
    

 

１８７４年（明治７年）  恤救規則（日本最初の救貧法）⇒天皇の慈悲。極貧が対象 

１９２２年（大正11年） 健康保険法成立 

⇒鉱業法・工場法の適用事業場など官業や民間大企業の労働者に限定 

１９２９年（昭和４年）  救護法（生活保護法の前身） 

⇒恤救規則の延長だが国の負担を50％として国の救護責任を明らかにした 

１９３８年（昭和１３年）厚生省設置。国家総動員法。国民健康保険法成立 

                     ⇒「健兵・健民」政策・体力向上が目的 

１９４１年（昭和16年） 労働者年金保険法 

１９４４年（昭和19年） 厚生年金保険法     ⇒「戦費確保」が目的 

１９４６年（昭和21年） 旧生活保護法、メーデー復活（第17回） 

１９５０年（昭和25年） 新生活保護法、朝鮮戦争／８月「警察予備隊令」 

１９５１年（昭和26年） 日米安全保障条約締結 

１９５６年（昭和31年） 国連加盟正式決定 

１９５８年（昭和33年） 新国民健康保険法成立 

１９５９年（昭和34年） 国民年金法 

１９６０年（昭和35年） 日米安全保障条約改定、社会党浅沼委員長暗殺事件 

１９６１年（昭和36年） 国民皆保険・皆年金 

１９６３年（昭和38年） 老人福祉法、国民健康保険法改定（世帯主７割・家族５割給付） 

診療報酬地域差撤廃 

１９６４年（昭和39年） ケネディ大統領暗殺事件、東海道新幹線開通、東京オリンピック 

１９６５年（昭和40年） 療養給付期間（３年）撤廃 

１９６６年（昭和41年） 国民健康保険法改正（全員７割給付） 

１９６９年（昭和44年） 全国で初めて東京都で老人医療（７０歳以上）が無料に 

１９７０年（昭和45年） 「よど号ハイジャック」事件 

１９７１年（昭和46年） 沖縄返還協定調印 

１９７３年（昭和48年） 老人医療費無料化制度（「福祉元年」）、健康保険法「改正」（家族５割⇒７

割給付へ）、第一次オイルショック、「金大中事件」 

１９７８年（昭和53年） 老人医療別建て制度構想（小沢辰男厚生大臣構想） 

１９７９年（昭和54年） 3.28「スリーマイル島原発事故」 

１９８１年（昭和56年） 第２次臨調 

１９８３年（昭和58年） 吉村仁・厚生省保険局長の「医療費亡国論」、老人保健法成立、施行 

                     ⇒老人医療費有料化復活（外来４００円／月、入院３００円／日） 

１９８４年（昭和59年） 健康保険法「改正」 

健康保険本人１割負担導入（法律本則２割負担明記） 

特定療養費制度創設（法的差額） 

            国民健康保険への国庫負担４５％ ⇒３８.５％へ 

１９８５年（昭和60年） 第１次医療法「改正」（医療計画による病床規制導入） 

１９８６年（昭和61年） 高齢者対策企画推進本部報告（「自助自立」「在宅と施設再編」「医療保険制 

度一元化」）／４月「チェルノブイリ原発事故」 

１９８７年（昭和62年） 国民医療総合対策本部「中間報告」 

（効率的な医療、民活、長期入院規制、病床削減・機能分化、差額拡大、営利化） 

老人保健法改正（負担増）（外来８００円／月、入院４００円／日） 

４月、国鉄民営化（ＪＲ７社に分割） 



１９８８年（昭和63年） 社会保障ビジョン ⇒医療保険８割給付 

１９８９年（平成元年） １１月「ベルリンの壁崩壊」 

１９９０年（平成２年） １０月「統一ドイツ成立」 

１９９１年（平成３年）  老人保健法改定（負担増）    ソビエト連邦崩壊 

１９９２年（平成４年）  健康保険法「改正」（政管健保国庫負担引き下げ） 

第２次医療法「改正」（病床機能分化―特定機能病院、療養型病床群） 

１９９３年（平成5年）  ８月、細川連立内閣 

１９９４年（平成６年）  健康保険法「改正」（付添看護療養費制度廃止、入院給食有料化） 

１９９５年（平成７年）  社会保障制度審議会勧告「社会保障制度の再構築」／1.17阪神淡路大震災 

※「社会保障制度審議会の「５０年勧告」と「９５年勧告」から社会保障制度改革推進法へ 

◆「５０年勧告」は、憲法２５条は「国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという

意である」として、社会保障理念が憲法に則って解釈されていた。「９５年勧告」は基本的人権とし

ての社会保障を否定し、「国と資本家の負担」ではなく、「国民の相互扶助・自助努力システム」へ

の理念の変質（「みんなで支える」「自助・共助・公助」など）。 

１９９６年（平成８年）  「橋本六大改革」、「社会保障構造改革の方向（中間まとめ）」 

第３次医療法「改正」（診療所療養型、地域医療支援病院、医療法人業務拡大） 

老人医療の一部負担増（外来１,０２０円／月、入院７１０円／日） 

１９９７年（平成９年）  健康保険法「改正」（健保本人２割負担実施 ）／消費税５％ 

    老人医療の一部負担増（外来500円／日…月４回まで、入院1,000円／日） 

厚生省⇒２１世紀の医療保険制度―医療保険及び医療供給体制の抜本的改革の方向 

１９９８年（平成10年） 「高齢者に関する新たな保健医療制度のあり方について」 

 老人医療の一部負担増（外来500円／日…月４回まで、入院1,100円／日） 

１９９９年（平成11年） 老人医療の一部負担増（外来500円／日…月４回まで、入院1,200円／日） 

２０００年（平成12年） 介護保険制度施行、第４次医療法「改正」（病床区分再編成） 

２００１年（平成13年） 小泉構造改革、「骨太の方針」社会保障費自然増毎年2,200億円削減 

２００２年（平成14年） 健康保険法「改正」（老人一部負担の完全定率負担導入） 

２００３年（平成15年） 健康保険本人・家族原則３割負担実施 

２００４年（平成16年） 混合診療の部分解禁で大臣合意 

２００５年（平成17年） 厚労省「医療制度構造改革試案」、政府・与党「医療制度改革大綱」 

２００６年（平成18年） 経済財政諮問会議「骨太の方針２００６」 

２００７年（平成19年） 郵政民営化 

２００８年（平成20年） 後期高齢者医療制度施行（７５歳以上全員から保険料徴収） 

            ７０歳～７４歳は「原則２割」負担に 

閣議決定により「社会保障国民会議」設置／「年越し派遣村」 

            リーマン・ショック、世界同時不況、政管保険を「協会けんぽ」に改称 

２００９年（平成21年） 民主党政権の誕生、安心社会実現会議、社会保障機能強化と消費税増税 

２０１０年（平成22年） 国民健康保険法「改正」 ⇒広域化支援方針 

「日本年金機構」発足、社会保険庁廃止、子ども手当制度施行 

２０１１年（平成23年） 3.11東日本大震災 

２０１２年（平成24年） 「自公民三党合意」、民主党の構造改革回帰 

「社会保障制度改革推進法」、社会保障観の変更、自助・共助論 

障害者総合支援法（障害者自立支援法からの改正）2013年4月1日施行 

芸能人生活保護不正受給問題。生活保護バッシングが過熱。 

２０１３年（平成25年） 安倍政権、「アベノミクス」、構造改革再起動・本格推進 

子ども手当の名称が児童手当に戻る。社会保障制度改革国民会議最終報告 

２０１４年（平成26年） 「医療・介護総合法案（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進



するための関係法律の整備等に関する）」法律が成立／消費税８％ 

２０１５年（平成27年） マイナンバー法施行、社会保障など実務効率化狙い／安全保障関連法成立 

年金の個人情報、サイバー攻撃で125万件流出 

２０１６年（平成28年） ＴＰＰ、参加１２カ国が署名 

２０１７年（平成29年） 米国大統領選挙、クリントンからトランプへ 

２０１８年（平成30年） 米国抜き「ＴＰＰ１１」が発効 

２０１９年（平成31年/令和元年） 消費税１０％実施／12.4中村哲医師「暗殺」 

２０２０年（令和２年） 菅政権、「新型コロナ」パンデミック 

２０２１年（令和３年） 医療法「改定」法、「７５歳以上２割化法」（施行は2022年）が成立 

 

 

【１９６０年代】安保改定、高度経済成長政策、国民所得倍増計画、福祉国家建設 

       ⇒朝日訴訟、小児麻痺から子どもを守る運動、国民年金改善運動 

【１９７０年代】安保条約の自動延長と沖縄返還、日本列島改造計画、ドルショック、狂乱物価、公 

害の多発、革新自治体の誕生と後退、石油ショック（７３年、７９年） 

       ⇒医療保険改善運動、老人医療費無料化運動、乳幼児医療無料化運動 

【１９８０年代】社公合意、臨調行革、戦後政治の総決算、新自由主義イデオロギーの台頭、国鉄分

割民営化 

     ⇒１９８０年健保改悪、生活保護「適正化」、老健法反対闘争、８４年健保改悪、総評解散 

【１９９０年代】東西ドイツ統一、ソ連解体、冷戦の終結、湾岸戦争、国連平和協力法、ＰＫＯ法、

小選挙区制導入から２大政党キャンペーン、多国籍企業化、大競争時代、「新時代の

日本的経営」、橋本６大改革 ⇒社会保障制度審議会９５年勧告と２０００年解体。

中央社保協存続、地域社保協の再結成、老健法改悪反対、ナースウェーブ、保険で

よい入れ歯、介護保険の創設をめぐる運動、９７年医療改悪、国保改善運動 

【２０００年代】小泉構造改革、グローバリゼーション、「市場化」万能論、規制緩和、世界金融危機 

⇒子ども医療費無料化、「生存権」裁判、障害者自立支援法、地域医療崩壊、医師・ 

看護師不足改善運動、非正規労働者の雇用問題、 

２００８年６月６日、野党４党が参議院に提出した「後期高齢者医療制度廃止法案」

が参議院で可決 

２００９年１月１５日、大阪社保協の「無保険の子ども」調査に端を発した「国民

健康保険法」の改正 ⇒中学生以下の子どもについては６か月間の短期被保険者証

を切れ目なく発行することとした ⇒「無保険の子どもを救う」 

【２０１０年代】 

２００９年９月――２０１２年１２月 鳩山⇒菅⇒野田の民主党政権 

２０１２年８月   「消費税増税法と社会保障制度改革推進法」（民主・自民・公明３党合意） 

２０１２年１２月～２０１９年 安倍内閣 

２０１３年８月６日 「社会保障制度改革国民会議」⇒患者負担増、給付の重点化、自助努力 

２０１３年８月２１日「社会保障制度改革プログラム法案骨子」閣議決定 

２０１３年１２月５日「社会保障制度改革プログラム法案」強行採決 

２０１４年６月   「医療・介護総合法案（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する 

ための関係法律の整備等に関する法律」が成立 



①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め

なければならない」 

この憲法が日本国民に保障する基本的権利は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であ

つて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできな

い永久の権利として信託されたものである 

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、

侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければ

ならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを

利用する責任を負ふ。 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について

は、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、

経済的又は社会的関係において、差別されない。 

①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を

有する。  

②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を

負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

 

◆所得保障 ― 社会手当（児童手当）・失業給付・労災給付・年金給付・生活保護（公的扶助） 

◆対人社会サービス ― 福祉サービス・医療サービス・保健サービス 

 

また、社会保障が対象とする生活問題は以下のように分類出来ます。 

イ）生活障害 ― 社会的・精神的・政治的生活を阻害する要因を抱えてそれが生命や生活の再

生産を脅かす状態。具体的には幼弱、疾病、心身障害、高齢、要介護、非行、貧困な住宅等。対

人社会サービスやその他一般公共施策が対応。 

ロ）生活危険 ― 生活事故により一定水準を保ちながら営まれていた生活が水準を下げなけれ

ばならない状態。所得の中断（失業、疾病、労働災害）、所得の喪失（退職、障がい、生計中心

者の死亡）、不意の出費（結婚、出産、疾病、要介護、死亡）など。所得保障が一定くい止める

役割を果たす。 

ハ）生活不能 ― 生活水準が健康で文化的な最低限度の生活を大きく割り込んで、放置すれば

生命の維持、再生産が危ぶまれる状態。生活保護が対応。 

 社会保障がどう機能するかで、国民が孤立せず幸福に暮らせるのかどうかが決まります。 



第１条（目的）この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保

健の向上に寄与することを目的とする。 

※第４条（国、都道府県及び市町村の責務）国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう

必要な各般の措置を講ずるとともに、第 1 条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療

及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。（※2020年6月12日

「改正」）2021年4月1日から施行 

 

第１条（医師（歯科医師）の任務） 

医師（歯科医師）は、医療（歯科医療）及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増

進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。  

 

（目的） 

第１条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身

の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的

とする。 

(基本的理念) 

第２条 老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を

有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるもの

とする。(1990年「一部改正」) 

第３条 老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、又は、そ

の知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとする。 

２ 老人は、その希望と能力とに応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会的活動に参加する

機会を与えられるものとする。(1990年「一部改正」) 

(老人福祉増進の責務) 

第４条 国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を有する。 

 

第２５条「すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福

祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不

可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。」 

 

「健康とは、病気や障害がないということだけではなく、肉体的、精神的及び社会的に良好な

状態にあることである。健康すなわち肉体的、精神的及び社会的に全く良好な状態は、基本的人

権である医療の権利と結びついている」 

 

「真の社会保障は、労働によって生活する人々と、その家族および一時的または恒久的に労働

不能になった人たちに対し、法律で保障された基本的な社会的権利として理解されなければなら

ない」「社会保障に対する権利は、人種、国籍、宗教、性別、年齢、職業によるいかなる差別をつ

けずに、すべての人間に適用されなければならない」 



「働く人々とその家族構成員は、あらゆる疾病に対して無料、無制限、無条件で予防、治療およ

び予後の医療をうける権利をもっている。現金給付は、第１日から働く人々に支払われ、完全に

治癒するまで、あるいは障害年金をうける権利が認められるまで、正常な生活手段が確保されな

ければならない」 

 

第12条【生活水準及び食糧の確保】 

「この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権

利を有することを認める。」（第12条１項） 

「この規約の締約国が 1 の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要

な措置を含む。 

(a) 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策 

(b) 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善 

(c) 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧 

(d) 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出」（第12条２項） 

 

 

ＷＨО・UNICEF共催「プライマリー・ヘルスケア国際会議」で採択された「宣言」（1978年）から 

「世界中のすべての人々のために十分な保健水準は、その相当部分が軍備と軍事紛争に費やさ

れている世界の資源を、十分に、またよりよく利用することによって、西暦２０００年までに達

成可能である」 

 

（1953 年 3月、国際社会保障会議で採択された「社会保障綱領」を発展させ、1961 年 12月、第

5回世界労組大会で採択、1982年2月、第10回同大会で改正） 

 『（社会保障の原則）①真の社会保障制度は、自分の労働で生活している人、働くことのできな

い人、一時的または永久的に労働能力を失った人のすべて、およびその家族構成員に、本人によ

る何らの財政的負担なしに、法律で保障された基本的な社会的権利を承認することを土台としな

ければならない。…③社会保障は、その原因と理由にかかわりなく、病気、出産、障害、老齢、労

働災害、職業病、家族手当、失業および死亡などを含むいっさいの社会的責任と危険に対して適

用されなければならない。…』 

 

「一般的にいって社会保障財源は逆進的方法によるのではなく、累進的方法によることを勧告

する」 

「公的な拠出制社会保障制度にあっては、その合理的で適切な部分については累進的な税収入

からこれを賄うべきであることを勧告する」（いずれも260節から） 

 


