン 月から給与改善実施）. に通知.

フレなき福祉をめざして〉を発表 8.23労働省,勤労者財産形成制度の [> 厚生省,医療情報システムを整備

（福祉資源の配分,福祉充実への努 飛躍的拡充についてを発表（大幅な するための検討会を開いて開発計画

力,社会保険の前進など論ず）. 税額控除,住宅融資の拡充,財産形 を発表.

8.31政府,閣議と物価対策閣僚協議 成基金制度の新設）. 8.23 東京都,光化学スモッグの主犯

会で,物価安定緊急対策決定（財政 は車と確認.

支出の繰延べ,金融引締め,投資の 8.- -厚生省環境衛生局に家庭用品安

抑制など5項目）. 全対策室設置.

9. 7通産省,初の『エネルギー白書』 9. 3公務員制度審議会,官公労働者 9.1「都市緑地保全法」公布.

を発表. のスト権問題につき最終答申（当事 9.29旭川医大設置,愛媛大・山形大

A 長沼ナイキ訴訟で札幌地裁が自衛 者能力の強化など）. に医学部設置.

隊違憲の判決. 9.10労働省の母性の健康管理に関す

9.14ガット,世界貿易拡大のための る専門家会議,働く婦人の健康問題

新秩序作りをめざす東京宣言を採択 で第1次報告をまとめる.

（多角的貿易交渉=新国際ラウンド > 育児休業に関する研究会議,勤労

の開始）. 婦人福祉法の実施について第1次報

9.2!日本,ヴィエトナム民主共和国 告をまとめる.

と国交樹立. 9.1!日本経済調査協議会,高齢社会

9.27「特定市街化区域農地の固定資産 の課題をまとめ,わが国独自の高福

税の課税の適正化に伴う宅地化促進 祉社会のビジョン策へ3つの提言.

臨時措置法」公布. 9.21 総理府に公務員問題連絡会議設

9.29筑波大学設置. 置.

>労働者災害補償保険法改正法（通

勤災害保護制度創設）公布.

9.26社会保障長期計画懇談会,これ 

までの審議経過をまとめた中間報告 

を厚相に提出.
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7.1東京都,老人医療無料の対象を65 
歳に引き下げる.

7.24戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（遺族給与金を遺族年金 

と同額化）.

7.26厚生省,身体障害者福祉モデル 

都市に仙台,高崎,京都,下関,北 

九州,別府の6市を指定.

7.-厚生省,老人ホームにおける食 

事サービス事業の実施について要綱 

を発表.

&25摂津市,保育所の設置にーノいて 

超過負担問題に関して国を相手取り 

超過負担分支払を求める訴訟を東京 

地裁に提起（摂津訴訟）.

8.20社会保険庁,昭47年度の政管と 

日雇両健保の収支決算を発表（政管 

健保は収支不足726億円（累積赤字 

2706億円）,日雇健保は収支不足172 
億円（累積赤字1671億円）と説明）.

9.15中央線国電に老人•身体障害者 

優先席'シルバーシート’を指定（9.1 
婦人・こども専用車廃止）.

9.18「災害弔慰金の支給及び災害援護 

資金の貸付に関する法律」公布.

9.19厚主省,無認可保育所の将来問 

題についての方針を決定（補助金の 

支給,家庭保育室の設置,専門職員 

の巡回など）.

9.21政府,生活保護基準の5 %再引 

上げを決定.

9.26児童扶養手当法および特別児童 

扶養手当法改正法公布（10.1施行. 

手当の額を4300円から6500円に引き 

上げ,福祉年金その他との併給を認 

める）.

9.27厚生省,療育手帳制度要綱を通 

知.

9.2!厚生省,大規模年金保養基地の 

建設地として全国20カ所を决定.

9.25厚相,社会保険審議会に,健保 

法改正にともなう家族高額療養費制 

度で諮問（9.26条件付きで答申）.

9.26厚生年金保険法等改正法公布 

（10.1施行.年金額水準の引上げ 

（標準的な年金5万円）と物価スラ 

イド制の導入）.

> 日雇労働者健康保険法改正法公布 

（給付期間を延長,給付額の改善）.

〇年金福祉事業団法改正法公布（10.
1施行.保養のため総合施設の設置 

運営.被保険者住宅資金貸付業務を 

追加）.

>健康保険法等改正法公布（10.1施 

行.家族給付率7割,家族高額療養 

費の新設,国庫負担の定率化10%, 
標準報酬上下限の引上げ,政管健保
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10.1「大規模小売店舗における小売業 10.!「動物の保護及び管理に関する法

の事業活動の調整に関する法律」公 律」公布.

布. ＞厚生省,精神衛生実態調査を実施

10.10日ソ共同声明（未解決の問題 （〜10. 3•精神病57.8%,精神薄弱

（領土）を含む平和条約交渉の継続 20.8%,その他21.4%).
を確認）. 10. 2「瀬戸内海環境保全臨時措置法」

10.23 エクソン,シェル両社,日本の 公布.

石油業界に対し,原油の30%値上げ A 厚生省,休日•夜間診療所を昭49
を通告,他社も追随（第1次石油危 年度から2カ年計画で全国231カ所

機始まる.オイルショック）. に設置する計画を発表.

[＞ 江崎玲於奈博士,ノー-ル物理学 10. 3栄養審議会,病院給食の改善の

賞受賞決定（12.10受賞式）. ため,米の量を減少し,動物性たん 

白質,ビタミン,ミネラルを豊富に 

と答申.

10. 5「公害健康被害補償法」公布（一 

部施行）.

A山梨県で幼児の大腿四頭筋短縮症 

が多発（注射が原因と問題化）.

10. 8行政管理庁,精神障害行政にっ 

いての監査結果をまとめ,厚生省に 

改善勧告.

10. 9結核予防審議会,'結核の健康診 

断及び予防接種の今後のあり方に関 

する答申・を厚相に提出.

10.12「有害物質を含有する家庭用品の 

規制に関する法律」公布（昭49.10. 
1施行）.

＞森永ミルク中毒のこどもを守る会， 

森永乳業,厚生省の三者による第1 
回目の含阴開催.

10.15覚せい剤取締法改正法公布（罰 

則および覚せい剤原料の規制強化）.

10.16「化学物質の審査及び製造等の規 

制に関する法律」公布.

10.17「水源地域対策特別措置法」公布・

10.25看護制度改善検討会（厚相の私 

的諮問機関）,看護制度の改善に関 

する報告（業務内容の再検討,3年 

課程に定時制導入,准看護婦に対す 

る通信教育の必要性）•

10.30生活環境審議会,水道の未来像 

とそのアプローチ方策に関する答申 

を厚相に提出（ナショナルミニマム 

としての水道理念,負担とサービス 

の公平化）.

11.2関東・関西でトイレットペーパ 11.1行政管理委員会,住宅問題解決 11.1厚生省,産業廃棄物処理問題懇

ー買いだめのパニック状況現出（以 について答申. 談会（厚相の私的諮問機関）を発足.

後,洗剤,砂糖などにも広がる）. 11.2勤労者財産形成審議会,勤労者 11.7厚生省,水銀汚染につき全国流

11.8 エクソン•ブリティッシュ•ペ 財産形成政策のあり方で中間報告 通市場の魚介類は安全と発表.

トロリアム,アラブ産油国の原油生 （20%の割増金,非課税限度額引上 11.15中央公害対策審議会費用負担専

産削減のため,対日供給量削減強化 げ). 閃委員会,自動車を中心とした移動
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の保険料率1000分の72に弓|上げ）.

＞健保法等の改正にともない,国保 

にも高額療養費支給制度を創設（昭

5〇.10.1実施）.

10.1 国は65歳以上の寝たきり老人に 

対する老人医療費支給制度を実施

10.3!中国在留邦人の一時帰国（里帰 

り）旅費を国が全額負担することを 

通知.

11.16心身障害児の養護教育を昭54. 4 
から,ノJ、•中学校と同様に義務教育 

化することを閣議決定.

11.27中央児童福祉審議会,当面推進 

すべき児童福祉対策で中間答申（心 

身障害児対策および母子健康診査,
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を通告.

11.16閣議,石油危機を切り抜けるた 

めの大口需要産業への10%供給削減 

など6項目の石油緊急対策要綱を決 

定.

A内閣に緊急石油対策推進本部設置.

11.22政府,閣議で石油危機打開のた 

め,親アラブへ中東政策の転換を発 

表.

11.25田中内閣改造（厚相斎藤邦吉留 

任）.

11.29熊本市の大洋デパートが全焼 

（焼死103人）.

12.1 第72回通常国会召集（翌年1.21 
開会式,6. 3閉会）.

12. 6国連総会,国連大学本部の日本 

設置を決定.

12. 9日本銀行,11月の卸売物価は前 

月に比べ30%以上の異常な高騰を記 

録したと発表.

12.10石油危機打開交渉のため三木特 

使中東8カ国へ出発.

12.18国民生活安定緊急対策本部設置.

12.19国民生活審議会,資源,環境制 

約下の国民生活のあり方で中間答申.

12.22「国民生活安定緊急措置法」,「石 

油需給適正化法」公布.

A経済企画庁,昭47年度国民所得統 

計発表,国民所得総額76兆1456億円, 

前年度比16%増.

> 政府,石油緊急事態告示,国民生 

活安定緊急対策本部は石油,電力の 

20%削減等の緊急対策決定.

12.23 OAPEC石油担当相会議,日本を 

友好国とみなし,必要量供給を決定.

12.29政府,臨時閣議で昭49年度予算 

の政府案決定（…般会計17兆994億 

円,財政投融資7兆9234億円.物価 

重点の緊急予算,社会保障最高の伸 

び）.

この年,不況とインフレ併行して 

深刻化（海外インフレ,過剰流動性, 

需給ギャップに石油危機が加わり狂 

乱物価現出）.

> 商社の買占め,売惜み問題となる.

11.16 ILO理事会,全逓はじめ官公労 

の11組合と総評による9件の提訴に 

ついて,結社の自由委員会がまとめ 

た最終報告を採択.

11.20社会保障制度審議会,当面する 

社会保障の危機回避のための建議書 

を首相に提出.

11.29老人問題懇談会,当面の老人対 

策についてまとめ,首相に建議.

汚染発生源の負担方法で基本的考え 

方をまとめる.

> 法制審議会,総会で刑法に公害罪 

の新設決定.

11.21 中央薬事審議会,抗菌製剤と精 

神神経用剤の再評価結果をまとめ, 

厚相に答申（27品目製造販売中止）.

11.29食品衛生調査会PCB特別部会, 

魚介類多食者の健康調査結果につい 

て意見発表.

12. 3社会保障制度審議会,社会保障 

制度における家族の取扱いについて 

の建議書をまとめ,6日関係省庁に 

建議.

12.6人事院,異常な物価高となった 

ことにかんがみ年度末手当0.3カ月 

を12月中に繰上げ支給するよう勧告 

（政府,勧告どおり実施）.

12.1!失業保険制度研究会,雇用保険 

制度の創設の研究報告を労相に提出.

12.2!厚生省,昭48年度版『厚生白書』 

〈転機に立つ社会保障〉を発表.

12.25総理府,初めて『同和対策の現 

況』を刊行.

12. 6中央公害対策審議会騒音振動部 

会,羽田空港などが離着陸不能にな 

るほど厳しい環境基準を環境庁長官 

に答申.

12.18厚生省,食品,添加物等の規格 

基準改正（サッカリンナトリウムの 

使用基準改正）.

12.23 森永ミルク中毒事件,恒久救済 

策で3者合意.

12. 医師研修審議会,臨床研修の充

実について建議を行う.

この年 国際がん研究機関に加入.

> 農村検診センターの整備,国立循 

環器病センター建設始まる・

昭和49年

1.5日中貿易協定署名.

1.7民放テレビ各社,深夜放送中止.

1.1!閣議,家庭用灯油•液化石油ガ 

スに標準価格設定を决定（1.18実施 

灯油は6.1指定解除）.1.25トイレッ

1.8労相,社会保障制度審議会に失 

業給付と雇用改善事業を一本化する 

雇用保険法案要綱を諮問.

>中央最低賃金審議会,最賃に物価 

スライドを適用せよと労相に建議.

1.28社会保障長期計画懇談会,看護 

婦不足が5年後に12万人に達する見 

通しをまとめる（厚生省,看護婦需 

給5カ年計画を作成）.
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母子保健指導の充実,地域組織活動 

の推進,総合保健センターの設置な 

ど）.

12.17厚生省,生活保護被保護者•社 

会福祉施設入所者に対する年末緊急 

措置を決定（特別一時金の支給,石 

油危機に対処するため児童福祉施設 

の採暖費の改定）.

12.19身体障害者福祉審議会,石油危 

機等を契機とした物価騰貴に対して 

身体障害者の当面する問題解决のた 

めの意見を厚相に具申.

——この年,厚生省,各地方公共団体 

において身体障害者に療育手帳を交 

付することを決定.

＞財団法人全国里親会実施の里親促 

進事業に対し,国庫補助開始.

昭和49年

1.26天皇•皇后両陛下御成婚50周年 

記念の御下賜金を基に,財団法人老 

人福祉開発センターを設立.

1.21厚生省,診療報酬点数表の改定 

を告示（診療報酬平均19%引上げ, 

特殊疾患収容施設管理料を新設,薬 

価基準の3. 4%引下げなど.2.1実 

施）.

（英）4.一国民保健サービスの組織の 

再編成実施（病院サービス,家庭医 

サービス,地方保健当局サービスは, 

保健社会保障省の下で統一的に管理 

運営.イングランドに222の地区保
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トペーパー・ちり紙を指定（2.1実 

施.5. 21解除）.

> 閣議,石油•電力の第2次使用節 

減対策決定（15%の消費節減•広告 

塔の点灯禁止など.1.16実施）.

1.26 サウジアラビア石油相ヤマニ, 

外務省賓客として来日（1.30,田中 

首相と石油戦略,経済協力で会談）.

1.30日•韓両国政府,日韓大陸棚 

（東シナ海）協定署名.

2. 5公正取引委員会,石油連盟の生 

産割当てと石油元売り12社の価格協 

定の破棄を勧告.

2.25衆議院予算委,物価集中審議 

（商社の悪徳商法,石油の便乗値上 

げなど追及）.

> 「教員人材確保法」（学校教育の水 

準の維持向上のための義務教育諸学 

校の教職員の人材確保に関する特別 

措置法）公布.

3.16国民生活安定緊急対策本部,石 

油価格の承認と物価安定対策強化に 

ついて決定（生活関連物資などの価 

格凍結）.

3.30「会社臨時特別税法」公布（一定 

額以上の利益に対し法人税を10%加 

算徴収）.

4. 2商法改正法公布（10.1施行.監 

査制度強化など）.

4.25最高裁判所,参議院選挙東京地 

方区の議員定数の不均衡訴訟で合憲 

の判決

5.1 建設省,1.1現在の土地価格公示 

（上昇率平均32.4%,宅地は2年で 

倍値）.

2. 3中央職業安定審議会,雇用保険 

法案要綱を答申（求職者に就職促進 

給付,年齢別,地域別,産業間の雇 

用を経済変動にともなって調整）•

2.12社会保障長期計画懇談会,看護 

婦需給計画および社会福祉施設の整 

備についての意見書を厚相に提出.

3.1弱者救済の諸要求を掲げた初の 

国民春闘第1波スト・

4.10社会経済国民会議福祉政策問題 

特別委員会,異常インフレ下の福祉 

と公正に関する4つの提言を発表.

〇 ゼネストについて閣議決定（公務 

員のスト権問題,2年以内に結論と 

表明,ゼネスト中止を要請）.

4.1! 公労協•官公労•民間労組ら国 

民生活要求,賃上げ,スト権問題で 

ゼネスト.2日間日本列島マヒ（4. 
13政府,来秋を目標に努力を約し, 

解決）.

> 総理府に同和対策室設置.

4.15人口問題審議会,'日本人口の動 

向ー静止人口をめざして'をまとめ 

厚相に報告（人口資質の向上に人間 

性の回復を強調）.

〇 厚生省,統計調査部を統計情報部 

に改組,環境衛生局に水道環境部新 

設（計画課,水道整備課,環境整備 

課の3課）,環境衛生局環境衛生課 

を企画課,指導課に改組.

>厚生省統計調査部,情報企画課を 

設置（集計課廃止）.

5.10公共企業体等関係閣僚協議会設 

置.

〇総理府に公務員問題連絡会議改組

3. 7 厚生省,ベーチェット病,スモ 

ン,多発性硬化症など難病20種に診 

断基準を作成.

3.15国立公害研究所発足（所長大山 

義年）.

3.30名古屋新幹線公害訴訟提訴（騒 

音・振動の差止めと慰謝料請求・名 

古屋地裁）.

4. ! 厚生省,精神障害者のディ・ケ 

ア施設整備費予算化.

〇輸血患者の血液代金自己負担金給 

付制度の実施（輸血の実質無料化）.

4.13生活環境審議会水質専門委員会, 

水道水に含まれる水銀の水質基準量 

について意見書提出.

4.16歯科保健問題懇談会（厚相の私 

的諮問機関）,歯科保健の諸施策を 

答申（フッ化物の応用,歯科疾患予 

防の研究体制確立,歯科専門病院の 

設置など）.

4.23中央公害対策審議会,水銀に係 

る環境基準排水基準ならびにその検 

定方法の改定について環境庁長官に 

答申・

4.25森永ヒ素ミルク中毒被害者を救 

済するため,財団法人ひかり協会の 

設立認可.

5. 4環境庁の健康被害検討委員会, 

島根県津和野町旧笹ケ谷鉱山周辺住 

民の健康被害をヒ素中毒による'第
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2.26福祉年金受給者に緊急生活資金 

給付金（1人2500円）と生活保護世 

帯•社会福祉施設入所者に特別一時 

金（1人最高2000円）を支給する旨 

閣議了解（オイルショック後の物価 

上昇に対応）•

3.10フィリピン•ルバング島で元日 

本軍人（小野田寛郎氏）救出（3.12 
帰国）.

3.25冲部太平洋戦没者の碑'竣工なら 

びに追■1卓式実施（マリアナ諸島サイ 

パン島マッピに建立）.

3. -政府,緊急生活資金給付金等支

給要綱を発表（生活保護受給者・福 

祉年金受給者等に特別一時金支給）•

4. 4厚生省児童家庭局長,精神薄弱 

児通園施設に関する通知の改正にっ 

いて通知.

4.22厚生省,在宅障害児指導事業 

（巡回指導バス）実施要綱施行.

4.-全社協総合企画委員会,全社協 

の機能•役割について中間答申（福 

祉ニードの変容と全社協の機能,組 

織,財政の強化改善について提言）.

>厚生省,障害児保育事業実施要綱 

を発表.

>群馬県高崎市に精神薄弱施設,国 

立コロニー •のぞみの園開所.

5.20戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（準軍属の範囲拡大（防 

空従事者）など）.

1.29厚生省,差額ベッドや歯科の差 

額徴収の規制について通知.

1.31社会保険審議会,家族給付7割, 

家族高額療養費の新設など内容の日 

雇労働者健康保険法改正案要綱につ 

いて答申.

2.1厚生省,精神科作業療法,精神 

科ディ・ケアを社会保険診療報酬で 

点数化.

3.29厚生省保険局長,入院の室料差 

額,歯科の差額徴収について通知.

4.10社会保険審議会の厚生年金部会, 

昭49年度からの年金額スライド制導 

入について意見書を厚相に提出.

5.27 農業者年金基金法改正法公布 

（給付額の引上げ,物価スライド制 

の導入,保険料の前納制の導入,国

健当局,98の地域保健当局ができ, 

その上に14の地方保健当局が設置）.

9.— 労働党政府,『よりよき年金』と 

題する白書発表（基礎年金の上に, 

平均賃金の4分の1に相当する所得 

比例年金を上乗せする年金改革案）.

（米）9.— 被用者の保護を図るため全 

私的年金プランに対し,加入要件, 

受給資格要件,基金等について「連 

邦の最低基準を設ける法律」（ERIS 
A法）成立.

-「全国保健計画•医療資源開発法」 

制定（全国保健計画の下で各州が保 

健計画を策定.病院新設は必要証明 

がなければ認められない）.

> 社会保障法改正により,児童福祉 

を含む州の総合福祉計画に対し,連 

邦が援助を行うこととなる.

> 貧困妊婦および幼児に対する補足 

的食料補助制度成立.

（仏）1.一アルコール製造税を新設 

（社会保障一般制度の財源に充てる）.

7.- 経済審議会,保険料拠出のあり 

方の相違をただし,付加価値を基礎 

とする保険料方式を導入せよと提言・

12. 24「社会保障一般化法」（財政調整 

法）を制定（すべての国民を対象と 

する社会保障の基礎給付制を1978.
1.1より実施.その財源措置として 

被用者,自営業者,農業経営者の各 

制度間の財政調整制度を確立.1975 
年発足）.

（西独）1.1「公的疾病保険の給付改善 

に関する法律」施行（入院給付の期 

間制限廃止.家政援助給付の導入, 

子供の世話のため収入が得られない 

場合の傷病手当の支給など）.

1.ー バイエルン州法で救急医療シス 

テムの「救護業務法」制定（翌年西 

独全体の10万人以上の都市で義務 

化）.

3.-連邦社会扶助法改正法公布（特 

に老人を孤独から守ることと疾病予 

防を重視）.

8.15 「リハビリテーション給付の同一 

化に関する法律」を公布do.1より 

被保険者と被扶養者のリハビリに対 

する給付を開始）.

> 「所得税改革法」制定（所得税の 

児童給付,公務員,戦争犠牲者の児 

童給付などを廃止,一般児童手当を 

交付することとした）.
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5. 9伊豆半島南部に大地震（N46.8. 
震度5.死者30人.家屋•道路の被 

害甚大）.

6.1学校教育法改正法公布（教頭職 

の法制化）.

> 「生産緑地法」公布.

> 工業再配置•産炭地域振興公団法 

改正法（同公団を地域振興整備公団 

に改組）公布.

>地方自治法改正法（特別区の区長 

公選制度導入等）公布.

6. 6電源開発促進税法等電源3法公 

布.

6.25「国土利用計画法」公布（12. 24 
施行.規制区域内の土地売買許可制 

•大規模取引の届出制などの地^5抑 

制策を規定）.

6.26国土庁設置（長官西村英一）.

6.27「防衛施設周辺の生活環境の整備 

等に関する法律」公布.

7.1 工業技術院,サンシャイン計画 

を開始（太陽・地熱・石炭ガス化な 

ど）.

7. 7第10回参議院議員選挙（自民62, 
社会28,公明14,共産13,民社5, 
諸派1,無所属7. 7議席差の保革 

伯仲）.

7.23主要経済閣僚懇談会,当面の経 

済政策のあり方を了承（物価安定優 

先・総需要抑制政策の堅持など）.

7.24第73回臨時国会召集（7. 29開会 

式,7. 31閉会）.

7.26昭50年度以後の定員管理につい 

て閣議決定（国家公務員の定員を昭 

50年度以降3年間に3 %削減）.

8.1国際協力事業団,地域振興整備 

公団設立.

& 9経済企画庁,『経済白書』〈成長

設置.

5.18日本消費者連盟結成.

6. 4経済企画庁,所得分配に関する 

研究会（企画庁長官の私的調査機 

関）を発足.

7.1東京都人口,戦後初めて減少・

7. 2日本人口会議開催（子供は2人 

まで）.

7.19主婦の家事労働について,金銭 

的に換算するのが困難な場合は,女 

子労働者の平均賃金によって計算す 

べきであると判決（最高裁）.

4の公害病'と認定.

〇 厚生省,難病に慢性腎炎,メニエ 

ール病など10疾患を新たに指定.

5.16厚生省,放射性同位元素などの 

医療機器の取扱いで安全管理を徹底 

するよう都道府県に通知（医療施設 

の実態調査を決定）.

5.17医療情報システム検討会,医療 

情報システムの研究開発について報 

告書を発表.

5.24森永ミルク中毒事件に関する民 

事訴訟が原告側から取下げ.

6.1 厚生省,発がん性ありとされた 

塩化ビニルモノマーを含有する医薬 

品等の製造・販売の中止を指示.

6. 5自然保護憲章制定国民会議,49 
団体により憲章制定を採択.

6. 7「化学物質の審査及び製造等の規 

制に関する法律施行令」公布（ポリ 

塩化ビフェニル（PCB）を特定化学 

物質に指定）.

>環境庁の水銀汚染調査検討委員会 

健康調査分科会,熊本県天草郡の第 

3水俣病問題で見解発表（現時点で 

は水俣病と診断できる患者はいな 

い）.

6.17原子爆弾被爆者の医療等に関す 

る法律及び原子爆弾被爆者に対する 

特別措置に関する法律改正法公布 

（10.1施行.一般疾病医療の全被爆 

者への拡大,健康診断特例地域制度 

の創設）.

6.20結核予防法改正（健康診断の実 

施時期の適性化等），

6.27中央公害対策審議会,開発によ 

る環境破壊や公害の未然防止のアセ 

スメントの運用上の指針で中間報告・

7.15厚生,通産両省,財団法人医療 

情報システム開発センター設立を認 

可（へき地医療,救急医療確保）.

7.22美濃部都知事,韓国人の原爆被 

爆者に初めての被爆者手帳の交付を 

当局へ指不.

7.29中央薬事審議会,ビタミン等代 

謝性製剤,その他の再評価結果を厚 

相に答申（有用性なし101品目,効 

能一部否定410品目）.

> 厚生省,避妊リングの製造を許可.

8.13産業廃棄物処理問題懇談会,産 

業廃棄物対策について中間報告.

8.22食品衛生調査会,合成殺菌剤AF
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5.- 厚生省,社会福祉施設における 

運営費の運用について通達.

6.1生活扶助基準物価補正（約6 % 
引上げ）.

6.20厚生省PCBによる母乳汚染疫 

学調査結果を発表.

6.22「特別児童扶養手当等の支給に関 

する法律」公布（9.1施行.特別児 

童扶養手当法を改正,重度の精神薄 

弱と重度の身体障害が重複する特別 

障害者にも特別福祉手当を支給.題 

名を特別児童扶養手当等の支給に関 

する法律と改称）.

7.-日本住宅公団,大阪市の豊里団 

地に公団初めての老人世帯向けペア 

住宅建設.

8. 7厚生省,身体障害児童に対する 

補装具の給付について通知.

〇 厚生省,身体に障害のある児童に

庫負担分の変更,時効完成保険料の 

納付,特例措置等）.

5.31 国民年金法等改正法公布（9.1施 

行.福祉年金額引上げ,保険料の引 

上げ）.

＞年金福祉事業団法改正法公布（昭 

50.11.1施行.年金担保貸付業務を 

追加）.

7.14千葉県厚生年金休暇センター開 

設.

8. 9厚生省,厚生年金の遺族年金受 

給者調査の結果を発表（大部分が夫 

の死亡者,50歳以上が76%,就業者

一重度障害法で,従業員定数16人以 

上の企業に6%以上の重度障害者の 

雇用を義務づけ.

（伊）8.1? 「病院改革法」制定（1975. 
1.1より健保機関などの病院を州に 

移管.協定医療機関での直接給付は, 

保健サービス方式で給付期間の制限 

なし.その費用を賄うため,全国病 

院診療基金を設立）.

（オーストラリア）12.13 「ナーシングホ 

ーム援助法」制定.

（国際）6. 5 ILO第59回総会ジュネー 

ブで開催（〜6. 25）.条約139号「が 

ん原性物質及びがん原性因子による 

職業性障害の防止及び管理に関する 

条約J,140号「有給教育休暇に関す 

る条約」を採択.

7.19第3回世界人口会議,ブカレス 

トで開催（〜7. 30）.国際連合の世 

界人口年に当たり,137カ国の政府 

代表が参加.「世界人口行動計画」 

を採択.

9.16第1回世界身体障害者競技大会, 

ロンドンで開催.
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昭和49年(1974)

背 景 社会保障一般 衛生。医療

経済を超えて〉を発表.

&3〇東アジア反日武装戦線,東京丸 

の内三菱重工業本社前に時限爆弾を 

装置,大爆発（通行人8人死亡,385 
人重軽傷.以後爆発事件続発）.

8.31 石油需給適正化法に基づく緊急 

事態宣言を解除.

9.1台風猛威.狛江市で多摩川の堤 

防決壊.

[>原子力船むつ,北太平洋で放射能 

漏れの事故.

9.13産業構造審議会,わが国産業構 

造の方向を答申（知識集約型産業を 

軸とする構造への転換を予測し,政 

策的誘導の必要を提唱）.

10. 8前首相佐藤栄作,ノ ー-ル平和 

賞受賞決定（12.10受賞式）.

10.10立花隆,『田中角栄研究一その金 

脈と人脈』を発表（田中退陣の口火 

となる）.

9.1?国民生活審議会調査部会,'社会 

指標'作成に関する中間報告をまと 

める（福祉水準を体系的に指数化し 

各国の福祉レベルを比較できる）.

9.30女子若年定年制を無効とする初 

の高裁判決（名古屋高裁）.

11.1国土庁,住宅地全国平均地価が 

7〜10月に0.9%下落と発表（戦後 

初の下落）.

11.1!田中首相,自民党役員人事と内 

閣改造（厚相福永健司）.

11.18米大統領フォード,現職大統領 

として初の来日（11.20日米共同声 

明）.

12.9第74回臨時国会召集（12.14開会

10. 4職業病を理由とする休職処分お 

よび解雇は無効と判決（東京地裁）.

10. 7社会保障制度審議会,当面の社 

会保障施策について意見書を首相に 

提出（福祉年金に生活保障的色彩加 

味,年金スライド制のタイムラグ短 

縮,社会福祉施設の維持・運営への 

配慮,難病患者への対応措置を訴え 

る）.

10.22閣議,人事院勧告の国家公務員 

給与引上げ（空前の32. 48%）実施 

を決定.

10.28老人問題懇談会,今後の老人対 

策の提言をまとめて首相に提出（高 

齢者の就業,年金 保健医療等にっ 

き10年以内に西欧水準を目指すこと 

を提言）.

11.8政府,昭48年度『厚生白書』〈人 

□変動と社会保障〉を閣議で了承.

11.18社会保障長期計画懇談会,医療 

と年金問題で中間報告書を厚相に提 

出（医療供給体制の整備,退職者医 

療制度の導入,各種保険制度間の老 

人医療費分担問題の再検討,年金ス 

ライド制の機動的実施のための事務 

処理体制の整備,制度間の給付算定 

方式や老齢年金の支給要件の差異を 

調整,合理化,遺族,障害年金へ通 

算年金制を導入 都道府県•指定都 

市老ク連に国庫補助による老人クラ 

ブ活動推進員の設置）.

11.27国民生活審議会総合部会,イン 

フレ下の所得分配是正問題で中間報 

告（低所得者に対する社会保障給付 

金に物価スライド制を導入,低中所 

得層に対し物価上昇に対応した物価 

調整減税措置の実施）.

12.27財政制度審議会,社会保障の当

2を発がん性容疑で使用禁止を具申 

（厚生省,即日禁止を決定.8. 27告 

示）.

8.-厚生省公衆衛生局長,健康増進 

センターの運営と技術的内容に関す 

る指導指針を通知.

A地域保健医療計画策定委員会,地 

域保健医療計画策定のための地域設 

定報告書発表.

9.11 厚相は,生活環境審議会に,有 

害物質を含む家庭用品の規制基準と 

して住宅用洗浄剤など5品目の基準 

を諮問（翌日答申）.

9.14厚生省,医薬品の製造及び品質 

管理に関する基準（GMP）を通知.

9.27日本薬剤師会,処方せん料改定 

にともなう分業緊急実施計画を決定.

10.13全国サリドマイド訴訟原告63家 

族•厚牛省•大日本製薬,和解確認 

書に調印（最高4000万円・総額24億 

円の損害賠償）.

10.16 サリドマイド訴訟,東京地裁で 

初の和解.

11.13中央公害対策審議会,公害健康 

被害補償法の救済指定地域を決定 

（7地域）.

11.14 OECD （経済協力開発機構）の 

環境閣僚会議,汚染者負担の原則を 

含む'環境宣言'と,10項目の行動計 

画を採択.

11.20中央薬事審議会,精神神経用剤, 

麻酔剤についての再評価結果を厚相 

に答申.

11.29 中央公害対策審議会,PCBに関 

する基準を答申（排水基準〇. 003pp- 
m,ヘドロの暫定除去基準lOppm）.

> 第1回合成洗剤追放全国集会.

12. 4厚生省,「食品又は添加物の製造
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社 会 福 祉 社 会 保 険

対する育成医療の給付について通知. 

8.16中央社会福祉審議会老人福祉専 

門分科会,有料老人ホームのあり方 

について意見書を厚相に提出（有料 

老人ホームの設置運営指針を提示）.

42. 3%など）.

&14厚相の私的懇談会として年金問 

題懇談会を設置.

9.1厚生省,小児慢性特定疾患治療 

研究事業を実施（各種の小児慢性特 

定疾患研究事業を統合,対象拡大）.

9.17厚生省児童家庭局長,短期里親 

制度の運用を通知.

9.26厚生省,医療費の平均16%引上 

げ（医科16%,歯科16. 2%,薬局6. 6 
%）を告示（10-1実施）.

io.1大蔵省,わが国で初めてのがん 

保険（アメリカン•ファミリー生命 

保険）を認可.

11.16第1回社会福祉施設近代化機器 

展開催・

11.28中央児童福祉審議会,今後推進 

すべき児童福祉対策について答申 

（地域・家庭の養育機能の強化,身 

体障害児対策提言）.

11.14厚生省,政管健保の保険料率を 

1000分の4引き上げ,1000分の76と 

することを告示（11.1から適用）.

11.23社会保険審議会の厚生年金部会 

と国民年金審議会,各年金制度改正 

の緊急措置で意見書を厚相に提出 

（物価スライド制実施時期の繰上げ, 

在職者老齢年金の支給制限の大幅緩 

和,無拠出制福祉年金額の弓【上げ）.

12.13厚生省,保育所における障害児
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社会保障一般 衛生 •医療

式,12.25閉会.田中内閣総辞職）. 面の問題について蔵相に報告. 又は加工の過程における有毒な又は

A三木武夫内閣成立（厚相田中正 12.28「雇用保険法」公布（失業保険法 有害な熱媒体の混入防止のための措

巳). 廃止）. 置の基準」を告示.

12.17経済対策閣僚会議,低成長路線 12. 5中央公害対策審議会大気部会自

を確認. 動車公害専門委員会,自動車排ガス

12.18三菱石油水島製油所から3万7300 昭51年度規制に関し,大幅後退の報

k?の重油が流出（瀬戸内海空前の油 告書（実施2年延長,規制値緩和）.

流出事故）. 12.11医療審議会,必要病床数の算定

12.27第75回通常国会召集（翌年1.24 において使用する数値の改正等を答

開会式,7. 4閉会）. 申（人口10万人以上の市等の規制値 

緩和）.

12.14環境庁,昭48年度全国公共用水 

域の水質調査結果を発表（水質汚染 

の広域化現象）.

12.19長崎県離島医療センター（国立 

大村病院）で全国初の心電図電話電 

送テストに成功.

この年,戦後初のマイナス成長 —— この年,国際赤十字献血年.

（-1.3%）.いわゆる狂乱物価（消 > へき地勤務医への修学資金の貸付

費者物価24. 5%上昇）,スタグ2レ 事業開始.

ーション問題化.経済不況深刻,倒 〇海外協力事業団設立.

産件数も史上最高となる. >笹川記念保健協力財団設立.

> 日独科学技術協力協定・日仏科学 

技術協力協定締結.

昭和50年

1.1公示地価,対前年比全国平均9. 2 1.13環境庁,昭48年度全国大気汚染

%下落 斗犬況を発表.

1.1! 政府,昭50年度予算案決定（一 1.17自動車排出ガス対策閣僚協議会

般会計21兆2888億円,財政投融資9 設置.

兆3100億円.安定成長を模索,福祉 > 第3次廃棄物処理施設整備計画,

の伸びは確保.社会保障費は3兆 閣議決定.

9269億円,厚生省予算は3兆9067億 

円）.

2.14経済対策閣僚会議,第1次不況 2.14 厚生省,昭125年にいたる'日本 2. 7厚生省,専門家による医業類似

対策を決定（中小企業向け融資旧滑 の将来人口の新推計について'を発 行為調査研究班を発足.

化,公共事業契約枠の消化促進な 表（昭75年に1億3500万人,昭125 2.24日本薬剤師会,厚生省関係審議

ど). 年に1億4500万人と推計）. 会委員の辞任届を提出（自民党・政

2.18総理府,完全失業者12月（昨年） 府の医療近代化に対する熱意不足が

は83万人と発表（4.15, 2月の完全 理由）.

失業者108万人と発表）. 〇 環境庁,昭51年度自動車ガス規

2.-労働省,社会福祉施設労働条件 制基準を告示（完全適用,昭52. 3に
改善協議会の設置を通知. 後退）.

3.10新幹線岡山一博多間開業（東京一 3.31社会経済国民会議福祉政策問題 3. 5中央薬事審議会,循環器官用剤,

博多間全通）. 特別委員会,雇用政策の基本構想と 筋弛緩剤,ホルモン剤の再評価結果

3.24経済対策閣僚会議,第2次不況 当面の雇用政策への提言を発表. を厚相に答申.

対策を決定（公共事業費の円滑な執 3. 8栄養審議会,日本人の栄養所要

行など）• 量を决め厚相に報告.

3.3!事業所税創設. 3.19伝染病予防接種調査会予防接種 

部会,厚相に意見書を提出（百日ぜ 

きの発生状況,治療方法の現状から, 

予防接種の即時中止は困難）.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

保育事業実施要綱を制定

12.18インドネシア•モロタイ島で元 

日本軍人（中村輝夫氏）発見•救出.

-この年,障害者社会参加促進事 

業に盲人ガイドヘルパーの派遣新設.

昭和50年

7.30欧州安全保障協力会議首脳会議 

（米ソなど35カ国参加.8.1ヘルシン 

キ宣言採択）.

11.15第1回先進国首脳会議（ランブ 

イエ•サミット）開催.

2.- 東京都の構想により,江戸川区 

に高齢者事業団設立.

3.12終戦時中国に残された日本人孤 

児の身元調査のため,報道機関によ 

る第1回の公開調査開始.

3.2!ねむの木学園長宮城まり子,テ 

レビ初の25時間番組で福祉を訴える.

3.3!戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（戦没者遺族の特別弔慰 

金の更新（20万円の国債）など）.

2. 5社会保険審議会,厚生年金保険 

法,船員保険法改正案につき答申 

（スライド実施時期,在職老齢年金 

最低保障額の引上げ等について検討 

すべし）.

2. 6社会保障制度審議会,国民年金 

法等改正案について答申（年金額の 

自動スライドはエ夫すべし）.

2.- 国民年金の5年年金支給開始.

3.13歯科診療の脱保険•差額徴収を 

指示した中原歯科医師会会長の⑲通 

達（昭48. 8. 2？付）問題化（この頃, 

法外な治療費請求増加）.

3.14政府管掌健康保険の昭48年度末 

の累積不足額（3033億円）を借入金 

として棚上げ.

3.15厚生省,日本歯科医師会の代議 

員会や総会の混乱について事情聴取

（英）7.— 補足給付法改正（賃金停止 

条項廃止.これにより6000人の失業 

者が満額の補足給付受給）.

8. 一「社会保障年金法」成立（所得比 

例付加年金の導入,基礎年金は物価 

か賃金上昇かの有利な方でスライド. 

1978. 4 実施）.

> 「児童給付法」を制定（第2子以 

降を対象とする家族手当に代わって, 

16歳未満の全児童を対象に非課税の 

児童給付を段階実施）.

（米）「保健財源共有•看護婦訓練法」 

成立（統合された精神衛生サービス 

を提供するため総合的なコミュニテ 

ィ精神衛生センターを設置する,看 

護婦教育を充実強化する）.

>バーンド低所得者税額控除制度成 

立.
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4.13第8回統一地方選挙（神奈川県 

知事に革新の長洲ーニ初当選）.

4.27第8回統一地方選挙（特別地区 

および市町村,地方自治法の改正に 

よる特別区の区長公選制復活）.

4.- この頃まで,機械•鉄鋼•繊維 

業界を中心に,賃金カット•一時帰 

休などの不況対策盛ん.

5. ？南ヴィエトナム共和国臨時革命 

政府承認.

〇エリザベス女王夫妻来日（初の英 

国元首来日）.

5.16国土庁,初の『国土利用白書』 

を発表（土地取引の総合的規制を提 

言）.

6.16経済対策閣僚会議,第3次不況 

対策決定（住宅建設促進•公害防止 

対策向け融資拡充・金利負担の軽減 

など）.

4.1 国立病院・療養所附属看護学校 

等職員に教育職俸給表適用.

〇財団法人放射線影響研究所発足 

（ABCC 改組）.

〇医薬品の製造及び品質管理に関す 

る基準実施細則を各都道府県に通知.

4. 7 ウェルシュ菌による食中毒発生 

（患者142人.まぐろの照焼など夕食 

が原因）.

4.14 厚生省,3種混合ワクチンの接 

種続行を通知.

4.17血液問題研究会（厚相の私的諮 

問機関）,当面推進すべき血液事業 

の在り方に関する意見具申を厚相に 

提出.

4.2!厚生省公衆衛生局長,へき地医 

療対策に係る保健指導事業の実施に 

ついて通知（保健婦を配置する地域 

に山村地域を追加）.

4.25厚生省,医薬分業に関する薬局 

等実態調査結果を発表.

4.30最高裁大法廷,薬事法の薬局適 

正配置条項（距離制限）を違憲と判 

決.

4.- 看護婦3年課程の定時制発足.

＞東京都特別区が保健所設置主体と 

なる（地方自治法改正）.

5.23「下水道の整備等に伴う一般廃棄 

物処理事業等の合理化に関する特別 

措置法」公布.

6. 7大蔵省,預金金利引下げにとも 

ない各金融団体に福祉年金受給者の 

定期預金特別取扱いを通達.

7.10学校教育法改正法公布（専修学 

校制度新設）.

7.1!「私立学校振興助成法」公布.

7.15公職選挙法改正法公布（衆議院 

定数20人增.選挙公営拡充）,政治 

資金規正法改正法公布（企業・団体

7.1!「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」（いわゆる育児休業法）公布.

＞高齢者福祉対策研究会（山田雄三 

委員長）,国と地方公共団体の高齢

6. 6厚生省,昭50. 3末の大腿四頭筋 

短縮症の全国調査結果を発表（患者 

総数は2918人,年齢別では6〜12歳 

が1268人で最高）.

6.13 薬局等の適正配置規制を廃止 

（薬事法改正法成立）.

6.26中央薬事審議会,精神神経用剤 

・呼吸器官用剤・鎮痛剤•ホルモン 

剤の再評価結果を厚相に答申.

6.27三木首相,チッソから要請の救 

済融資を了承（8.13日本開発銀行, 

チッソ石油化学に22億円融資決定）.

7.16 東京江戸川区の日本化学工業が 

埋立て投棄した6価クロム汚染問題 

化.

7.24 厚生省,発がん容疑でウレタン 

混入注射液の生産•販売中止と回収 

を指示.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

早急な事態収拾を申入れ,日本歯科 

医師会は昭48. 8. 27の文書（脱保険 

指示）を撤回.

4.1公立零歳児専門保育所初めて設 

立（東京都中野区）.

4.- 社会福祉研修センター設置.

5.1厚生省社会局庶務課に,国立リ 

ハビリテーションセンター設置準備 

室を設置.

5.31厚生省,第3回母乳汚染疫学調 

査結果を発表.

6.— 極東•南太平洋身体障害者スポ 

一ッ大会開催（大分市,別府市.参 

加者17カ国より973人）.

> 厚生省,老人のための明るい町 
（シルバーシティプラン）推進事業 

実施

7. 2厚生省,難聴幼児通園施設およ 

び運営の基準を施行.

7.28厚生省社会局長,授産施設事務 

員補助特別措置実施要綱を通知（授 

産施設を利用している身体障害者お 

よび精神薄弱者に係る施設事務費の

6.13国民年金法等改正法公布（10.1 
施行.スライド実施時期の繰上げ 

等）.

7. ?国保中央会国保基本問題研究会 

（山本正淑座長）,第1次中間報告を 

発表（老齢者医療の重味を重視して, 

老齢者保健特別制度の創設を提案）.

（仏）「医療福祉施設設置法」を施行 

（病院の福祉施設化を阻止し,福祉 

施設に医療の機能を付与する方向を 

とった）.

（西独）1•一 「児童手当法」大幅改正 

（児童手当を第1子から支給.第1 
子50マルク,第2子70マルク,第3 
子以降120マルク）.

7.1「障害者社会保険に関する法律」 

を施行（保障の不十分だった障害者 

を,疾病年金両保険の強制加入者と 

し,保障の完全化を図った）.

（スウェーデン）1.- 健康保険の保険 

料算定基礎を事業主は支払給与,個 

人払被保険者は所得額とし,被用者 

の拠出廃止.また保険料率を全国的 

に一本化.

-外来診療制度の大幅改正（民間開 

業医の保険医義務づけ,診療報酬は 

政府の定める料金表に従う）.

（ニュージーランド）1.-所得比例年 

金を年金制度に加える.

（オーストラリア）7.1メディバンク 

制度制定.

（国際）5.13第28回WHO総会ジュ 

ネーブで開催（〜5. 30）.日本WHO 
執行理事会の理事国に選出される 

（〜昭51年）.

6. 4 ILOの第60回総会ジュネーブで 

開催（〜6. 25）. 1975年の国際婦人 

年に因み'婦人労働者の機会と待遇 

の改善'について宣言の2決議を採 

択.条約143号「劣悪な条件の下に 

ある移住ならびに移民労働者の機会 

および待遇の均等の促進に関する条 

約」を採択.

6.19 メキシコシティーにおいて国際 

婦人年世界会議開催（〜7. 2.国際 

婦人年に当たり,133カ国の政府代 

表団,国連関係機関等の代表が参加. 

メキシコ宣言,世界行動計画等を採 

択）.

12. 9国際連合第30回総会,「障害者の 

権利宣言」を採択（障害者は社会的, 

経済的保障を受ける権利を持つと強 

調）.
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献金に規模別限度額を設定）.

7.19沖縄国際海洋博覧会,本部半島 

で開催（テーマ〈海一その望ましい 

未来〉,翌年1.19閉会）.

& 4 日本赤軍,クアラルンプールで 

米,スウェーデン両大使館を占拠, 

過激派7人の釈放を日本政府に要求 

（8. 5拘置中の過激派釈放の超法規的 

措置を決定）.

8. 8経済企画庁,『経済白書』〈新し 

い安定軌道をめざして〉を発表.

8.22農林省,総合食糧政策の展開を 

発表（水田総合利用対策,中核農家 

の育成,輸入安定化と備蓄対策な 

ど）.

9.1! 第76回臨時国会召集（翌日開会 

式,12.25閉会）.

9.16三木首相,衆•参両議院で物価 

抑制政策から景気浮揚政策へ重点の 

転換を表明.

9.17経済対策閣僚会議,第4次不況 

対策を決定（公共事業費追加投入・ 

金利水準の引下げなど）.

化社会への対策で報告書提出（60歳 

定年制（21世紀は65歳）,遺族年金 

の7割支給,老人医療無料化にとも 

なう医療と保険の再検討,高齢者就 

職対策の事業団設置など主唱）.

7.16「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」公 

布.

7.22所得分配に関する研究会（経企 

庁長官の委嘱機関）,インフレによ 

る分配のひずみ問題で報告書をまと 

め経企庁長官に提出（定年退職後老 

齢年金受給までの雇用,年金両面の 

総合対策の推進,拠出は賃金上昇に 

沿った改定,低所得層への所得給付 

制度の新設など）.

7.23地方制度調査会,地方財政のあ 

り方に関する答申で福祉見直しを提 

起

8.12社会保障長期計画懇談会,今後 

の社会保障のあり方についてを厚相 

に提出（年金制度の充実,地域医療 

の推進,国民医療保障の充実（患者 

負担10%）,老人医療の対策強化）.

8.19三木首相,生涯設計'ライフサイ 

クル'計画構想を発表（持ち家,生 

涯教育,社会保障,老後生活の4本 

柱）•

9.1宅地開発公団設立.

9. 8社会サービス研究会（経済企画 

庁の委託研究会）,社会保障および 

関連サービスの現状分析と将来ある 

べき発展方向で報告書を提出.

9.18内閣に生涯設計計画検討連絡会 

議設置.

9.20リハビリテーション研究会（労 

働省の諮問機関）,労働災害障害者 

の総合リハビリテーションのあり方 

で中間報告.

9.23総理府に婦人問題企画推進本部 

設置.

10.1 国勢調査実施（人口1億1193万 

9643人.産業別就業人口割合:第1 
次産業13.8%,第2次産業34.1%, 
第3次産業51.8%）.

8.1日本下水道事業団発足.

8. 8麻薬に関する単一条約を改正す 

る議定書発効（麻薬乱用に対する措 

置強化）.

8.13厚生省,6価クロムの処理状況 

調査を行うよう都道府県に指示.

&22厚生省公衆衛生局長,健康増進 

普及運動の実施について通知.

9.1厚生省,原子爆弾被爆者実態調 

査の実施.

9.1!厚生統計協議会,第9回修正国 

際疾病分類原案に関する意見につい 

て答申•

9.13厚生省,重症救急患者を対象に 

した救命救急センター設置の構想を 

発表（当面全国に8カ所,交替制で 

24時間勤務）.

9.22厚相,産業廃棄物処理に関する 

制度の改善方策について生活環境審 

議会に諮問（6価クロム問題が契 

機）.

10. 6第29回世界医師会東京総会開催 

（〜10.12.医療資源の開発と配分が 

主要テーマ・武見日本医師会会長, 

世界医師会会長に就任,任期1年）.

10.17中央薬事審議会,抗結核剤・ホ 

ルモン剤•ビタミン等代謝性製剤・ 

アレルギー用剤・循環器官用剤の再 

評価結果を厚相に答申.
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社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

補助）.

7.-社会福祉教育問題検討委員会 

（全社協）,社会福祉教育のあり方に 

ついて中間答申.

＞ 厚生省,身障者福祉工場に対する, 

授産施設への優先発注について都道 

府県に通知.

8.19国民年金審議会,国民年金制度 

の改正について意見書をとりまとめ 

厚相に提出.

8.20社会保険審議会と国民年金審議 

会,昭51年度以降の厚生年金保険制 

度と国民年金制度改正で厚相に意見 

書を提出.

9.19中央社会福祉審議会生活保護専 

門分科会,生活保護制度における加 

算の取扱いについて意見

10.1厚生省,身体障害児（者）実態調 

査を実施（東京など14の都府県市で 

未実施）.

＞厚生省,母子家庭への介護人派遣 

事業制度を新設.

＞特別児童扶養手当の支給範囲を, 

日本人でない児童にも拡大,中程度 

の障害者も対象に追加.

A厚生省,精神薄弱者実態調査を実 

施.

10.2! 厚生省,フェニールケトン尿症 

予防の乳児検診の尿検査を廃止し,

10. 9厚生省,省内に公的年金将来構 

想検討委員会を設置（事務次官以下 

関係局長,課長で構成）.

10.17公的年金将来構想検討委員会が 

初会合.

10.25社会経済国民会議,年金制度改 

革の基本構想と当面の改善に関する 

提言をまとめる（制度間格差の是正, 

ナショナル・ミニマムの設定と希望 

による報酬比例年金の導入）.
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11.7昭50年度一般会計補正予算成立. 

税収激減による歳入不足に対処し, 

赤字国債を増発（戦後初の歳出減額 

補正）.

11.22国土庁,『過疎白書』を発表（過 

疎地域,市町村数の3分の1）.

12.1? 「石油コンビナート等災害防止 

法」公布.

12.19総合エネルギー対策閣僚会議, 

総合エネルギー政策の基本方向を決 

定（エネルギーの輸入石油依存度の 

低下）.

12.24参議院本会議,財政特例法案を 

可決（2兆2900億円の赤字国債発 

行）.

12.26「許可,認可等の整理に関する法 

律」公布・

12.2?「石油備蓄法」公布.

〇第77回通常国会召集（翌年1.23開 

会式,5. 24閉会）.

12.3! 閣議,昭51年度予算案を決定 

（税収大幅に不足.戦後初めて赤字 

国債を当初予算に組み込む.国債発 

行額7兆2750億円,予算の国債依存 

率29.9%.'均衡財政'崩壊.昭35年 

来の所得減税見送り）.

11・7恩給法等改正法公布（旧軍人 

（兵）に対し,一時恩給の支給等）.

11.26公労協,国労•動労•全逓•全 

電通など3公社5現業すべて参加の 

'スト権奪還スト'突入.12.4スト中 

止（国鉄全線史上最長の8日間・192 
時間運休）.

12.13公社5現業等の労働基本権問 

題等に関する政府の基本方針につい 

て閣議決定（違法ストには妥協せず 

と強調）.

＞社会保障制度審議会,'今後の老 

齢化社会に対応する社会保障の在り 

方について’を三木首相に建議（社 

会的扶養の役割の重要性を指摘,見 

直し論にクギ）.

12. 5国民生活審議会の調査部会,10 
年後の'国民生活の長期展望と課題' 

と題する中間報告をまとめる.

12.11身体障害者雇用審議会,身障者 

雇用の法律による義務づけ,身障者 

雇用率未達成の事業主から納付金徴 

収などの審議結果をまとめ労相に提 

出.

12.12社会保障の最低基準に関する条 

約（ILO102号条約）,衆議院本会議 

で可決:•承認.

12.16閣議,昭49年度『厚生白書』〈こ 

れからの社会保障〉を了承.

12.23財政制度審議会の第2特別部会 

（福祉政策）,昭51年度予算のあり方 

で意見をまとめる（福祉は必要な階 

層に必要な給付確保を原則とし全般 

的に見直す,社会保険に受益者負担 

の原則導入,薬代の一部負担,初診 

料,入院時の一部負担引上げ,再診 

料の新設,老人医療に一部負担制度 

の導入など）.

11.27大阪高裁,大阪空港騒音公害訴 

訟で一審より厳しい判決（夜9時以 

降の飛行禁止）.

12. 5厚生省,医用機器問題懇談会を 

設置.

12. 8産業廃棄物処理問題懇談会,産 

業廃棄物対策について報告（産業廃 

棄物処理対策の基本的方向と施策に 

ついて提言）.

12.1!生活環境審議会,産業廃棄物処 

理法制について厚相に答申（違法処 

理に対する制裁の強化,事業者の処 

理責任の明確化）.

12.22クロロキン網膜症患者ら231人, 

国と製薬会社に55億円の損害訴訟.

＞伝染病予防調査会予防接種部会, 

予防接種の対象疾病等について報告 

書をまとめる（種痘は1回とする, 

接種の監視体制の整備など提言）.

12.26中央薬事審議会,循環器官用剤 

・精神神経用剤•肝臓障害用剤（解 

毒剤）・アレルギー用剤等の再評イ面 

結果を厚相に答申（特に四頭筋短縮 

症との関連で,クロラムフェニコー 

ル製剤の使用に厳重警告）.

—— この年,昭40年以来の赤字国債

発行（公債依存度,決算ベースで 

25.3%に上る）.狂乱物価の沈静化 

と不況感の高まり.

この年,国際博愛協会設立.

[＞ WHO,昭50. 5〜昭51.4まで日本 

を理事国に選出.

昭和51年

1.31 日本で初の五つ子（男児2人・ 

女児3人）,鹿児島市で誕生（排卵 

誘発剤を服用）.
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昭52年度から血液検査（ガスリー 

法）に切り替えることを決定.

10.-全社協福祉専門職小委員会,社 

会福祉施設長など職員の資質向上策 

について案を発表.

11.10大阪高裁,堀木訴訟で一審判決 

を破棄（児童扶養手当法の内容は立 

法府の裁量行為,併給禁止は憲法に 

違反しない）.

11.26行政管理庁,幼稚園と保育所の 

調整を図るよう文部,厚生両省に勧 

告.

12•一 三木首相,大蔵省側に対し,昭51 
年の老人医療有料化を見送るよう指 

示.

> 障害児のための歯科治療センター, 

全国に11カ所設置される.

11.1政府,拠出制国民年金受給者に 

対し,70万円までの小口融資を開始.

11・6厚相,新国民年金法案構想（基 

礎年金）を発表（60歳以上の全国民 

に月額2万円,財政方式を賦課方式 

に切換え）.

12.22社会保険審議会健康保険問題等 

懇談会,昭51年度における健康保険 

制度改正に関する意見をまとめる.

この年,福祉手当制度•福祉電

話の創設.

昭和51年

1.1厚生省,生活保護の老齢•母子 

・障害者加算について福祉年金同額 

方式を改める.

6.27第2回主要国首脳会議（サンフ 

アン•サミット）開催.

1397



昭和51年(1976)
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2. 4米上院外交委多国籍企業小委員 

会公聴会で,ロッキード社の海外で 

の違法政治献金暴露（対日政界エイ乍 

資金についての証言.ロッキード事 

件の始まり）.

2. 6野党4党,衆議院予算委員会で 

ロッキード事件につき追及を開始.

2.29宇宙開発事業団,わが国初の実 

用衛星（うめ）の打上げに成功.

2. 2社会保障の最低基準に関する条 

約（ILO102号条約）を批准（2.23 
公布.27番目の批准国となる）.

2.2!厚生省,老人保健医療問題懇談 

会と省内に老人保健医療対策室設置 

の構想を発表（老齢化社会に対応し 

た老人保健医療の確立）.

2.24社会保障の最低基準に関する条 

約（ILO102号条約）公布.昭52. 2. 
2発効.

2.28離婚の際,旧姓に復すか夫の姓 

を名乗るか自由選択できる等を含む 

戸籍法改正案,国会に上程（5. 21成 

立）•

2.26伝染病予防調査会制度改正特別 

部会,予防接種事故による被害者救 

済の恒久化制度の法的性格に結論 

（国の責任は認めず,社会保障と国 

家補償の中間的な制度を設置）.

2.-総評と自治労,国と千葉県に患 

者のたらい回し医療の責任を追及す 

る訴訟提起.

> 風疹流行（〜7月,患者105万人）.

3. 2札幌の北海道庁ロビーで,時限 

爆弾爆発,死者2人,重軽傷95人 

（東アジア反日武装戦線の犯行）.

3.25経済対策閣僚会議,暫定予算に 

ともなう住宅など8項目の景気対策 

を決定

4.14最高裁判所大法廷,昭47年の総 

選挙についての千葉1区有権者によ 

る職員定数不均衡訴訟で違憲の新判 

決（選挙は有効）.

5.1政府,国民生活安定緊急措置法 

などに基づく残存指定品目の解除.

> 政府,果汁•フィルム製造業の100

3. 4老人保健医療問題懇談会の初会 

合.

3.11人事院,主任手当の支給等教育 

職員の給与改善および育児休業給付 

を勧告.

3.26第3期・住宅建設5カ年計画, 

閣議決定.

5.27「賃金の支払確保等の法律」公布 

（未払い労働債権の国による立替え 

払いなど）.

3. 6 東京検疫所,ラッサ熱患者と機 

内で接触した者を隔離（接触した日 

本人5人を東京都立荏原病院に緊急 

隔離.異常認めず）.

3.10厚生省,伝染病予防法に基づき 

ラッサ熱を指定伝染病に指定.

3.16中央薬事審議会,日本薬局方の 

改正についてを厚相に答申（厚生省 

はこれに基づき,副作用が問題とな 

ったキノホルム,クロロキンなど210 
品目を削除.新たに126品目を収載）.

3.22伝染病予防調査会,予防接種の 

対象疾病等についてと予防接種によ 

る健康被害に対する救済についてを 

厚相に答申.

4.1 厚生省,「第9改正日本薬局方」 

を告示・施行.

4. 2厚生省,関係有識者による救急 

医療懇談会を設置（4. 6初会合,座 

長冲中重雄）.

4.28中央薬事審議会,筋短縮症に関 

連すると思われる抗菌製剤•消化器 

官用剤•ビタミン等代謝性製剤の再 

評価結果を厚相に答申（筋肉注射制 

限）.

5. 4熊本地検,水俣病の責任につき, 

チッソ元社長・元工場長を業務上過 

失致死傷害罪で起訴（4大公害事件
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2.1 アリコジャパン（本社米国）,日 

本で初の疾病保険（入院費給付）の 

営業開始.

2. 9社会保険審議会,昭51年度の健 

康保険法と厚生年金保険法改正法案 

の諮問案に対し厚相に答申（健康保 

険の現金給付の改善•任意継続被保 

険者制度の拡充は了承,標準報酬の 

政令改定方式には反対.厚生年金の 

給付額引上げ,在職老齢年金支給制 

限の緩和は評価,保険料率の大幅引 

上げ反対,公的年金制度の将来構想 

を早急に策定する必要がある,な 

ど）.

〇国民年金審議会,国民年金法改正 

案につき答申.

2.12社会保障制度審議会,昭51年度 

の健康保険法,厚生年金保険法等改 

正案の諮問案に対し'批判的'答申を 

厚相に提出（医療供給体制の整備や 

医療資源の効率的配分,診療報酬体 

系•薬剤問題など具体的解決策の検 

討が先決・公的年金制度体系を高齢 

化社会に備え総合的に充実する必要 

ありなど）.

2.- 医療機関における法外な差額徴 

収に患者から苦情,社会問題となる.

3.17厚相,中医協に診療報酬点数の 

平均9.1%引上げ案を諮問（医科9.0 
%,歯科9.6%,保険薬局4. 9%引上 

げ）•

4.一全社協社会福祉懇談会,これか 

らの社会福祉一低成長下におけるそ 

のあり方を発表.

4. 2閣議,不公平税制の典型といわ 

れた社会保険診療報酬課税の特例措 

置について,昭53年以降に適切な措 

置を講ずることを決定.

4.27厚生省,年金制度基本構想懇談 

会を設置（5.11初会合）.

5.18戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（公務傷病・軽症者等に 

対する平病死年金の創設など）•

（英）1.—障害者（歩行不能者）に対 

する移動手当金制度創設.部分的に 

実施

2.-政府,公共支出の伸びを当面ゼ 

口にするという『公共支出白書』発 

表・

A 保健社会保障省,'イングランド 

における保健•対人サービスの優先 

順位の設定'を発表（老人•障害者 

の長期入院やプライマリ・ケアに重 

点を置く）.

4.- 片親世帯の第1子に対する児童 

給付を開始.

一 私費ベッド規制のための「国民保 

健サービス法」制定（国営病院の私 

費ベッド1000床を廃止）.

（米）3.3! 米国ニュージャージ州最高 

裁,両親の主張を受け植物人間カレ 

ンさんの'尊厳をもって死ぬ権利'を 

認める.

〇 Federal Food Drug and Cosmetic 
Actが改正され,医療用具を3種類 

に分類し種類に応じて規制を行うこ 

ととした.

ー 公衆衛生法の改正により,医科大 

学等の医療関連教育機関補助金への 

人頭払い制が拡大されるとともに, 

奨学金,貸与金,研修制度の多くが 

縮小,または廃止された.

>外国人医師に対し,英語の試験を 

課す.研修後帰国を義務づけるなど 

規制を行い,新規参入を抑制するよ 

うになった.

（仏）3.— 疾病金庫と医師団体との全 

国的協約更新（私立病院での入院診 

療を現物給付制とする）.

-薬剤に対する付加価値税率7%に 

弓【下げ（薬剤価格の抑制）.

>1976〜80年の第7次経済社会発展 

計画の中で,新しい老人福祉重点地 

区を設定（在宅援護,食事サービス, 

健康管理,社会文化活動等実施）.

A 家庭で重度障害児を養う母親に, 

老齢年金の拡大適用を措置.

> 疾病保険の料率を16. 95%に引上 

げ（以降1977 年17.95%, 1979 年 

18. 95%へと引上げ）.

（西独）& 24「新薬事法」を公布（施行 

は1978.1.1,薬剤の取引における安 

全性,とくに品質,効能,無害性の 

確保を目標.市場を規制する「薬剤 

市場の規定に関する法律」も同時に
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%資本自由化実施（農林水産業な で初の刑事訴追.昭54. 3. 22熊本地

ど例外4業種を除き資本自由化完 裁,有罪判决（高裁支持））.

T). 5.10第1回日米衛生統計会議,東京

5.14国際連合大学本部に関する国際 で開催（〜5.11）.
連合と日本国との間の協定署名. 〇環境衛生局水道環境部環境整備課

> 閣議,経済審議会答申（5.12）を に産業廃棄物対策室設置.

受けて,昭和50年代前期経済計画を 5.11厚生省,予防接種法改正案を第77
決定（昭51〜55年の年率6 %強の実 回通常国会に提出（予防接種制度の

質成長率を想定）. 大幅改正と副作用事故の救済措置の

5.18国土利用計画（全国計画）,閣議 法制化）.

决定.

6.1「漁業再建整備特別措置法」公布. 6.18第2次雇用対策基本計画,閣議 6. 2 クリーニング業法改正法公布

6. 4「訪問販売等に関する法律」公布 決定. （クリーニング業務従事者の資質向

（マルチ商法,訪問•通信販売を規 6.20労働省,初の退職金制度調査結 上のための措置を追加）.

制). 果を発表（退職金制度のある企業9 6.10「振動規制法」公布.

6. 8政府,核兵器不拡散条約批准書 割,一時金のみ7割,退職年金制度 6.16廃棄物の処理及び清掃に関する

を米,英,ソの3国に寄託. との併用2割）. 法律および廃棄物処理施設整備緊急

6.15民法•戸籍法各改正法公布（離 措置法改正法公布（処理施設に届出

婚後の〈復氏〉は任意,戸籍簿の閲 義務を課す）.

覧制廃止）. 6.19予防接種法改正法公布・一部施

6.25新自由クラブ結成（代表河野洋 行（昭52. 2. 25全部施行.被害者救

平). 済制度の創設,対象疾病の見直し）.

7.27東京地方検察庁,ロッキード事 7.27政府,10月から国家公務員の週

6.25 医薬品の副作用による被害者の 

救済制度研究会（厚生省の委託研究 

機関）,報告書発表（薬害救済への 

企業基金創設を提案）.

6.- 厚生省,欧米36カ国に出かける 

場合の種痘を廃止するとWH〇に通 

告.

7.13救急医療懇談会,当面とるべき

件に関し,田中角栄前首相を外為法 休2日制試行（4週1土休）を決定 救急医療対策についてとりまとめる

および外国貿易管理法違反容疑で逮 （実施）. （いわゆる'たらい廻し'防止のため,

捕. 7.28財政制度審議会,昭52年度予算 1次• 2次・3次救急医療施設の整

編成について受益者負担の原則,社 備と広域救急医療情報システムの整

会保障費の見直しの建議を蔵相に提 備等を提言）.

出. 7.23中央薬事審議会,ホルモン剤・

7.30公共企業体等基本問題会議設置 消化器官用剤・泌尿器官用剤・筋弛

（9. 6,スト権•経営形態の審議を開 緩剤・鎮痛剤•クロロキン製剤・金

始). 製剤・精神神経用剤の再評価結果を

7.31全国町村会,昭52年度政府予算 厚相に答申（51品目に有用性なし）.

8.10経済企画庁,『経済白書』〈新た

編成に当たり,政府および各政党に 

要望書を提出（老齢者医療保障制度 

の創設,高額医療給付費への国庫負 

担,地域医療確保対策の強化など）.

8. 2厚生省,「療養の給付及び公費負 8.19 ボツリヌスA型菌による食中毒

な発展への基礎がため〉を発表. 担医療に関する費用の請求に関する 発生（患者2人,うち1人死亡.A
省令」等を公布（いわゆるレセプト 型菌による初の死者）.

一本化が実現）. 8.20新幹線こだま号に禁煙車登場.

8.-厚生省,世界出産力調査（昭49. 8.24安楽死国際会議,東京宣言採択.

9実施）を公表. 8.3! 第4次下水道整備5カ年計画,

9. 6ソ連のミグ25戦闘機,函館空港

閣議決定.

〇 第2次都市公園等整備計画,閣議 

決定.

9. 4厚生省,水道の漏水防止対策の

に強行着陸（ソ連空軍将校,米国亡 強化を通達（有効率90%以上を目標

1400



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

5.2!厚生省,在宅老人福祉対策事業 

の実施および推進について通知•

6.16厚生省,昭50年の母乳汚染の全 

国調査結果を発表（PCB, DDTな 
どの母乳汚染は減少していない）•

7.29厚生省,在宅重度障害児（者） 

緊急保護事業補助要綱を施行.

7.30厚生事務次官,都市児童健全育 

成事業実施要綱を通知.

7.-社会福祉教育問題検討委員会, 

社会福祉教育のあり方について第2 
次答申.

6. 4農業者年金基金法改正法公布 

（昭52.1.1施行.給付額の引上げ, 

保険料額の改定,特定保険料制の導 

入）.

6. 5健康保険法等改正法公布（分娩 

費•埋葬料の最低保障額引上げ,任 

意継続被保険者期間を1年から2年 

へ延長）.

〇国民健康保険法改正法公布（国保 

団体連合会の診療報酬審査委員の知 

事任命制,保険医•保険者•公益委 

員は各々同数）.

[＞厚生年金保険法等改正法公布（8. 
1施行.標準的な年金9万円,障害 

年金•遺族年金の通算制度の創設）.

6.29厚生省保険局長,歯科領域にお 

ける差額診療を認めた昭30年,昭42 
年の通達を8.1から廃止すると通達.

7.16社会保険審議会,8.1からの家族 

高額療養費自己負担限度額の引上げ 

（3万円一3万9000円）につき,附 

帯意見つきで答申.

7.2?厚生省保険局長,歯科領域にお 

ける差額徴収問題についてを通知 

（差額は材料費に限定,8月から差 

額制度廃止.以後歯科診療は保険診 

療と自由診療の二本建）.

7.28中医協,8.1から歯科診療報酬の 

引上げ実施の答申を厚相に提出.

9.13厚相,10.1から政管健保の保険 

料率1000分の2引上げを社保審に諮

公布.

-疾病金庫と保険医協会との間で, 

診療報酬の引上率を8%以内に抑制 

する合意成立.

（スウェーデン）7.-年金開始年齢を 

67歳から65歳に引下げ,部分年金制 

度発足（部分年金は,45歳以後10年 

以上の雇用で得た所得で年金点に達 

したものに6〇〜65歳間に限り支給 

パートタイマーの所得と年金を合わ 

せて一般賃金の89%になる）.

（デンマーク）社会扶助法大幅改正（支 

給権限と財源を地方・地域に委譲）.

（ベルギー）3. 30 法律により,30歳未 

満の若年労働者を雇い入れた企業で, 

退職を余儀なくされた高齢退職者に 

対し 普通より5歳早い,早期年金’ 

の受給を認める-

（国際）3. 4女への犯罪を告発する国 

際会議ベルギーで開催（〜3. 8）.
6. 2 ILO第61回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 22）.条約144号「国際労働 

基準の実施を促進するための3者協 

議に関する条約」採択.

6. 4 ILOの雇用•所得分配および社 

会進歩,ならびに国際分業に関する 

三者構成世界会議（世界雇用会議）, 

ジュネーブで開催（〜6.12）.世界 

の貧困と失業の追放を中心とする所 

得と富の公平な分配を目指す原則宣 

言と行動計画を採択・

6.-国連人間居住会議（HABITAT）, 
41990年までにすべての人に清浄な 

水を'の目標を初めて宣言.

10.13 ILO第62回総会開催（〜10. 29）. 
条約145号「船員の雇用継続に関す 

る条約J,146号「船員の年次有給休 

暇に関する条約丄147号「商船の最 

低基準に関する条約」採択.

12.16国際連合第31回総会.1981年を 

国際障害者年とし,テーマを'完全 

参加'とすることを宣言.

＞国際連合決議,昭51〜60年を'国 

連婦人の10年'とする.

12.21国際連合第31回総会,児童権利 

宣言採択20周年を記念して1979年を 

国際児童年とすることを宣言.
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命を希望）.

9. 9西日本を中心に記録的な雨台風 

岐阜県長展川堤防決壊.

9.15三木内閣改造（厚相早川崇）.

9.16第78回臨時国会召集（9.21開会 

式,11.4閉会）.

10. 8原子力委員会,放射性廃棄物処 

理の基本方針を決定（高レベルはガ 

ラス化して地下へ,低レベルは固定 

化して海洋投棄と陸地処分を併せて 

行う）.

10.22鬼頭史郎判事補の三木首相への 

ニセ電話事件表面化（布施検事総長 

の名をかたりロッキード事件で指揮 

権の発動を促す.昭52. 3. 23罷免）.

10.26訪欧中の土光経団連会長,EC諸 

国の貿易不均衡に対する不満に接し, 

輸出自主規制の必要を表明.

10.29山形県酒田市大火,焼失1200楝.

＞政府,昭52年度以降の,防衛計画 

の大綱'を決定（平和時の限界を明 

示,陸上自衛隊定数18万人.防衛力 

の量から質的整備•向上に重点）.

11・5政府,毎年度の防衛費を国民総 

生産（GNP）の1%以内と決定.

11.10天皇在位50年式典開催（武道館）.

11.12経済対策閣僚会議,公共事業促 

進など7項目の景気刺激政策を决定.

11.15「中小企業事業転換対策臨時措置 

法」公布（構造的要因で行き詰まっ 

た中小企業の新分野への転換助成）•

11.25「揮発油販売業法」公布（販売業 

者の登録制,乱売規制措置）.

12. 5第34回衆議院議員総選挙（自民 

249〔前回271],社会123,公明55, 
民社29,共産17,新自由クラブ17, 
無所属21.自民党,保守系無所属8 
人を追加公認し漸く過半数）.

12.24第79回臨時国会召集（12. 2?開会 

式,12.28閉会）.

＞福田赳夫内閣成立（厚相渡辺美智 

雄）.

12.30第80回通常国会召集（翌年1.31 
開会式,6. 9閉会）.

この年,国際収支の黒字基調の 

回復（36億8000万ドルの黒字）.鉄 

鋼・自動車等の輸出增にともない,

10.3 公明党,'生きがいとパイタリテ 

ィのある福祉社会トータルプラン’ 

（昭51〜55年度,国民福祉中期計画） 

を発表（実質経済成長率7.2%,年 

金額は平均賃金の70%, 65歳以上所 

得比例年金支給,医療保険の段階的 

統合,地域•被用者の2系列化）.

10. 5婦人少年問題審議会,雇用にお 

ける男女の機会均等と待遇の平等な 

ど建議.

10.12日本社会学会,わが国で初めて 

老人自殺の実態に関する研究報告を 

発表.社会福祉,予防手段の必要性 

を訴える.

10.24民社党,'福祉国家建設の第1段 

階政策一社会保障5カ年計画の提唱' 

を発表.

10.29厚生省と労働省,第1回総合福 

祉懇談会の合同会議開催（賃金の在 

職老齢年金の調整,定年延長,高年 

労働者の労働条件など）.

11.7厚相,当面の社会保障の基本構 

想を発表（組合健保の任愆継続被保 

険者制度（2年）を5〜10年に延長, 

母子家庭の雇用促進（福祉施設への 

優先雇用）,基礎年金制度の推進）.

11.18人口問題研究所,日本人の将来 

人口の新推計発表（昭100年の総人 

ロ1億3949万人55歳以上4000万 

人）.

11.19厚生省,昭50年版『厚生白書』 

〈婦人と社会保障〉を発表.

値とする）.

9.10厚生省,地方衛生研究所の強化 

について通達（食品衛生問題,家庭 

用品の安全性問題,ウィルス性感染 

問題等に対応）.

9.29 川崎市議会,全国初のアセスメ 

ント条例案を可決（昭52. 6.1施行）.

9.-厚生省,第1回残留放射能調査 

を実施

10.28中央薬事審議会,呼吸器官用剤 

・抗菌製剤・鎮痛剤・鎮暈剤・泌尿 

生殖器官用剤の再評価結果を厚相に 

答申.

11.29日本医大丸山千里,制ガン剤丸 

山ワクチンの新薬認可を厚生省に申 

請.

12.15食品衛生調査会,塩化ビニール 

容器,インスタント食品類の成分・ 

製造・殺菌方式の規格基準を厚相に 

答申.

12.17第4次廃棄物処理施設整備計画, 

閣議決定（昭51〜55年度の5カ年計 

画 総額1兆1300億円）.

この年,厚生省予防衛生研究所, 

新型ブタインフルエンザワクチンを 

製造.
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問・

10. 4社会保険審議会,政管健保の保 

険料率1000分の2の引上げで両論併 

記の答申.

10・8厚生省,政管健保の保険料率を 

1000分の78 （従前76）とすることを 

告示（10.1遡及実施）.

11.8中央社会福祉審議会,社会福祉 

教育のあり方についての建議書を厚 

相に提出（施設に働く職員は,短大 

卒以上の福祉専門教育を受けるべ 

き）.

11.—中央社会福祉審議会,老人ホー 

ムを生きがいのある施設に発想転換 

せよと意見具申.

11.26厚生省,歯科差額徴収廃止後の 

歯科診療改善を告示（12.1適用,金

・銀・パラジウム合金の金含有率12
%から20%以上へなど）.

12.13東京地裁,摂津訴訟（国に保育 

所設置による超過負担の支払いを求 

めた行政訴訟）で請求棄却の判決.

12.16中央児童福祉審議会,今後にお 

ける保育所のあり方について中間報 

告（幼児教育施設への脱皮,男子保 

育職員の倉II設を提言）.

12.25厚生省児童家庭局長,児童の非 

行対策の強化について通知（校内暴 

九暴走族,女子の性非行増加に対 

応）.
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昭和51・52年（1976・?7）

輸出自主規制要求高まる.

＞消費者物価9. 3%上昇（1ケタ台 

の伸びに低下）.

〇 戦後生まれ,総人口の半数を突破.

〇 24時間診療体制の救命救急センタ 

ーの整備開始.

昭和52年

1.20大蔵省,初の5年もの割引国債 

発行（990億円）.

1.26領海を3カイリから12カイリに 

拡大する方針を閣僚会議で最終的に 

決定.

1.20臨時閣議,昭52年度政府予算案 

を決定（社会保障関係費5兆6581億 

円,前年比17.7%増）.

1.-  厚生省統計情報部,電子計算機 

をACOS700に切替え（電子計算機 

による業務の多様化•増大に対応し 

て情報処理能力の充実を図るため大 

型電子計算機ACOS700に切替え）.

1.17 東京地裁,東京スモン訴訟で国 

の責任を指摘し,基準額1000万〜 

2500万円の和解案提示.

2.16日米繊維輸出規制枠全廃で合意 

（事実上完全な自由化）.

2.18第2次海岸事業5カ年計画,閣 

議決;定.

3.17外務省,対モンゴル無償経済援 

助協定に調印（第2次大戦の賠償完 

T）.
3.18日米漁業協定署名（200カイリ漁 

業水域の最初の協定,入漁料支払 

等）.

4. 7日米政府間で,日本製カラーテ 

レビの輸出自主規制合意（昭51年輸 

出台数の60%に規制）.

4.16修正予算案,野党の要求を容れ 

追加減税3000億円（総額7100億円） 

で一致,成立（予算案の修正は異 

例）.

4.26革新自由連合（代表中山千夏ら 

3人）正式発足.

4.29ソ連,日ソ漁業条約の破棄通告 

（1年後に失効）.

5. 2 「領海法」（宗谷・津軽・対馬東 

西・大隅海峡を除いて12カイリ）, 

「漁業水域暫定措置法」（200カイリ） 

公布（7.1施行）.

5. 7福田首相,ロンドンでの第3回

5. 4最高裁大法廷,全逓名古屋中郵 

事件（昭33年）上告審で公労法の争 

議行為禁止を合憲とし,違反争議に 

労組法の刑事免責適用の余地なしと, 

昭41年判例を逆転.

2.14医療審議会,必要病床数の算定 

において使用する数値の改定等を答 

申（人口10万人未満の市町村で国公 

立病院の病床10%緩和）.

2.18厚生省,即席めん類や容器包装 

詰加圧加熱殺菌食品の規格基準を設 

定.

2.25予防接種事故の被害者に対する 

健康被害救済補償制度発足.

3.-厚生省,第1回在米被爆者の健 

康診断の実施（以後隔年でアメリカ 

に医師団を派遣）.

4. 3中央精神衛生審議会,精神障害 

者の社会復帰問題に関する中間報告 

を厚相に提出.

4. 9厚生省,医師国家試験の改善で 

出題基準'ガイドライン’を作成（内 

科•外科・産婦人科•小児科・公衆 

衛生の5科の出題範囲とレベルを規 

定.昭53年度から採用）.

4.21 食品衛生調査会,米国産グレー 

プフルーツやレモンのカビ防止剤 

（OPP）を食品添加物に指定するこ 

とを答申.

4.30 厚生省,OPP （オノレトフェニル 

フェノール）およびOPP-Na （オル 

トフェニルフェノールナトリウム） 

を食品添加物として指定（食品衛生 

法施行規則改正）.

5.1 聖隸浜松病院の新生児集中治療 

施設（NICU）開所.

5.11 中央薬事審議会,抗菌剤・ビタ 

ミン等代謝性製剤・循環器官用剤・ 

酵素製剤の再評価結果を厚相に答申.
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昭和52年

3.15男性保育者の配置始まる（児童 

福祉法施行令改正）.

3. -厚生省都市型特養構想（ショ

ートスティ•入浴サービスなどを含 

む）を発表.

4.15東京都婦人相談センター（かけ 

こみ寺）オープン.

4. -全社協,全国ボランティア活動

振興センター設置（中央ボランティ 

ア・センターの改組,強化）.

5.24戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（遺族一時金の年金化, 

勤務関連傷病・軽症者に対する平病 

死年金の創設）.

1.- 社会保険庁,新しい事務処理方 

式の全体構想を発表.

2. 2厚相,社会保険審議会・社会保 

障制度審議会に健康保険法改正案要 

綱を諮問（賞与に2 %の特別保険料, 

初診時一部負担の増額,薬剤費に償 

還制導入,傷病手当支給期間を1年 

半に延長）.

2.18社会保険審議会,厚生年金保険 

法,船員保険法改正案について答申.

2.21社会保障制度審議会,国民年金 

法等改正案について答申.

3.31国民健康保険の擬制世帯の主課 

税廃止（地方税法改正）.

4.1社会保険庁年金保険部業務課に 

年金相談センター開設.

4. 3社会経済国民会議,高齢化社会 

の年金制度一生涯資産の確立をめざ 

しての提言を発表（各種年金の整合 

化,ナショナルミニマムの年金と拠 

出比例の上積み年金の2段階年金方 

式）.

4. 6厚生省,健康保険の被扶養者の 

認定基準について通知.

4.10厚生省,厚生年金および国民年 

金両制度の長期的見通し（昭51年度 

年金改正後から昭85年度まで）を発 

表.

5.13社会保険審議会と社会保障制度 

審議会,健康保険制度等改正案要綱 

についてそれぞれ批判的な答申.

5.2?国民年金法等改正法公布（8.1施 

行.スライド実施時期の繰上げ）.

3.1 米国,ソ連,200カイリ漁業専管 

水域実施（200カイリ時代）.

11.3国連総会,ハイジャック防止決 

議採択.

（英）1.-年金支給開始年齢（男62歳, 

女59歳）に達しない高齢者が,若い 

労働者の雇用のために退職した場合, 

暫定的に,手当（非課税）を支給・

4•一薬剤の任意価格規制制度を薬剤 

価格規制制度に改正（必要経費,利 

潤率等の審査が厳しくなる）.

> これまでの家族給付および児童の 

扶養控除を廃止,16歳未満のすべて 

の児童を対象に,児童給付を開始.

一 食糧スタンプ制度改正（資格要件 

を厳しくし無料配布とする）.

（米）4.-政府,「病院費用抑制法案」 

（慢性疾病病院（主として精神病院） 

や新築後2年以内の病院の収入増加 

率を9%以内に抑制）を提出,廃案.

9.- 保健教育福祉省,病院の新設拡 

張の抑制の基準を示す（医療機関の 

新設基準を人口1000人当たり一般病 

院4以下の地域）.

〇 確定した社会保障給付に対し自動 

生計費調整が導入される.

> 保健教育福祉省に保険局を設立.

11.1低所得家庭燃料補助制度,臨時 

の制度として成立（1980年に恒久制 

度となる）.

11.6 ILOから脱退.

— 社会保障法の改正によりメディケ 

ア,メディケイド費用抑制策,辺境 

医療対策を行う.

（仏）5. 24社会保障の適用者を芸術家, 

著作者,作曲家などに拡大,1978年 

さらに拡大.

6.-  フランス経営者連盟と主要労働 

組合の全国組織との間の協定により, 

60歳以降で退職する者に対し失業保 

険金と合算して退職時賃金の70%を 

65歳に達するまで支給する.

7.12所得手当,主婦手当などを法律
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背 景 社会保障一般 衛生・医療

先進国首脳会議で,本年度経済成長 

率6. 7% （経常収支7億ドル赤字） 

を約束.各国代表日本の円高を歓迎, 

経済成長に期待.

5.10衆議院,日韓大陸棚協定を可決 

（昭53. 6. 22公布）.

5.27ソ連の200カイリ水域内の漁業に 

関する日ソ漁業暫定協定署名（領土 

問題を分離）.

6. 3独占禁止法改正法公布（不当な 

取引制限に対する課徴金制度導入な 

ど）•

6.25「中小企業分野調整法」公布（9. 
24施行.中小企業分野での大企業活 

動を規制）.

7.10第11回参議院議員選挙（自民63, 
社会27,公明14,民社6,共産5, 
新自ク3,社市連1,革自連1,諸 

派1,無所属5.自民党,与野党勢 

カ逆転を阻止）.

7.14宇宙開発事業団,わが国初の静 

止気象衛生'ひまわり’の打上げに成 

功

7.27第81回臨時国会召集（7.30開会 

式,8. 3閉会）.

8. 4日本の200カイリ水域内の漁業に 

関するソ日漁業暫定協定署名.

8. 7福田首相,東南アジア諸国を訪 

問しASEAN 5カ国と初の首脳会議 

（10億ドルの資金援助など共同声明）.

> 北海道の有珠山が噴火を開始.8. 9 
洞爺湖温泉に避難命令.

8. 9経済企画庁,『経済白書』〈安定 

成長への適応を進める日本経済〉を 

発表.

9. 3経済対策閣僚会議,公共事業な 

ど約2兆円の事業規模の追加を中心 

とした景気対策等を決定.

[> 王貞治,後楽園球場で米大リーグ 

-アーロンの記録を破る通算756本 

塁打を記録（9. 5国民栄誉賞第1号 

受賞）.

9.12使用済み核燃料再処理施設運転 

に関する日米共同決定署名.

5.30経済企画庁総合政策基本問題研 

究会,総合社会政策を求めての報告 

書を発表.

6. 7厚生省,地域人口の移動調査の 

結果を発表（人口移動は停滞気味, 

大都市圏と非大都市圏の交流減少）.

9.20内閣にヴィエトナム難民対策連 

絡会議設置.

5.18厚生省,医薬分業に関する薬局 

実態調査を発表（医薬分業の実施率 

2. 6%）.
5.30第16回国際看護婦会議開催.

6.1 厚生省,国立循環器病センター 

設置（8.1診療開始）.

6.15和歌山県有田市を中心にコレラ 

患者発生（7. 2終息.患者•保菌者99 
人,うち1人死亡）.

6.23水道法改正法公布（水質検査施 

設の設置,広域的水道整備計画,簡 

易専用水道整備など）.

6.28クロロキン被害者の会,製薬会 

社と厚生省薬務局長を傷害罪と薬事 

法違反で告訴.

6. -腎臓移植普及会,千葉県佐倉市

の国立療養所内に腎臓バンクを設置.

7. 6厚生省,救急医療対策事業実施 

要綱を作成（各都道府県において第 

1次から第3次までの救急医療施設 

の整備および広域救急医療情報シス 

テムの整備を図るための指針）.

>中央薬事審議会,循環器官用剤・ 

眼科耳鼻科用剤・外皮用剤•精神神 

経用剤•抗菌製剤•消炎鎮痛剤の再 

評価結果を厚相に答申（発がん性の 

疑いのあるニトロフラン系6成分49 
品目の製造•販売中止）.

7.22閣議,秋から中学3年生の女子 

に風しんの予防接種義務化を決定 

（予防接種法施行令改正）.

8. 5厚相,'一億国民総健康づくり’を 

提唱.

8.24厚相,生活環境審議会に有害物 

質を含有する家庭用品の規制基準の 

改正について（防炎加工剤,防虫加 

エ剤2物質の基準追加）を諮問（9.
1答申）.

9. 6 WHO第28回西太平洋地域委員会, 

東京で開催（〜9.12.看護婦確保の 

問題を検討）.

9.10厚生省,畜産物中の残留物質検 

査法を定める.

9.- 厚生省,'市町村保健センター'を 

ioカ年計画で全国に設置を発表（保 

健婦常駐,地域住民の健康相談,健 

康教育の施設）.
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6.24厚生省,1歳6カ月児健康診査 6. 9健康保険法改正法（賞与からの

で廃止,代わって付加家族手当を新 

設（一定所得以下の単身女性で3歳 

未満の子または3児以上を養育する

10.1 薬剤費の償還率を変更し平均75 
%とする（軽症のための薬剤は40%, 
高価薬は90%を100%に改正）.

12. 31施設収容身障者の費用の一部負 

担の導入.

一 社会扶助の支出増を抑えるため,

制度創設 特別保険料徴収など）,衆議院本会 地方自治体の社会保障担当部局と保

議で継続審議. 健・社会サービス担当部局の統合.

6.20社保審厚生年金保険部会,年金 

制度の官民格差問題で議論. （西独）6. 一「疾病保険費用抑制法」を

7.1厚生省,昭51年母乳汚染の実態

制定,7.1より実施（保険医の診療 

報酬引上率の制限（5カ年間に予想 

される賃金引上率の範囲内）,処方 

薬剤総額の規制,一部負担の引上げ, 

年金受給者疾病保険の完全な財政調 

整,同一地域内の疾病金庫の財政調 

整など）.

一 連邦労働大臣の下に医療保障制度 

審議会設置（毎年1回3月末までに

調査（結果）を発表（母乳汚染は漸 診療報酬の引上げと薬剤費総額にっ

減傾向,複合汚染が残存）. いて勧告）.

7.12厚生省,先天性代謝異常検査制

度を創設（フェニールケトン尿症等 （伊）7.— 大統領は社会サービスの責

を対象）. 任を地方に移すことを促進するよう

8. 6総理府,社会福祉に関する世論

布告（これまでパラパラに国,地方, 

地域,関係団体が実施していた盲人, 

孤児らの社会福祉サービスが地方の 

レベルで統一的に実施）.

（スウェーデン）7.— 労働災害補償制 

度を大幅に改正（全国民を対象にし, 

職場の事故を補償することとし,対 

象の範囲は学生,児童にまで拡大）.

調査結果を発表（老人医療費無料化

制度77%が存続望む）. （カナダ）ナーシング•ケア,在宅看護

&一全社協,都市型特別養護老人ホ に健康保険の給付.

ームの整備のあり方に関する研究を

発表 （国際）2.15ネパールで'婦人の参加'を

9.一 全社協在宅福祉サービス研究委

テーマに国連のアジア太平洋地域セ 

ミナー（〜2. 22）.
3.一 国連水会議マルデルプラタで開 

催 1981年から1990年までの10年間 

を'国際飲料水供給と衛生のioカ年’

員会,在宅福祉サービスに関する提 と宣言.

言を発表. 5.- ILOの専門家会議の資料は,医

療費増加の原因を,社会保障適用範 

囲の拡大,入院医療の重視,近代の 

社会生活,労働の変化,医療費支払 

い方式（出来高払い）,医師数の増 

加,医療施設の建設費用の増大,運 

営費の増加,管理面のルーズさによ
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9.20対外経済対策閣僚懇談会,原油 

備蓄の積増し等当面の経常収支黒字 

減らし対策を決定.

9.29第82回臨時国会召集（同日開会 

式,11.25閉会）.

〇政府,日本赤軍によるボンベイで 

の日航機乗取り事件（9. 28）で超法 

規的措置（服役•拘留中の赤軍派ら 

9人の釈放と身代金支払い）.

10. 4税制調査会,中期税制に関する 

答申を首相に提出（一般消費税導入 

を提言）•

10.26老人保健医療問題懇談会,今後 

の老人保健医療対策のあり方につい 

ての意見書を厚相に提出（現行制度 

のもとで一部負担は現実的でない, 

健康教育,健康診査,保健指導,機 

能回復訓練など総合的保健医療対策 

の確立,所得制限はやむを得ない, 

など）.

10. 5福岡地裁,カネミ油症事件で製 

造元（鐘淵化学）の間接責任を認め, 

原告勝訴の判決.

10.26老人保健医療問題懇談会,今後 

の老人保健医療対策のあり方につい 

てを厚相に提出.

10.28中央薬事審議会,血液用剤•体 

液用剤•糖尿病用剤・眼科耳鼻科用 

剤・外皮用剤・精神神経用剤・麻酔 

剤の再評ftffi結果を厚相に答申.

10.29スモン訴訟,東京地裁で全国初 

の和解.

11・4閣議,第3次全国総合開発計画 

を決定（低成長時代の生活安定本位 

（定住圏構想））.

11.9福田首相,衆議院予算委員会の 

円高問題集中審議で,年初の経済見 

通しの誤算を認め,成長率6. 7% 
達成の困難を表明（経常収支7億ド 

ル赤字見通しが65億ドルの大幅黒 

字）.30億ドル緊急輸入を要望.

11.25内閣に,省エネルギー •省資源 

対策推進会議設置.

11.28福田内閣改造（厚相小沢辰男）.

11.29航空機強取等防止対策を強化す 

るための関係法律改正法公布.

11.30米軍,立川基地全面返還.

12. 5「中小企業倒産防止共済法」公布 

（連鎖倒産防止のため）.

12. 6経済対策閣僚会議,大幅輸出超 

過による黒字縮減のため対外経済政 

策を決定（東京ラウンドの推進,関 

税引下げの繰上げ,残存輸入制限品 

の輸入枠拡大など8項目）.

12. 7第83回臨時国会召集（同日開会 

式,12.10閉会）.

12.16日ソ,ソ日両漁業暫定協定1年 

延長の議定書に署名（以後昭59年ま 

で毎年延長）.

12.19第84回通常国会召集（翌年1.21 
開会式,6.16閉会）.

12.2!閣議,昭53年度予算編成方針を 

決定.景気回復を図る臨時異例の財 

政運営とし,国債依存率30%以内の 

線を放棄.

12.23行政改革の推進について閣議決

12. 2厚生省,昭51年版『厚生白書』 

〈高齢化社会の入口に立つ社会保障〉 

を発表.

12.15厚生省,老人保健医療制度準備 

室を設置.

12.26「特定不況業種離職者臨時措置 

法」公布（指定業種事業主の再就職 

援助計画提出義務,国の訓練待機手 

当等の支給を規定）.

.> 「船員の雇用の促進に関する特別 

措置法」公布.

12.29閣議,昭53年度一般会計予算を 

決定（社会保障関係費6兆7811億円, 

前年度比18%増）.

12. 2厚生省,医薬品による健康被害 

の救済に関する法律案大綱（厚生省 

薬務局試案）を公表.

12.17厚生省,日本医療団の清算事務 

を完了.
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10.24幼稚園及び保育所に関する懇談 

会,発足（幼稚園,保育所の整備計 

画.教育•保育の連携を検討）.

るとした.

6.1ILO第63回総会ジュネーブで開 

催（〜6. 22）.条約148号「空気汚染, 

騒音および振動に起因する作業環境 

における職業性の危害からの労働者 

の保護に関する条約丄149号「看護 

職員の雇用労働条件及び生活状態に 

関する条約」を採択・

9.- WHO西太平洋地域委員会,東京 

で開催,看護婦確保の問題を討議.

11.14厚生省,昭51年保育需要実態調 

査を発表（要保育児童40万人）.

11.21中央社会福祉審議会老人福祉専 

門分科会,今後の老人ホームのあり 

方についてを厚相に提出（老人ホー 

ム機能の地域開放,医療処遇のあり 

方につき提言）.

11.5社会保険審議会,昭53年度を目 

途にした医療保険制度の基本的見直 

しで,医療保険制度の改善方策につ 

いてと題する意見書を厚相に提出.

11.22厚相,参院社労委で昭53年度以 

降の医療保険制度改革の基本的考え 

方について（14項目）と実施時期を 

発表（健保組合間財政調整,本人・ 

家族の給付水準格差是正,一部負担 

の合理化）.

11.25第82回臨時国会閉会（健康保険 

法,船員保険法改正案廃案）.

12.1厚生省,養護児童等実態調査の 

実施

12.12中央児童福祉審議会児童手当部 

会,児童手当制度に関する当面の改 

善策と題する意見書を厚相に提出.

12.20中央児童福祉審議会,保育所措 

置費の徴収基準の当面の改善案につ 

いて意見具申を厚相に提出.

12. 9年金制度基本構想懇談会,中間 

意見を報告（当面の措置として,国 

民年金の経過年金の引上げ,厚生, 

共済両年金の支給開始年齢の弓I上げ, 

年数加算制の見直しなどを求める）.

12.16健康保険法等改正法公布（賞与 

に対する特別保険料創設,国保組合 

への国庫補助率25%から40%まで増 

額可.昭53.1-部施行,昭53. 4全部 

施行）.

12.19社会保障制度審議会,皆年金下 

の新年金体系の提言をまとめ,首相 

に建議（65歳以上の者には全額国庫 

負担による一定額を支給する基本年 

金の創設,基本年金に公的年金を上 

乗せ,基本年金の財源は目的税の導 

入,など）.

12.20財政制度審議会,政管健保など 

の赤字解消のため受益者負担の強化
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定（昭53年度から2年間に中央省庁 

の2 %の課・室・官の廃止など）.

12.29政府,昭53年度予算案決定（一 

般会計34兆2950億円,財政投融資14 
兆8876億円）.

—— この年,景気刺激へ異例の財政 

運営.公共事業伸び最高,国債依存 

率実質37%.国際収支109億1800万 

ドルの黒字（黒字減らし,輸出規制 

問題となる）.円高ドル安で輸出産 

業に打撃（円高不況）.

昭和53年

1.10美濃部都知事,福田首相に起債 

550億円の承認を直接要請（法人税 

の伸び停滞,都の財政危機が深刻 

化）.

1.13日米経済交渉,共同声明を発表 

し閉幕（日本側,昭53年度7 %の経 

済成長,昭54年度以降は経常収支均 

衡・輸入の拡大•政府開発援助の5 
年間倍増などを約束）.

1.14伊豆大島近海地震（M7）（伊豆 

半島,被害甚大•交通寸断.死者25 
人）.

2.14「円相場高騰関連中小企業対策臨 

時措置法」公布.

2.16日中民間長期貿易取決め署名・

2.28与野党,昭53年度予算修正によ 

る減税3000億円で合意（2年続きの 

戻し減税）.

〇北海道総合開発計画,閣議決定.

1.10総理府,初の『婦人白書』〈婦人 

の現状と施策〉を発表（女子労働人 

ロ2010万人,労働人口の37.4%,既 

婚者60%,平均賃金男子の58. 3%）.

1.1! 厚生省,食鳥処理加工指導要領 

を通知.

1.24厚生省,全国の有害産業廃棄物 

の処理について実態調査結果を発表 

（有害物質を含む産業廃棄物年間690 
万トン以上）.

2.18 嫌煙権確立をめざす人びとの会 

結成.

3.1!国際収支対策関係閣僚会議,貿 

易黒字減らし対策の輸入促進措置を 

決定（民間航空機•ニッケル•ウラ 

ン等の緊急輸入,タンカーによる原 

油備蓄など4項目）.

3.26社会市民連合と田英夫ら社会党 

離党議員,社会民主連合結成（中道 

左を志向）.

3.-厚生省,厚生行政情報処理シス 

テム研究会のワーキングループとし 

てEDP部会設置（台帳管理システム 

の共同研究,システム開発計画の検 

討,厚生省のデータベースの研究な 

どを行い,厚生省内の行政情報処理 

システムの推進を図る）.

3.!スモン訴訟,金沢地裁で初の判 

決（原告勝訴.被告側はこれを不服 

として控訴.その後8地裁で判決相 

次ぐ）.

3. 2厚生省医師研修審議会,プライ 

マリ•ケアを習得させるための方策 

について厚相に意見書を提出.

3.10カネミ油症事件で福岡地裁,力 

ネミ倉庫・鐘淵化学に60億8000万円 

の支払いを命ずる.昭59. 3.16,福 

岡高裁,さらに国の行政責任を認め 

賠償を命令.

3.15厚生省,医療用医薬品の販売の 

適正化（特に添付販売の規制）にっ 

いて通知.

3.16大流行の集団かぜ（香港・ソ連 

型）患者296万9000人に達す（空前
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などを蔵相に建議.

—— この年,精神薄弱者通所援護事

業制度化.

昭和53年

2.20厚生省社会局長•児童家庭局長, 

社会福祉施設長の資格要件について 

通知.

1.9厚相,中医協に診療報酬の実質 

平均9. 6%引上げを諮問（医科9. 3%, 
歯科12.5%,調剤1.6%）.

1.17中医協,診療報酬の平均11.6% 
（薬価引下げによる庚療費2%低下 

により実質9. 6%）引上げを答申 

（1.28告示）.

1.28厚生省,入院室料の差額徴収 

（3人部屋以上の差額廃止）と基準 

看護病院の付添看護料の廃止につい 

て通知.

2. 2国民年金審議会,国民年金制度 

の改正について厚相に答申.

2. 3社会保険審議会,厚生年金保険 

法•船員保険法改正案につき答申.

2. 8社会保障制度審議会,国民年金 

法等改正案につき答申.

2.10社会保障制度審議会,共済組合 

制度に関する意見を首相に提出（共 

済組合全体を通ずる責任ある組織の 

設置）.

3. 3厚生省,自民党医療基本問題調 

査会と自民党社会部会の合同会議に, 

医療保険制度改革要綱案と健康保険 

法改正案を説明（職域•地域•老人 

保健医療の3本建制度,職域•地域 

間の公平な給付と負担,職域保険内 

の財政調整）.

3.24厚生年金基金連合会,企業年金 

問題懇談会を設置（企業年金の将来 

構想を検討）.

5.23初の国連軍縮特別総会開催.

12.16 OPEC総会,昭54年の原油価格 

を4段階方式で14. 5%まで値上げを 

決定（第2次石油危機）.

（英）4.- 老齢,疾病,寡婦年金に新 

しい比例所得の拠出始まる（これに 

より翌年4月より低額の付加年金支 

給開始.ただし比例所得による満額 

年金支給は20年後の1998年）.

7.- マンチェスター市郊外の病院で, 

世界で初の体外受精児ルイーズ=ブ 

ラウンちゃん誕生（人間の尊厳をめ 

ぐる論争起こる）.

（米）社会保障法が改正され,末期腎臓 

病に対し 在宅治療,腎臓移植を推 

進することにより費用の抑制が図ら 

れることとなった.

A雇用における年令差別に関する法 

律が改正され,65〜70歳についても 

解雇,雇用,昇進上の差別を禁止.

〇 Older American Actが改正され, 

州・地域の実施主体の連係強化,効 

率化が図られた.

（仏）1.1家族給付が全国民に適用 

（フランス国内に居住し,養育費を 

負担する者はすべて受給権を有す）.

1.2 「社会保障の一般化に関する法 

律」成立（未適用者の既存制度への 

加入,新設制度への吸収を企図）.

12.13政府,閣議で景気停滞にともな 

い,収支両面にわたる社会保障の財 

政再建計画（保険料引上げ,病院入 

院の増加抑制）を決定.

—政府,公的扶助の増大傾向に対し 

て運用を厳しくするよう措置する.

> 高齢者に対するホーム•ヘルプ•
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4.18「石油税法」公布（エネルギー対 4. 4社会経済国民会議,高齢化社会

の記録）.

3.22鶴見川河口附近よりコレラ菌検 

出,汚染源は医療機関の排水（人口 

透析液浄化槽）と判明（6. 8終息）.

3.23厚生省,医師研修審議会の意見 

に基づき,医師研修制度のあり方で 

通知.

3.24中央薬事審議会,循環器官用剤 

•糖尿病用剤•ホルモン剤の再評価 

結果を厚相に答申（7品目製造中 

止）.

3.30孫振斗訴訟で最高裁判決（国敗 

訴,不法入国者に対しても被爆者手 

帳を交付すべし）.

4.1国民健康づくり対策の一環とし

策財源）. の人間的医療保障と題する提言を発 て,国民健康保険保健婦を市町村保

4.2!経済対策閣僚会議,国際収支対 表. 健婦に身分移管.

策・円高にともなう物価対策を決定 4. 5社会保険庁,業務課を業務第1 4. 3中央精神衛生審議会,精神障害

（輸入拡大,円高差益還元,経済協 課•第2課に分課. 者の社会復帰施設に関する中間報告

力推進など）. 4.26 政府,ヴィエトナム難民の定住 を厚相に提出.

につき身元引受人のある者は認める 4.1! 厚生省公衆衛生局長,国民の健

と决定. 康づくり地方推進事業および婦人の

5.15「特定不況産業安定臨時措置法」 5.1 恩給法等改正法公布（断続実在

健康づくり推進事業等について通知.

4.20「特定空港周辺航空機騒音対策特 

別措置法」公布.

4.24厚生省,市町村保健センター整 

備要綱を通知.

> 国立武蔵療養所神経センター開所 

式（東京都小平市）.

5.1厚生省,全国の国立病院・療養

公布（平電炉,アルミ精練,合繊, 職年3年以上の旧軍人に対し,一時 所に,喫煙場所の制限についてを通

造船,合金鉄,紡績,化学肥料が対 金の支給等）. 知（一定の喫煙所の設置と他の場所

象業種）. 5.13社会保障制度審議会,健康保険 での喫煙禁止を指示）.

5.20新東京国際空港開港式（建設決 制度等の改正案要綱の諮問に対して > 厚生省,財団法人健康づくり振興

定から12年）. 答申. 財団の設立を認可.

5.23 「審議会等の整理等に関する法 5.20政府,国際人権規約に署各 5.23栄養審議会,伝染病予防調査会，

律」公布. 5.-同和対策協議会,同和対策の推 結核予防審議会を廃1上,公衆衛生審

進について意見具申. 議会に統合.

6.1福岡市,異常渇水で1日5時間 6.16水俣病問題関係閣僚会議,熊本

給水を実施（12.1,9時間給水に緩 県債発行によるチッソへの救済融資

和）. を決定.

6. 7佐世保重工業の経営危機救済案 6.17 厚生省,パーキンソン病を医療

（大蔵省案）決定. 費公費負担の対象疾患として指定

6.12宮城県沖地震（M7.5）,仙台市 （10.1実施）.

を中心に被害（死者27人,損壊家屋 

2844戸）.

6.15「大規模地震対策特別措置法」公 

布.

7. 5農林省,農林水産省と改称. 7.1 厚生省,昭52年簡易生命表を発 7.11環境庁,二酸化窒素（NQ）の

7.14首都圏地方自治研究会,横浜市 表（平均寿命:男72.69歳,女?7. 95 大気環境基準を大幅緩和（現行の2
でシンポジウム〈地方の時代〉開催 歳.男は世界一,女は長寿国グルー 〜3倍）.

（自治体革新の方途をさぐる）. ブに入る）. 7.20 国立病院・療養所問題懇談会

7.16第4回主要国首脳会議ボン•サ 7.20中期労働政策懇談会,労働政策 （厚相の私的諮問機関）発足.

ミット開催（福田首相,経常収支の の中•長期的課題と展開の方向を労 7.2! 厚生省,貝毒による食中毒で安

黒字縮減と経済成長率7 %達成を公 相に答申（定年制を65歳とし,当面 全基準を通知.
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4.!厚生省,第34次生活扶助基準を 

改定（級地制度について4区分制か 

ら3区分制に改正）.

4.15厚生省,在宅重度精神薄弱者訪 

問診査事業を実施.

4.28戦傷病者戦没者遺族等援護法等 

改正法公布（準軍属の範囲拡大（満 

州青年移民）など）.

4.- 厚生省,寝たきり老人の短期保 

護事業を設置.

4. 7厚相,健康保険制度等の改正案 

要綱を社会保険審議会に諮問（本人 

•家族の10割給付,薬剤•歯科材料 

費の償還払,組合健保間の財政調 

整）.

4.18年金制度基本構想懇談会,わが 

国年金制度の改革の方向を厚相に報 

告•

5.12閣議で,福祉一時金の支出要綱 

を決定（昭53年度の所得減税に浴さ 

なかった低所得層に,一律6000円を 

支給）.

6. 9厚生事務次官,児童館の設置運 

営要綱を通知.

6.16総理府に国際児童年事業推進会 

議設置.

6.20日本児童手当協会発足（理事長 

熊崎正夫）.

6.- 厚生省,保育所における障害児 

の受入れについて通知.

5.13社会保険審議会,健康保険制度 

等の改正案要綱の諮問に対して答申 

（薬剤費等の償還制導入,付加給付 

廃止に批判的）.

5.16国民年金法等改正法公布（8.1施 

行.スライド実施時期の繰上げ等）.

5.26政府,健康保険法等改正案を第84 
回国会に提出.

6.13 農業者年金基金法改正法公布 

（一部施行,7.1全部施行.時効完成 

保険料の納付特例措置等）.

6.16健康保険法等改正法,衆議院議 

院運営委員会で継続審議と決定.

6.24社会党,医療保障の確立をめざ 

す政策大綱草案を発表（本人•家族 

10割給付,被用者保険•地域保険の 

2本建,高齢者医療制度創設,支払 

方式の総額請負制など）.

7. 3日本医師会,健保法改正案に反 

対する'院外処方せん発行強化週間' 

開始（8日まで徳島•京都を除く全 

国で実施）.

サービスに法的根拠を与え,そのパ 

ラメディカルの費用は疾病保険が負 

担.

（西独）連邦労働社会省の社会報告は, 

医療費増大は社会支出の伸び,賃金 

・総生産の伸びと同じでなければな 

らぬと抑制を強調.

（伊）12. 23 「国民保健サービス組織法」 

公布（1979.1施行.健康保険,共 

済制度から国民保健サービスに移行. 

予防,治療,リハビリテーションを 

一貫する医療,全国民に対する医療 

サービスの均等化,未加入者への適 

用,医療行政の地方分権化,増大す 

る医療費のコントロールなどへの転 

換,保険医診療報酬を出来高払いか 

ら人頭払い制に転換,薬剤費の一部 

負担導入）.

（スウェーデン）特別両親手当制度を制 

定（8歳までの子供の病気で親が就 

業できない時,通算90日間支給.支 

給額は最初の60日間は収入の90%, 
残りは定額で1日当たり32クロー 

ネ）.

（デンマーク）6.- 重度の身体障害者 

および精神障害者に対する特別扶助 

制度の責任を198〇.1以降地方公共 

団体に移す法律を制定.

（国際）6. 7 ILO第64回総会開催（〜 

6. 28）.条約150号「労働行政（役割, 

機能および組織）に関する条約」, 

151号「公務における団結権の保護 

および雇用条件の決定のための手続 

きに関する条約」採択.

9. 6 WHO,ソ連のアルマ•アタにて 

プライマリ•ヘルスケアに関する国 

際会議を開催（〜9.12. ‘200〇年まで 

にすべての人に健康を'をスローガ 

ンに,2000年健康戦略を内容とする 

ーアルマ・アタ宣言一を採択）.
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約）. 60歳実現.弓1退年齢までの第2の職 7.28予防接種法施行令に麻しんを追

7.17郵政省,進学積立郵便叶金の取 場確保,社会保障政策との連携強 加（1〜6歳の幼児）.

扱い開始（国の進学ローン制度新 

設）.

7.19栗栖統合幕僚会議議長,自衛隊 

の緊急時の超法規的行動に関する発 

言を確認（7.28,金丸防衛庁長官, 

文民統制に反するとして栗栖議長を 

更迭）.

化）.

8. 4政府,故古賀政男に国民栄誉賞 8.1!労働,厚生両省,福祉•医療従 8. 3 東京地裁,東京スモン訴訟でキ

授与（酒と涙と人生の哀歓=4000 事者の増加,定年延長と年金支給開 ノホルム起因と断定,国と製薬3社

曲）. 始年齢の引上げとの関連について意 に対し原告133人に総額32億5100万
> 閣議,従来の国民所得統計を新s 見交換. 円の賠償金支払いを命ずる.被告側

NA （国連提示の国民経済計算体 控訴.

系）へ切替えを決定. 8. 4 食品衛生調査会,グレープフル

&11経済企画庁,『経済白書』〈構造 ーッやレモンのカビ防止剤'TAZ'
転換を進めつつある日本経済〉を発 （チアベンダゾール）の使用を認め

表. る答申を厚相に提出.

8.12日中平和友好条約署名（中国, 8.1! 厚生省公衆衛生局長・環境衛生

砺権•第3国問題で大幅譲歩.10. 23 局長,コレラ防疫対策実施要綱を通

批准書交換）. 知.

&21 厚生省,薬局モニター制度を発 

足（全国2477の薬局を対象）.

8.24厚相,生活環境審議会に有害物 

質を含有する家庭用品の規制基準の 

改正について（防災加工剤,防菌・ 

防かび剤2物質の基準追加）を諮問 

（9.1答申）.

8.3! 厚生省,水質基準にカドミウム 

を追加（水質基準に関する省令改 

正）.

9. 2経済対策閣僚会議,内需拡大策 9.10 ベビーフード照射事件発生（愛

など6項目の総合経済対策を決定. 知県の食品加工業者が,粉末野菜製

9.18第85回臨時国会召集（同日開会 造過程で放射線照射の事実判明.県

式,10.21閉会）. 衛生部,営業停止を命じた）.

10.10本州四国連絡橋公団,児島一坂出 10.13厚生省統計情報部のコンピュー 10. 9 厚生省,無医地区調査を実施

ルート建設に着工・ タと霞が関庁舎内の端末機のオンラ （無医地区1750カ所）.

イン始動. 10.27医療法改正法公布（標榜科目と 

して,美容外科•呼吸器外科•心臓 

血管外科・小児外科・矯正歯科・小 

児歯科追加）.

10.-厚生省,スモン患者への恒久対 

策として,はり•きゅう・マッサー 

ジ治療の無料化,世帯更生資金の貸 

付けを公表（12月実施）.

11.11「無限連鎖講の防止に関する法 11.1社会経済国民会議,総合的福祉 11.4東京池之端コレラ事件発生（1
律」（ネズミ講）公布. 対策の理念と方向 日本的福祉社会 都9県におよぶ集団発生•患者,保

11.18「特定不況地域中小企業対策臨時 の提唱を発表. 菌者49人におよぶ）.

措置法」公布. 11.13同和対策事業特別措置法改正法 11.15「水俣病認定促進臨時措置法」公

11.28日米防衛協力のための指針,閣 公布（期限3年延長）. 布.

議決定 11.18 「特定不況地域離職者臨時措置 

法」公布（特定地域での特別雇用対 

策として,40歳以上離職者の失業給 

付期間の延長,雇用安定資金制度の
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8.26日本テレビ,24時間チャリティ 

一番組（愛は地球を救う）を初の全 

国ネットワークで放送（募金11億 

3000万円）.

8.15日本医師会,健保改正問題で, 

医療保険制度の改革構想を発表（地 

域保険,産業保険への再編成と老人 

を対象とする老齢健保の創設）.

9.-中央児童福祉審議会,当面する 

心身障害児福祉政策をまとめる（地 

域社会在宅での福祉の重視,施設入 

所児童に対する医療を強調）.

9.14社会保険審議会船員保険部会, 

特定不況地域離職者等臨時措置法案 

による船員保険法の個別延長給付の 

特例について,延長給付も緊急やむ 

なしと答申.

10. 6厚生年金基金連合会,企業年金 

懇談会がまとめた'企業年金の望ま 

しいあり方'を発表（中小企業の企 

業年金育成,税法上の優遇措置,企 

業の経営難の際の救済方法）•

10.17 厚生省,医療G メンをプロジェ 

クトチームとして編成する計画を発 

表（直接監査,指導に乗り出す）.

11.20 '79年国際児童年・子どもの人権 

を守る連絡会議結成大会.

11.-  厚生省,遺族年金受給者実態調 

査を実施（遺族年金の平均受給額4 
万2000円,生存受給者の6割足ら 

ず）•
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昭和53・54年（1978・?9）

背 景 社会保障一般 衛生。医療

12. 5東京ラウンド日米農産物交渉妥 

結（オレンジ,牛肉等の輸入枠拡 

大）.

12. 6福田内閣総辞職.

〇 第86回臨時国会召集（同日開会式, 

12.12 閉会）.

12. 7大平正芳内閣成立（厚相橋木龍 

太郎）.

12.22第87回通常国会召集（翌年1.25 
開会式,6.14閉会）.

12.2?税制調査会,一般消費税の昭55 
年導入・税率5 %を大平首相に答申. 

地域内全企業適甩中高年齢者雇用 

開発給付金支給期間の倍増）.

11.20労働基準法研究会,労相に労基 

法の女子に対する時間外労働制限, 

生理休暇廃止などの報告書を提出.

11.28厚生省,昭52年版『厚生白書』 

〈健康な老後を考える〉を発表.

12. 2厚相,別建ての老人保健医療制 

度創設を提言（予防給付65歳・医療 

給付70歳以上,公費7割•民間3割 

の財源負担,所得に応じた一部負担 

導入）.

12.19社会保障制度審議会,'皆年金下 

の新年金体系'意見具申.

12.20国立病院•療養所問題懇談会, 

当面の施策を厚相に提言（脳卒中患 

者のリハビリ,へき地医療•救急医 

療を担当.がん•心臓病などの専門 

医療機能の強化）.

この年,革新自治体に転機（京 

都・沖縄知事選のほか,13市で革新 

市長が敗退）.

>経済成長率実質5.1%,国際収支 

黒字165億3400万ドル,消費者物価 

3. 8%上昇.

昭和54年

1.13初の国立大学共通1次試験実施 

（〜1.14）.
1.17カルテックス社,対日原油供給 

の削減を通告.他の国際石油資本 

（メジャー）も（イラン革命による 

第2次石油危機）.

2. ?森永日銀総裁,金融政策の力点 

を景気回復から物価重視へ移す方針 

を表明.

2. 9衆議院予算委員会,ダグラス・ 

グラマン両社の航空機不正取引の疑 

惑究明で集中審議開始.

1.1! 臨時閣議,昭54年度予算案を決 

定（社会保障関係費7兆6266億円, 

前年度比12. 5%増）.

1.11厚生省,プライマリ•ケア臨床 

研修指導医海外留学制度を発足.

2. 2厚相,中央薬事審議会に医薬品 

副作用被害救済基金法案要綱を諮問 

（救済基金の設立,被害者に医療費 

•障害年金等の給付,給付のための 

基金を製薬企業から徴収）.

> 中央薬事審議会,血液用剤•循環 

器官用剤・眼科耳鼻科用剤・外皮用 

剤・消化器官用剤•精神神経用剤の 

再評価結果を厚相に答申.

2.13医療審議会,必要病床数の算定 

において使用する数値等について答 

申（一般病床の数値を全国統一的に 

1万分の70）.
2.27政府,医薬品副作用被害救済基 

金法案を閣議決定（翌28日,国会に

1416



総合年表

社 会 福 祉 社 会 保 険 海 外

12.1中央児童福祉審議会,児童手当 

の改善意見書を厚相に提出・

12.19中央児童福祉審議会,心身障害 

児（者）福祉対策に関する当面の改 

善拡充策について厚相に具申（国際 

児童年や国際障害年を契機に,心身 

障害児の地域社会や在宅での福祉を 

きめ細かく具体化,養護学校の義務 

化にともない入所児童に対して医療 

・福祉面の配慮）•

12.—全社協在宅福祉研究委員会,報 

告書を公表（在宅福祉サービスはわ 

が国社会福祉転換の重要課題,専門 

職らによる在宅老人への医療•看護 

・リハビリテーションの提供）.

12.12健康保険法等改正案,三たび継 

続審議となる.

昭和54年

2.25 '沖縄戦没者墓苑'竣工ならびに追 

悼式実施（沖縄県糸満市摩文仁ヶ丘 

に建立）.

2.-全社協,在宅福祉サービスのあ 

り方に関する研究委員会報告一在宅 

福祉サービスの戦略を発表.

1.25厚生省,医療機関に対する指導 

•監査の強化について通達.

＞社会保険審議会,厚生年金保険法 

・船員保険法改正案について答申・

1. - 政府,昭54年度税制改正要綱を

決定（医師優遇税制については,5 
段階の経費控除率を4月から導入）.

2. 9社会保障制度審議会,厚生年金 

保険法等改正案の諮問に対し,安易 

な特例措置（5%未満の物価スライ 

ド）は年金制度の本旨にもとると批 

判的な答申を提出.

1.! 米•中国交関係樹立（米,台湾 

と断交）.

1.16 イラン革命（イラン・パーレビ 

一国王,エジプトへ亡命.イランの 

石油生産停止）.

4.12ガット東京ラウンド（多角的貿 

易交渉）妥結（ジュネーブ）.

6.28 OPEC総会,原油価格23.75%引 

上げと上乗せ決定（二重価格制の採 

用）.

（英）4•一 扶養児竜控除制度廃止（こ 

れにともない新児童給付完全実施）.

12.-'補足給付の改革'に関する白書発 

表（諸給付の簡素化,裁定庁の自由 

裁量の余地の縮小,補足給付委員会 

を廃止し社会保障審議会の設置,子 

持ち家族•障害者・片親家族重視の 

方針を示す）.

（仏）7. 30 政令で,1979. 8.1〜1981.1. 
30の時限的措置として,医療費改定
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