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厚生省保険局「イギリスにおける家族手当法（条文）」―1945年― 1947

社会保障制度審議会「『社会保障制度研究試案要』に対する意見
書」社会保障制度研究試案要綱」

1950

社会保障制度審議会「『社会保障制度研究試案要』」に対する意見
書」

1950

社会保障制度審議会事務局「社会保障制度に関する勧告の参考資
料」

1950.10.16

国立国会図書館調査立法考査局「社会保障に関する主要論文の摘要
第１編」

1950.12

国立国会図書館調査立法考査局「社会保障に関する主要論文の摘要
第２編」

1950.12

厚生大臣官房統計調査部「社会保障総合基礎調査（その２生計調
査）」

1950

参議院厚生委員会社会保障制度調査事務局「各国の社会保険組織に
おける女子の特殊取扱」

1951.10.1

参議院厚生委員会社会保障制度調査事務局「米・英・仏における社
会保障制度の立法準備状況」

1951

参議院厚生委員会専門員室「社会保険関係通牒類集」 1950.12
「社会保障制度審議会報告書自昭和24年5月至昭和26年3月」 1949-1951
厚生省人口問題研究所「ニュージーランド社会保障制度」 1951.3
総理府社会保障制度審議会事務局「社会保障関係統計資料」 1952.7
自由党政務調査会「自由党乃社会福祉政策」 1952.6
社会保障制度審議会報告書自昭和27年4月至昭和28年3月」 1953
厚生省保険局「社会保険審査会裁決集」 1954
統計研究会「経済発展に対応する社会保障制度の規模に関する研
究」

1954.3

総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和32年
度

1957-1958

統計研究会「社会保障と所得の再分配」 1957.4
総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和33年
度

1958-1959

社会保障制度審議会事務局編「国民年金制度に関する答申」 1958.6.14
総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和34年
度

1959-1960

総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和35年
度

1960-1961

国民生活向上対策審議会「10年後の国民生活―研究資料―」 1960
総理府社会保障制度審議会事務局「小規模の事業所における社会保
障に関する実態調査報告」

1960.11

東京都企画室「欧米諸国における社会福祉関係の法制と行政組織」 1961.7

総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和36年
度

1961-1962

総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和37年
度

1962-1963

統計研究会「社会保障給付と実質所得の変動に関する研究」 1962
臨時行政調査会第3専門部会第２分科会「行政聴聞の手続きに関する
調査資料」昭和38年4月

1963

総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和38年
度

1963-1964

総理府社会保障制度審議会「社会保障制度審議会報告書」昭和39年
度

1964-1965

総理府社会保障制度審議会事務局「社会保障関係特別調査報告書」 1966.11

社会保障問題懇談会「社会保障問題懇談会報告書」 1972.7.20
主計局調査課「各国の社会保障制度（改訂版）各論Ⅰ（イギリ
ス）」

1972.11

厚生省保険局「社会保険における諮問・答申集」 1973.7
健保・船保・日雇健保資料1975-1976 1975-1976
社会保険審議会資料医療保険1977～ 1977
社保審健保資料1978.1～ 1978
厚生省児童家庭局「全国児童福祉主管課長会議関係資料」 1986.2.27
中央社会福祉審議会「国民生活の変化等に対応した生活保護制度の
ありかたについて（意見具申案）」

1885.12.17

中央児童福祉審議会「精神薄弱者援護施設等に係る費用徴収基準の
改正について」

1985.12.18

中間施設の法制化について 1986.1
昭和62年度厚生省所管予算の概要 1987
福祉政策研究会「高齢者の実態と21世紀福祉社会の展望（中間報告
―福祉分野における民間活力の導入―」
昭和61年度厚生白書（要旨） 1986
高齢化に対応した新しい民間活力の振興に関する研究会「シルバー
産業の振興に関する研究報告書」

1986

厚生省社会局老人福祉課「全国老人福祉主管課長会議資料」 1986.11.21
全国社会福祉協議会「社会福祉制度及び社会福祉事業法改正に関す
る意見」

1986.9.29

厚生省社会局「全国民生主管部局長会議資料」 1987.1.20
「国民医療総合対策本部中間報告」 1987.6.26
厚生省社会局「身体障害者実態調査結果概要」 1987.11
厚生省児童家庭局「全国児童福祉主管課長会議関係資料」身体障害
児実態調査結果概要」

1987.11

財団法人社会保険福祉協会「民間活力を活用した総合保健・医療・
福祉サービスの研究」報告書

1987.2

全日本民間労働組合連合会「総理大臣竹下登宛要請書」 1987.12.21
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小川ファイル
1986.9～

厚生省大臣官房統計情報部「昭和62年国民生活基礎調査の概況」 1987

平成元年度厚生省所管予算の概要 1989.1.29
全国民生主管部局長会議における厚生大臣あいさつ要旨 1989.2.3
厚生省・労働省「長寿・福祉社会を実現するための施策の基本的考
え方と目標について」

1988.10.25

「今後の社会福祉のありかたについて（意見具申）」福祉関係三審
議会合同企画分科会　および意見具申の概要

1989.3.30

昭和63年度版厚生白書（要旨）
厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健課「全国老人保健福祉関係
主管課長会議資料（抜粋）」

1989.3.1

全国社会福祉協議会予算対策委員会「予対通報」 1989.4.1
患者サービスの在り方に関する懇談会報告書 1989.6
厚生省児童家庭局「児童手当の見直しについて」 1989.7
厚生大臣官房統計情報部「昭和63年国民生活基礎調査の概況」 1989
平成2年度厚生省予算概算要求の概要 1989

厚生省児童家庭局「子どもと家庭に関する実態調査結果の概要」 1989.5

児童手当制度基本問題研究会「児童手当制度基本問題研究会報告
書」

1989.7

総理と行革審委員との懇談における内閣総理大臣あいさつ 1988.12.19
東京都地域福祉推進計画等検討委員会「東京都における地域推福祉
進計画の基本的あり方について」

1989.7

世田谷ふれあい公社在宅サービス研究会資産活用検討委員会「不動
産を担保とする福祉資金貸与システムについて（まとめの骨子)」

社団法人シルバーサービス振興会の概要 1989
厚生省「第114国会提出「民間事業者による老後の保健及び福祉のた
めの総合的施設の整備の促進に関する法律案参考資料」

1989

臨時行政改革推進審議会　国と地方の関係等に関する小委員会「国
と地方の関係等に関する報告」

1989.12.4

平成3年度看護課予算総括表 1990.12.28
厚生省大臣官房老人保健福祉部「平成3年度予算の概要」平成2年12
月28日現在

1990.12.28

全国民生主管部局長会議資料「老人福祉行政の推進」 1991.1.25
厚生省児童家庭局「全国民生主管部長会議資料 1991.1.25
「保健医療・福祉マンパワー対策本部中間報告」および概要 1991.3.13
厚生大臣官房統計情報部「全国民生・衛生主管部長会議資料」 1991.2.2
厚生省健康政策局「全国衛生主管部局長会議資料」 1991.2.2
厚生省大臣官房統計情報部「平成2年度保健福祉動向調査の概要　老
後の介護と医療」

1991

厚生省人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成3年6月暫定推
計）」

1991.6.6

厚生省大臣官房統計情報部「平成3年人口動態統計の年間推計」 1991

臨時行政化企画推進審議会豊かなくらし部会「豊かなくらし部会報
告（第1次）―本当の豊かさをめざして―」

1991.6.21

小川ファイル
1992

厚生省大臣官房統計情報部「平成3年国民生活基礎調査の概況」 1991

高齢社会福祉ビジョン懇談会「21世紀福祉ビジョン-少子高齢社会に
向けて-

1994.3.28

日本社会党高齢社会福祉プログラム特別調査会「高齢社会福祉プロ
グラム中間報告―戦後福祉社会から21世紀福祉社会へ―」

1994.5.26

税制改革協議会福祉小委員会「年金・医療等福祉に関する小委員会
報告書」

1994.6.7

社会保障制度審議会「社会保障将来像委員会第二次報告」 1994.7
平成7年度厚生省予算概算要求の概要 1994
臨時行政化企画推進審議会「最終答申」 1993.10.27
総理府社会保障制度審議会事務局「国民経済と社会保障」 1995.3
厚生大臣官房統計情報部全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
高齢者対策本部「全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
老人保健福祉局「全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
保険局「全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
年金局「全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
社会保険庁「全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
健康政策局「全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
「業務局全国厚生関係部局長会議資料」 1996.1.23 袋入り
地方分権推進計画 1998 袋入り
平成11年度厚生省概算要求主要事項（計数編） 1998
平成11年度厚生省予算概算要求の概要 1998
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