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授業の目標（Course Objectives） 

●社会政策の基礎的知識を習得する。具体的には，社会保障に焦点をあて，社会保障の定義と分類，成り立ち，そして諸制度

（年金・医療・介護・公的扶助・諸福祉サービス）の仕組みを理解する。 

●日本と主要諸外国の政治・経済・社会動向と社会政策の関係を理解する。 

●日本の福祉国家としての現状と将来的展望の大局を把握する。 

 

●To acquire fundamental knowledge about social policy. Specifically, this course will focus on Social Security to understand 

the definition and classifications of Social Security, its origins, and the structure of the various systems (pension, medical, 

nursing, public assistance, and various welfare services). 

●To understand the relationship between social policy and the political, economic, and social trends in Japan and other major 

foreign countries. 

●To grasp the current situation and general future prospects of Japan as a welfare state. 

 

授業の内容（Course Contents） 

●授業内容は，下記授業計画の通り、諸制度の原則と日本の現行制度の説明を主とする。しかし国際比較の観点や政策研究の

トレンド、最新の時事問題といった多様な観点を織りまぜた補論も重視したい。またそれらについて学生が考察する作業も適宜と

りいれたい。 

●春学期は，社会政策（社会保障）の定義・分類等に関わる基礎理論と現金給付中心の制度を扱う。具体的には租税方式の公

的扶助制度と社会保険方式の年金制度，そして労働保険を論じる。 

●秋学期は，現物給付中心の制度と社会保障制度，今後の展望ならびに歴史を扱う。具体的には，社会保険方式の健康保険と

介護保険，そして税方式の諸現物給付を論じる。 

 

●Due to a change in the class time starting from the 2019 academic year, the classes are scheduled to combine a basic 

lecture described in the following class plan description, a more academic short lecture, viewing of audiovisual materials, as well 

as the use of reaction papers. 

●The spring semester will focus on fundamental theories concerning the definition and classification, etc., of social policy 

(social security) and cash benefit centered systems. Specifically, we will discuss the taxation based public assistance system, 

the social insurance based pension system, and labor insurance. 

●The fall semester will cover the benefit in kind based system and the social security system, as well as the future prospects 

and history. Specifically, we will discuss the social insurance based health insurance and nursing insurance as well as the 

various tax based benefits in kind. 

The classes will primarily explain the fundamental principles of the various systems and the mechanisms of Japan's current 

systems, but international comparative viewpoints, trends in policy research, and other diverse perspectives will be woven into 

the discussion at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（社会政策と社会保障の関係，現代の社会保障の課題，歴史概観） 

2. 社会保障の類型化（租税・社会保険方式，現金・現物給付） 

3. 公的扶助制度（公的扶助と生活保護制度，当該制度の原則） 

4. 公的扶助制度（保護基準，仕組み １） 

5. 公的扶助制度（保護基準，仕組み ２） 

6. 社会保険の理論（諸原則，被保険者，保険者保険料，保険給付のあり方） 

7. 年金制度（原則・基本体系） 

8. 年金制度（保険者と被保険者） 

9. 年金制度（財政方式，給付水準） 

10. 年金制度（その他の仕組みと制度改革） 

11. 失業保険制度（原則と特徴，日本の当該制度の仕組み） 



12. 失業保険制度（日本の当該制度の仕組み２） 

13. 労働災害保険制度（原則と特徴，日本の当該制度の仕組み） 

14. まとめ（新しい現金給付の可能性―社会手当，給付付き税額控除，BI 等） 

15. 現物給付の社会保険（現金給付とのちがい，健康保険と介護保険の原則的なちがい） 

16. 健康保険制度（健康保険制度の原則） 

17. 健康保険制度（健康保険制度の基本構造） 

18. 健康保険制度（財政方式） 

19. 健康保険制度（給付の仕組みと決定プロセス） 

20. 健康保険制度（高齢者医療制度と制度改革） 

21. 介護保険制度（制度創設の背景，当該制度の原則） 

22. 介護保険制度（制度の基本設計と保険の仕組み） 

23. 介護保険制度（財政方式と給付） 

24. 介護保険制度（給付内容と制度改革） 

25. 今後の社会保障の展望―ワーク・ライフバランスと社会保障制度（範疇扶助と社会参加の概念） 

26. 今後の社会保障の展望―ワーク・ライフバランスと社会保障制度（税方式の現物給付-チャイルドケアを中心に） 

27. 社会保障制度の歴史（諸外国の社会保障制度の成立史を中心に） 

28. 社会保障制度の歴史（日本の成立史を中心に） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内及び Blackboard において適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中・椋野著、『初めての社会保障』、有斐閣 

田中耕太郎・椋野美智子『はじめての社会保障』（有斐閣アルマ）（本年度４月時点での最新版が望ましいが、最新版でなくとも授

業内容にはおおむね対応可である・ただし、最新版との内容の差異については念のため確認しておくこと） 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅沼隆他編、2014、『多元的共生社会の構想』、現代書館 (ISBN:4768435297) 

2. 土田武史編、2015、『社会保障論』、成文堂 (ISBN:4792342546) 

その他、資料や文献は授業中に適宜紹介する。 

過去 2 年間の試験問題は、Blackboard にて公開する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

●Blackboard を通じて、一般的なお知らせ、参考資料、補助的な教材資料は適宜発信・提供する。 

●授業の目指すところや趣旨、進め方、試験等の重要点は初回に説明するので、受講者は必ず出席し、これらを理解してから受

講すること。 

●チャイルドケア・給付つき税額控除・社会保障史の講義回は適宜移動する場合があるので留意すること。 

●上記授業内容の性質上、講義時間の一部でスマートフォン（タブレット、PC）を使用することがある。 

 

注意事項（Notice） 

 


