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自 至

1967.5 1976.3 三柏園事件
弁護人冒頭陳述／論告要旨／被告人意見陳述／弁護人弁論要旨／日本患者
同盟「高地地裁における三柏園事件の判決全文」／高地患者同盟資料／日
本患者同盟資料

三柏園患者同盟団体交渉事件

1966.2 1966.12 神坂訴訟 告訴状／準備書面／判決 医療扶助一部負担金支払い請求事件
1960.4 1974.5 加藤健保訴訟 準備書面／裁判速記録／判決 健康保険被保険者資格請求訴訟

1976.6 1983.7 秋田国保条例違憲訴訟

訴状／準備書面／判決／国保税裁判原告団「秋田市国保条例は憲法第八四
条に違反し無効である　判決文」1979.5／ニュース／記事／国保税裁判原
告団「秋田市国保税条例違憲訴訟関係資料集」／月刊「生活と健康」
1979.5

1997.9 1999.5 村上訴訟 不服申し立て関係書類／訴状 健康保険不支給処分取消訴訟

1968.9 1974.7 池上訴訟
審査請求関係書類／訴状／答弁書／準備書面／判決／関連書類／国保審査
会等関連書類・控訴審判決／上告審判決

国保一部負担金除却処分取消請求訴訟

1998 2000 旭川国保裁判１
道北生活と健康を守る会「旭川国保裁判資料集（国賠等１・２・控訴
審）」

資料集

1999 2004 旭川国保裁判２ 道北生活と健康を守る会「旭川国保裁判資料集（控訴審）１・２」 資料集

1998 2006 旭川国保裁判３
控訴審判決／上告理由書／補充書／裁判関係資料／「介護保険国陪裁判の
経緯」

1993.4 1994.2 国民健康保険者証不交付事件 不服申立関係書類／訴状／陳述書／判決／その他 外国人国保裁判
1994.4 1999.12 ビタミンＢ１訴訟（関根）１ 関根・弁護士書簡 ビタミン不投与記憶障害事件
1993.4 1999.9 ビタミンＢ１訴訟（関根）２ 訴状／答弁書／陳述書／書証／準備書面/仙台地裁判決 ビタミン不投与記憶障害事件

1994.1 1999.12 ビタミンＢ１訴訟（関根）３
裁定通知書／診断書／障害年金申立書／経過報告／裁判関係資料／支援す
る会ニュース

ビタミン不投与記憶障害事件

1971 1972.12 西尾病院訴訟
「診療報酬審査会制度の批判」「査定原点返戻に対する公開質問状」／訴
状／準備書面／証拠説明書／答弁書／証拠説明書／

岐阜診療報酬審査行政処分取消請求訴
訟

1973.12 1974.11 小田診療報酬支払請求事件
訴状／答弁書／準備書面／その他提出資料／裁判関係打ち合わせ・メモ／
ニュース／小川メモ

2000.11 2000.12 外川診療報酬支払請求事件 盛岡地裁判決／岩手県保険医協会見解／小川書簡

1980.1 1983.6 守田診療報酬支払請求事件１ 訴状／答弁書／準備書面／証拠書類／判決／その他提出書類 診診療報酬減査定審査訴訟療報酬請求

1980.1 1984.12 守田診療報酬支払請求事件２ 守田訴訟を支援する会資料 診診療報酬減査定審査訴訟療報酬請求

1979.1 守田診療報酬支払請求事件 『診療研究』第68号』 雑誌 「平均点数とさ定率」
1980.5 守田診療報酬支払請求事件 『診療研究』第85号』 雑誌 「守田審査訴訟特集」
1980.8 守田診療報酬支払請求事件 『診療研究』第88号』 雑誌 「守田審査訴訟特集その２」
不明 守田診療報酬支払請求事件 『守田審査訴訟』 資料集
1981.9 守田診療報酬支払請求事件 『守田審査訴訟資料集第１巻』 資料集 論文等
1984.1 守田診療報酬支払請求事件 『守田審査訴訟資料集第３巻』 資料集 論文等
1986.12 守田診療報酬支払請求事件 『守田審査訴訟資料集第４巻』 資料集 論文等

1990.5 1990.11 京都民医連病院中央病院訴訟１ 第１審訴状／答弁書／準備書面／被告準備書面／被告答弁書 診療報酬請求額決定処分取消請求事件

1995.2 京都民医連病院中央病院訴訟２ 京都地裁判決 診療報酬請求額決定処分取消請求事件

1995 1999 京都民医連病院中央病院訴訟３
裁判関係資料・メモ／公判ニュース／京都民意連中央病院「不当原点は許
さない」1993

診療報酬請求額決定処分取消請求事件

1957.9
しろがね診療所保険医指定取消事
件

判決

1973.5 1976.9 石田訴訟
原告最終準備書面／地裁判決／尋問事項／第１回口頭弁論／石田原爆訴訟
の概要／石田明『曖光二十年』／訴訟をすすめる会ニュース／弁護士書簡
／原稿／メモ

原爆症認定申請却下処分取消請求

石田訴訟
石田原爆訴訟をすすめる会『「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」第
八条に基づく認定申請却下処分取消請求事件』第一集

資料集

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等
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自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

石田訴訟
石田原爆訴訟をすすめる会『「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」第
八条に基づく認定申請却下処分取消請求事件』第二集

資料集

石田訴訟
石田原爆訴訟をすすめる会『「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」第
八条に基づく認定申請却下処分取消請求事件』第三集

資料集

石田訴訟
石田原爆訴訟をすすめる会『「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」第
八条に基づく認定申請却下処分取消請求事件』第四集

資料集 原爆症認定申請却下処分取消請求

1986.1 1998.12 京都被爆者訴訟
訴状／準備書面／口頭弁論併合の申立／移送申立書／地裁移送決定／京都
地裁判決／抗告状／特別抗告状／上申書／特別抗告理由補充書

原爆症認定申請却下処分取消請求及び
移送決定問題

1998.12 京都被爆者訴訟 日本原水爆被害者団体協議会『京都原爆訴訟判決』 資料集

1969.2 1971.6 桑原訴訟1
厚生大臣宛異議申立書／訴状／答弁書／準備書面／口頭弁論陳述／要請文
／上申書／証人申請書／要請書／弁護士書簡

第１審 原爆症認定申請却下処分取消請求

1971.9 1979.5 桑原訴訟2
田坂証人証言／広島地裁判決／控訴審広島高裁判決／弁護団声明／被団協
記録・文書・弁護団書簡／

第１審／控
訴審

1971 桑原訴訟 原水禁広島・広島被団協『「桑原裁判」の証人尋問記録』 資料集

1969 桑原訴訟
原水禁広島・広島被団協・山陽民医連『「被爆者医療の権利」を守るたた
かいのために』

資料集 パンフレット

1972.6 1974.2 孫振斗訴訟1
訴状／準備書面／人証／判決／退去強制令執行停止決定申請書／退去強制
令書無告確認訴状／意見書

第１審
被爆者健康手帳交付申請却下処分取消
請求(密入国で刑事起訴＆手帳交付却下
処分取消の行政訴訟）

1974.3 1978.3 孫振斗訴訟2
準備書面／地裁判決／最高裁判決／裁判関連資料（メモ・原稿・ノート・
書簡）

第一審
被爆者健康手帳交付申請却下処分取消
請求

1971.1 1980.3 孫振斗訴訟3 メモ・ビラ・ニュース／資料集／会報
被爆者健康手帳交付申請却下処分取消
請求

1971.3 孫振斗訴訟 孫さんを救援する市民の会『資料集』 資料集

1972.9 孫振斗訴訟 孫振斗酸を守る東京市民の会『朝鮮人被爆者孫振斗さんに治療と在留を』 資料集 小川先生の評論含む

1995.10 2003.1 鄭商根訴訟 大阪地裁判決
1988.9 1993.5 松谷訴訟１ 訴状／準備書面／書証／長崎地裁判決 第１審 原爆症認定申請却下処分取消請求

1999.5 1999.5 松谷訴訟２ 上告審厚生大臣上告理由反論書 上告審
原爆症認定申請却下処分取消請求、上
告審、上告理由反論書

1991.11 2001.1 松谷訴訟３
メモ／書簡／スクラップ／記事／法廷劇松谷訴訟／被団協「第２回被爆者
問題研究会」／支援する会にゅうす1991.11.12～2001.1.25／新聞記事

原爆症認定申請却下処分取消請求、

1997.11 1997.11 田川訴訟 長崎地裁判決／判決理由の構成／新聞記事
1989.9 広島原爆安井訴訟 パンフレット
2003.1 広島原爆安井訴訟 原爆症集団申請・集団訴訟を支援する新宿の会『広島原爆安井訴訟』 資料集 「澤田昭二証言録」
2003.1 広島原爆安井訴訟 原爆症集団申請・集団訴訟を支援する新宿の会『広島原爆安井訴訟』 資料集 「野口邦和証言録・意見書」

1995.5 1999.3 三菱広島元徴用工訴訟
意見書／書簡／広島地裁判決／外国居住被爆者に対する原爆２法の適用問
題／大阪地裁訴状

新聞切り抜き等

1998.1 『在外被爆者にも被爆者援護法の適用を』 冊子 パンフレット

1991.9 1995.7 川崎養護老人ホーム個室化訴訟１
訴状（'91、'92、'94）／準備書面／書証／判決（'91、'92、'94）／裁判
関係書類

養護老人ホームの個室化を求めた訴訟

川崎養護老人ホーム個室化訴訟２ 各所関連事項文書 養護老人ホームの個室化を求めた訴訟

川崎養護老人ホーム個室化訴訟３ 記事／書簡／会議報告／メモ 養護老人ホームの個室化を求めた訴訟

1991.8 『老人ホームの個室化に関する意識調査報告書』 冊子
1993.4 『念ずれば花開く　北星荘の「個室化」を求めて』 資料集

1989.3 『大阪府立大学経済研究第三十四巻第二号』 抜刷
「西ドイツ老人ホーム法の実証的研
究」

1997.3 1997.3 岩倉訴訟 準備書面／原告書簡
民間ヘルパー、転落骨折事故をめぐる
国賠訴訟

原
爆

高
齢
者

訴訟03

訴訟04
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資 料 集 等

1996.2 1998.1 ホームヘルパー派遣訴訟① 訴状／判決
ホームヘルパー派遣変更申請拒否処分
取消請求

1996.2 2001.5 ホームヘルパー派遣訴訟② 支える会「88歳の願い」／ニュース／メモ
1996.5 ホームヘルパー派遣訴訟 『88歳の願い―権利としてのホームヘルプ制度とは―』 資料集 訴状等、論文等
1997.8 ホームヘルパー派遣訴訟 『88歳の願いⅡ―私たちのためのホームヘルプ制度を―』 冊子 論文等

2001.3 2002.12 旭川介護保険裁判
平成12年度審査請求書／弁明書／反論書／採決書／訴状／答弁書／準備書
面／平成13年度分訴状／準備書面／地裁判決／控訴状

介護保険料について争った訴訟、旭川
国保訴訟と同一人物

2003.2 2003.12 道北生活と健康を守る会『介護保険（国賠）裁判資料集』 資料集
「介護保険（国賠）裁判控訴に当たっ
て」、新聞記事含む

2003.12 2004.5 道北生活と健康を守る会『介護保険国賠裁判控訴審資料集』2002 資料集
「保険者別介護保険料減免境界層措置
状況について」等含む

2005.1 道北生活と健康を守る会『介護保険国賠裁判控訴審資料集』2005 資料集
1968.5 孫基華退去強制事件 事実経過および裁定 裁定がはいってる

1974.3 1974.4 柳楨烈退去強制訴訟 在日朝鮮人の在留権をめぐる行政裁判事件資料(1)(2)／札幌地裁判決文 退去強制令取消請求

1975.12 1976.2 退去強制所執行停止申請事件 林愛訴訟／執行停止申請書／意見書／地裁決定／抗告理由書／高裁決定 退去強制令執行停止

1974.5 1974.5 外国人強制退去事件 金浩司訴訟判決 在留特別許可更新不許可
1965 竜ヶ崎女教員連行事件 外国人登録法による弾圧といかに戦うか

1968.1 1970.8 再入国不許可処分取消請求訴訟 地裁判決／上告答弁書

1968.2 再入国不許可処分取消請求訴訟 朝鮮民主主義人民共和国送検20周年在日朝鮮人祝賀弾再入国行政裁判記録

1993.4 1995.9 国民健康保険者証不交付事件 マリアフェ・アリフ訴訟／不服申し立て書類／訴状／陳述書／判決
不法滞在外国人の国民健康保険被保険
者証不交付処分取消請求

1981.10 1984.11 永井訴訟１ 不服申立関係書類／訴状案 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1985.1 1985.12 永井訴訟２ 準備書面／手紙 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1986.2 1987.1 永井訴訟３ 準備書面／人証／ 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1988.4 1991.2 永井訴訟４ 準備書面／京都地裁判決 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1991.2 1992.3 永井訴訟５ 控訴状／答弁書／陳述書／準備書面 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1992.5 1993.3 永井訴訟６ 準備書面／人証小川政亮／裁判関係資料 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1993.3 1993.12 永井訴訟７ 準備書面／高裁判決／訴状（上審理由書） 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1997.6 1998.9 永井訴訟８ 準備書面 児童扶養手当認定処分取消請求事件

永井訴訟９ 書証甲 児童扶養手当認定処分取消請求事件
永井訴訟10 書証甲／書証乙 児童扶養手当認定処分取消請求事件
永井訴訟11 その他提出資料 児童扶養手当認定処分取消請求事件

1982 1993 永井訴訟12 裁判関連資料（ニュース・資料）／他児童手当異議申立資料 児童扶養手当認定処分取消請求事件
1992.10 永井訴訟 KSK全障連「永井訴訟資料集　勝訴そして」 児童扶養手当認定処分取消請求事件

1994.9 1998.6 田沼訴訟１ 不服申立関係書類／訴状／答弁書／準備書面／陳述書
重度心身障害者手当受給資格認定非該
当通知の取消

1994.1 1997.8 田沼訴訟２ 証拠説明書／証拠申出書／書証
重度心身障害者手当受給資格認定非該
当通知の取消

1997.9 1998.8 田沼訴訟３ 人証／第１審東京地裁判決
重度心身障害者手当受給資格認定非該
当通知の取消

1999.3 1999.1 田沼訴訟４ 答弁書／陳述書／準備書面／控訴審東京高裁判決／裁判関連資料
重度心身障害者手当受給資格認定非該
当通知の取消

1996 1998 田沼訴訟５ 田沼訴訟関連原稿・ビラ・手紙など
重度心身障害者手当受給資格認定非該
当通知の取消

1979.3 1985.12 上野裁判１ 第１審東京地裁判決／控訴人準備書面／和解調書 高田馬場駅盲人転落死事件

1979.4 1986.2 上野裁判２
原告側文書・ニュース／上野事件総括のための座談会／上野裁判を支援し
国鉄利用者の生命と安全を守る会「利用者の生命と安全は守れれている
か」「上野裁判と安全歩行」

高田馬場駅盲人転落死事件
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自 至
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コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

上野裁判 上野裁判第１審準備書面集「国鉄利用者の生命と安全は守られているか」 高田馬場駅盲人転落死事件

1979.3 上野裁判 東京地裁「判決」 高田馬場駅盲人転落死事件
1988.3 1989.9 榎本訴訟 訴状／準備書面／裁判関係資料 自閉症児解雇訴訟
1996.11 1998.12 川野訴訟 陳述書・準備書面／裁判速記録／判決／川野裁判と全腎協の対応 人工透析不当解雇事件
1998.12 川野訴訟 ふたたび滋賀野ふもとにハンドルを―川野訴訟記録集― 人工透析不当解雇事件

2001.8 2003.12 坂根訴訟 訴状／陳述書／準備書面／人証／書証／意見書等／控訴理由書
広島市重度心身障害者医療費補助処分
取消請求訴訟

1996.10 1997.4 サン・グループ事件 サン・グループ被害者の会・弁護団「こころよ」第１集・第２集
滋賀障害者虐待致死・障害者年金着服
事件

1981.10 菊間事件 事件経過概要／判決 障害者交通事故被害逸失利益事件
1972 高根事件 判決／書簡／メモ 重度心身障害者殺人被告事件

1969.9 1972.11 荒木事件
陳述書／第１審東京地裁判決／裁判関係資料／控訴審東京高裁判決／本人
および弁護士書簡／資料「荒木裁判闘争」／「リハビリテーション」
1970.9身障者と自動車

身体障害者無免許運転事件

1971.9 東・鈴木事件 冒頭陳述書 視力障害者傷害事件

1979.6 福山愛生会事件 広島地裁判決文
精神薄弱者施設死亡事故損害賠償請求
事件

1988 1991.5 うべ芝光会事件 山口地裁判決文
精神薄弱者施設看護義務違反損害賠償
請求事件

1993.9 1998.7 やまびこ舎事件 東京地裁判決／関連伊勢原養護学校事件判決／書簡 障害者火災事故死亡損害賠償請求事件

1974 1980.8 甲山センター事件 神戸地裁判決／控訴審訴状／陳述書／準備書面／大阪高裁判決 精神薄弱児施設死亡損害賠償請求事件

1978.8 1982.1 対鎌倉市

訴状／答弁書／準備書面／判決／控訴状／東京高裁判決／書簡／全国心身
障害者をもつ兄弟姉妹の会・施設入所費用研究会「施設入所費用の問題点
（徴収金取消請求訴訟の概要）」第１集・第２集1981「施設と費用負担」
1982

施設入所費用徴収金負担取消請求事件

1993.1 精神薄弱者施設認可訴訟 控訴審札幌高裁準備書面／書簡

1980.7 1986.2 玉野訴訟１ 一審供述調書／最終意見陳述書／和歌山地裁判決
言語障害のある人がビラを配り公職選
挙法違反に問われた

1992.3 1993.1 玉野訴訟２ 控訴審／証拠調請求書／意見書／弁論要旨／大阪高裁判決
1987.11 1990.7 玉野訴訟３ 研究会等資料（書簡・原稿・研究資料）／支援連絡会資料
1986 玉野訴訟
1991.4 玉野訴訟
1992.3 玉野訴訟４ 上告趣意書原稿（東京弁護団）
1992.3 玉野訴訟５ 上告趣意書原稿（大阪グループ）
1991.12 1992.3 玉野訴訟６ 上告趣意書原稿２（大阪グループ）
1993.1 玉野訴訟７ 上告趣意書／上告趣意補充書／控訴棄却決定
1991.8 1991.12 玉野訴訟８ 弁護団資料／打ち合わせ記録メモ
1992.3 1992.6 玉野訴訟９ 上告審上申書／玉野ふいさんを守る会資料／書簡／メモ
19865 1994.3 玉野訴訟１０ 玉野ふいさんを支援する会資料／ニュース／ビラ

1988 1993 玉野訴訟１１
障害者の政治参加に関する調査・資料・論文／世界人権会議関連資料／国
連人権委員会関連資料

玉野訴訟１２ 玉野訴訟論文ほか関連資料

1991.4 玉野訴訟
玉野ふいさんを守る会・弁護団「言語障害者の参政権保障を求めて」最終
意見陳述書

資料集
言語障害のある人がビラを配り公職選
挙法違反に問われた

1986 玉野訴訟
玉野ふいさんを守る会・弁護団「ビラをたった９軒に配っただけでなぜ犯
罪なのか（控訴趣意書）」

資料集

1987 玉野訴訟
玉野ふいさんを守る会・弁護団「言語の不自由な玉野さんの政治参加を」
障害者の選挙活動の自由を求めて

資料集

障
害
の
あ
る
人
２

障
害
の
あ
る
人
３

訴訟07

訴訟08

164



＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料
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資 料 集 等

1989 玉野訴訟
玉野ふいさんを守る会・弁護団「言語の不自由な玉野さんの政治参加を」
いま問われている主権者としての“参政権”

資料集

1992.3 玉野訴訟 玉野ふい公選法弾圧事件 上告趣意書 資料集
1992.3 玉野訴訟 玉野ふい公選法弾圧事件 上告趣意書その２ 資料集
1981.12 1986.8 保育料・保育所入所訴訟① 清水訴訟（保育料）①　第1審訴状／準備書面／答弁書他 清水保育料変更処分取消請求
1986.8 1989.1 保育料・保育所入所訴訟② 清水訴訟（保育料）②　地裁判決／控訴審準備書面／答弁書他 清水保育料変更処分取消請求
1981.12 1986.8 保育料・保育所入所訴訟③ 三階訴訟（保育料）①　第一審訴状・答弁書／準備書面 三階保育料変更処分取消請求
1987.7 1989.9 保育料・保育所入所訴訟④ 三階訴訟（保育料）②　地裁判決／控訴審判決 三階保育料変更処分取消請求
1982.2 1983.12 保育料・保育所入所訴訟⑤ 保育料訴訟（清水・三階）　準備書面／保育情報
1983.2 1986.2 保育料・保育所入所訴訟⑥ 清水保育所入所訴訟　第一審訴状／準備書面／準備書面集

1986.9 1992.6 保育料・保育所入所訴訟⑦
清水保育所入所訴訟　判決（一審・控訴審・上告審）／上告理由書／被控
訴人準備書面

1983 保育料・保育所入所訴訟⑧ 控訴人側意見書／被控訴人側意見書
1980.4 1989.3 保育料・保育所入所訴訟⑨ 保育裁判を進める会ニュース他
1988 保育料・保育所入所訴訟⑩ 資料①　関連資料／メモ／記録／記事
1975 1991 保育料・保育所入所訴訟⑪ 資料②　関連論文

1980.6 1982.4
長岡京市時間外保育受託料撤回訴
訟①

取消訴訟訴状／答弁書／準備書面和解調書／仮処分請求申請書／上申書／
答弁書　その他記事論文

1992.2 1995.3
長岡京市時間外保育受託料撤回訴
訟②

各地の審査請求採決／京都弁護士会要望書／長岡京市保育料決定処分不服
申立経過・論点／書簡

1994.3 1999.6
長岡京市時間外保育受託料撤回訴
訟③

訴状／答弁書／準備書面／判決

1977.2 1998.12 真理子ちゃん訴訟１ 訴状／答弁書／準備書面／人証 第一審
1987.3 1988.12 真理子ちゃん訴訟２ 準備書面／地裁判決 第一審
1987.3 1988.12 真理子ちゃん訴訟３ 控訴状／答弁書／準備書面／書証／その他の提出書類 控訴審
1988.12 1990.9 真理子ちゃん訴訟４ 人証／準備書面／控訴審判決／その他 控訴審
1995.2 1999.7 真理子ちゃん訴訟５ 上告状／理由書／その他提出資料／書証／判決 上告審

真理子ちゃん訴訟６ 関連裁判資料
真理子ちゃん訴訟７ 刑事裁判起訴状・略式命令／訴訟検討会資料
真理子ちゃん訴訟８ 裁判関連資料考察・原稿等
真理子ちゃん訴訟９ 訴訟ニュース／新聞ニュース
真理子ちゃん訴訟10 書簡

1976.12 真理子ちゃん訴訟 真理子ちゃんの死を無駄にしない会『たった９ヶ月のいのち』 文集 論文、事例等
1979.9 真理子ちゃん訴訟 真理子ちゃんの死を無駄にしない会『たった９ヶ月のいのち―No.3』 資料集 訴訟資料、論文等含む

2000.2 真理子ちゃん訴訟
赤ちゃんの急死を考える親と弁護士の会『SIDSってほんと？―窒息した赤
ちゃんの人権はどこに―』

冊子

1981.5 真理子ちゃん訴訟 名古屋市職員労働組合『ベビーホテルを考えるこん談会シンポジウム』 報告集

1983.1 1984.1 径一ちゃん保育所突然死事件 径一ちゃんの会ニュースNo.48-53

1979.9 径一ちゃん保育所突然死事件
径一ちゃんの死をムダにしない為に保育を考える会『径一ちゃん裁判資料
集（１）』1979.9

資料集

1982.12 径一ちゃん保育所突然死事件
径一ちゃんの死をムダにしない為に保育を考える会『130の小さな叫び保育
施設での事故例調査報告書』1979.10

資料集

2001 2002 赤ちゃん急死裁判関連資料 赤ちゃんの急死を考える会ニュース／松井まどか・井上湧介判決／書簡

1972.8 1973.3 神戸市本山保育園日照権訴訟 訴状／答弁書／準備書面／判決／ニュース／関連資料
1974.8 神戸市本山保育園日照権訴訟 神戸市本山保育所友の会「遊び場をとらないで」

神戸市本山保育園日照権訴訟 元山保育所父母の会「わたしたちはこう考えます」

1976.9 名古屋市東山保育所日照権事件 名古屋地裁判決／中日新聞記事／論文

1973.6 1976.6 摂津訴訟① 第1審訴状／準備書面 保育所設置費国庫負担金請求事件
1976.7 1980.7 摂津訴訟② 弁論再開申立／東京地裁判決／東京高裁判決 保育所設置費国庫負担金請求事件
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1968.4 1980.8 摂津訴訟③ 広報摂津／弁護団資料／書簡 保育所設置費国庫負担金請求事件

1973.7 摂津訴訟 有楽法律事務所「保育所費用の超過負担金問題についての調査報告書」 報告書

1974 摂津訴訟 自治労「超過負担問題」にかかわる裁判資料

1975 摂津訴訟
自治労大阪府本部「摂津訴訟に勝利し、超過負担の解消と地方財政の確立
をはかろう」

資料集

1974 1975
国分寺市保育所運営費超過負担訴
訟

答弁書／準備書面

1982.3 1993.9 あすなろ保育園転園処分裁判 訴状／特別区法務資料／書簡
19977 2002.2 恩竉園住民監査事件① 住民監査請求書／訴状／答弁書／新聞記事／書簡 養護施設児童虐待職員への住民訴訟

1991.3 2000.3 恩竉園住民監査事件②
日弁連／千葉県資料／交渉記録／「子どもの人権」／全国児童問題研究会
東京支部「緊急学習会資料集」

養護施設児童虐待職員への住民訴訟

1988.6 1988.6 牧ノ原学園傷害致死事件 鹿児島地裁判決 教護院における入所児童傷害致死事件

1991.6 1992.5 尼崎高校入学拒否事件
玉置君の市尼高入学実現をめざす市民の会「小さな力が重い扉をあけた」
／自由法相談兵庫県支部「the 団」17号

活動報告集
筋ジストロフィー理由による高校入学
拒否事件

尼崎高校入学拒否事件
市立尼崎高等学校入学拒否事件裁判弁護団「市立尼崎高等学校入学拒否事
件裁判資料集（その１）」

尼崎高校入学拒否事件
市立尼崎高等学校入学拒否事件裁判弁護団「市立尼崎高等学校入学拒否事
件裁判資料集（その２）二つの夢に向かって」

1984.3 1992.7 岡山市善隣館暴行死亡事件 訴状／答弁書／意見書／岡山地裁判決／和解調書／弁護士書簡 児童養護施設における児童の死亡事故

1988.3 岡山少年院損害賠償 岡山地裁判決 少年院での殺傷事件

1972 1976 沖縄ろう学校事件
訴状／準備書面／那覇地裁判決／控訴審準備書面／福岡高裁判決／弁護士
書簡

ろう学校生徒による強姦殺人事件

1984.11 1985.1 姿川中学校放火事件 宇都宮地裁判決／触法事件と少年の人権／記事／問題点検討
放火犯であるとされた少年の冤罪が争
われた事件

1989.7 1990.3 浦安暴走族抗争事件
事件概要／家裁決定／抗告申立書／高裁決定／第二家裁決定／抗告申立書
／抗告申立補充書／高裁決定／新聞記事

中国残留孤児２世（少年）による窃
盗、死傷事件

1995.7 1996.9
児童扶養手当資格喪失処分取消請
求事件①

訴状／答弁書／準備書面／上申書／甲準備書面／乙準備書面／証人証拠申
請書

児童扶養手当資格喪失事件(京都)

児童扶養手当資格喪失処分取消請
求事件②

甲書証 児童扶養手当資格喪失事件(京都)　.

児童扶養手当資格喪失処分取消請
求事件③

意見書／人証／乙書証／乙人証
児童扶養手当資格喪失事件(京都)　.
甲・乙書証

1977.5
旧満鉄職員普通恩給受給資格確認
等請求事件

福岡地裁判決

1974.10
援護法遺族年金・弔慰金請求却下
事件

東京地裁判決

2002.12 2003.11 中国人戦争被害者賠償事件 運動資料 遺棄毒ガス

1980.9 1981.2
台湾人元日本兵に対する戦死傷補
償請求事件

1978,9
台湾人元日本兵に対する戦死傷補
償請求事件

台湾人元日本兵士の訴え　第1集 資料集 補償要求訴訟資料

1980,10
台湾人元日本兵に対する戦死傷補
償請求事件

台湾人元日本兵士の訴え　第2集 資料集 補償要求訴訟資料

1981,2
台湾人元日本兵に対する戦死傷補
償請求事件

問題と解決―第三回議員懇談会議事録― 議事録

1959.12 百里航空基地訴訟 準備書面・「人権のために」
1967 恵庭自衛隊法違反訴訟 札幌地裁判決

1967 1973
横田基地米軍人交通事故国家賠償
事件（笠井事件）

笠井事件の勝利を目指す討論集会・資料

訴訟12

訴訟11

訴訟13

子
ど
も
３

子
ど
も
４

平
和
・
戦
後
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償
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

平和・戦
後補償

1967 横田基地公害訴訟 横田基地公害訴訟記録（第１集） 資料集 訴訟13

1964 2002,6 ハンセン病国家賠償請求訴訟
ハンセン病国家賠償請求訴訟支援する会資料／1974らい予防法改正の嘆願
書

1999.7 2002.6 「ハンセン病・国家賠償請求訴訟を支援する会会報」No.1～No.20

1974.1 1977.3 ひとり暮らし訴訟１ 不服申立書類／訴状／答弁書／準備書面
福岡市家賃
差額支給

ひとり暮らし訴訟２ 書証
福岡市家賃
差額支給

1977.6 1978.12 ひとり暮らし訴訟３ 人証
福岡市家賃
差額支給

1979.6 1980.1 ひとり暮らし訴訟４ 人証
福岡市家賃
差額支給

1975.1 1978.9 ひとり暮らし訴訟５ ひとり暮らし裁判ニュース／資料
福岡市家賃
差額支給

1975.11 1980.2 ひとり暮らし訴訟６ 原告団資料
福岡市家賃
差額支給

関連論文など

1976 ひとり暮らし訴訟 ひとり暮らし裁判弁護団「公営住宅をめぐる裁判の事件報告」
ひとり暮ら
し裁判パン
フ第1集

1978.6 ひとり暮らし訴訟
ひとり暮らし裁判支援する会「＝人間としての住居を保障せよ＝悲惨な住
環境を告発する。」

ひとり暮ら
し裁判パン
フ第2集

1978.8 ひとり暮らし訴訟 ひとり暮らし裁判原告団「原告は訴える」
ひとり暮ら
し裁判パン
フ第3集

1978.9 ひとり暮らし訴訟 社会保障研究会「ひとり暮らし高齢者の住居と生活に関する実態調査」

ひとり暮らし訴訟
鎌田とし子「ひとり暮らし中高齢者の社会的形成過程　第一部　ケース記
録集」

ひとり暮らし訴訟 鎌田とし子「ひとり暮らし中高齢者の社会的形成過程」第二部

1979.3 ひとり暮らし訴訟 山口大学教育学部高阪研究室「ひとり暮らし老人の住宅事情と住生活」
東京都中野
区調査

1977.12 ひとり暮らし訴訟
月刊生活と健康No.500「全生連第一回生計費・家計簿調査報告ー低所得者
の暮らしの実態と「現代の貧困」

1978.5 ひとり暮らし訴訟 九州産業労働科学研究所刊「ひとり暮らし中高年齢者の住居について」
福岡教育大
学秋山研究
室

1978.7 ひとり暮らし訴訟 鎌田とし子「都市被救恤層における投票行動」
東京女子大
学社会学会
紀要抜刷

1974.12 ひとり暮らし訴訟 中原弘二「現代の貧困問題と社会保障ーイギリスを中心にー」
1969.3 1970.4 宮訴訟１ 不服申立関係書類
1970.6 1972.3 宮訴訟２ 訴状・答弁書・準備書面・書証・その他裁判提出資料
1973.2 宮訴訟３ 小川政亮証言
1973.10 1973.12 宮訴訟４ 準備書面
1974.4.24 宮訴訟５ 一審判決
1974.10 1975.6 宮訴訟６ 控訴審　準備書面・裁判官忌避勧告書・同補充書
1977.4 1981.5 宮訴訟７ 控訴審　準備書面・判決・声明
1970 1975 宮訴訟８ 弁護団打合せ資料・小川先生研究メモ・ニュース・新聞切抜

訴訟14

訴訟15

訴訟16

ハンセン
病

ひ
と
り
暮
ら
し

年
金
１
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1967.2 1969.2 牧野訴訟１
訴状・答弁書・準備書面・書証・裁判速記録・判決・その他裁判提出資料
ほか

老齢福祉年金夫婦併給

1969.6 1971.11 牧野訴訟２
準備書面・人証・和解調書・その他
「賃金と社会保障」No.473 老齢保障と牧野裁判の意義

老齢福祉年金夫婦併給

1981.5 梶野訴訟 広島高等裁判所松江支部判決
梶野老齢福祉年金支給停止損害賠償訴
訟

1990.6 1992.8 宮岸訴訟１ 社会保険審査会審査請求関連資料
1993.1 1994.3 宮岸訴訟２ 一審　移送申立関係資料 第一審

1995.9 1996.6 宮岸訴訟３

（111号事件）訴状・弁論併合申立書・被告求釈明書
（111号・112号事件併合）・準備書面(3)(4)(7)(8)・訴訟上救助付与の申
立書・甲33号証　被告側準備書面(1)(2)(3)(4)
（112号事件）訴状・準備書面(1)(2)求釈明書・被告答弁書・求釈明書

第一審

1995.5 1995.9 宮岸訴訟４
出張尋問調書（原告本人・妻・MSW信耕久美子）証拠説明書・甲第45証・小
川メモ

第一審

1996.3 1996.11 宮岸訴訟５ 人証（井上英夫）・第11回口頭弁論証言補充甲第120号証・小川メモ 第一審
1996.11 宮岸訴訟６ 最終弁論・準備書面(10)(11)・判決・判決要旨 第一審

宮岸訴訟７ 第一審書証（甲25、甲46-81、甲94、甲116） 第一審
1997.3 1998.5 宮岸訴訟８ 控訴審　甲訴状準備書面(1)(2)(5)、反訳書／被控訴人準備書面(1) 控訴審
1998.6 1998.11 宮岸訴訟９ 高藤調書・甲157号証・乙30-32号証・準備書面(6)・小川メモ 控訴審

1998.12 2000.3 宮岸訴訟10
被控訴人準備書面(3)・準備書面(7)(8)・弁論再開の申立書・和解調書・小
川メモ

裁判関係資料

1992.4 2000.4 宮岸訴訟11 弁護団資料・石川県年金問題研究会・宮岸年金訴訟を支える会 控訴審

1990.12 1992.5 松永障害基礎年金審査請求事件 裁決書・要請書・再審査請求書・記事・論文 障害年金障害認定事件

1983.1 1988.11 本村年金訴訟１ 訴状・陳述書・準備書面・答弁書・準備書面 第一審

1984.5 1995.1 本村年金訴訟２
控訴状・準備書面・裁判速記録・判決・その他・上告理由書・準備書面・
判決

控訴審・上告審

1984 1995 本村年金訴訟３ 裁判関係資料・記事・メモ

1998.4 2001.8
障害基礎年金支給停止処分無効確
認等請求事件１

不服申立関係書類・訴状・陳述書・証拠書類

1998.4 2001.8
障害基礎年金支給停止処分無効確
認等請求事件２

移送申立事件・準備書面・証拠書類・決定・その他裁判資料 老齢基礎年金受給により停止返却

1978.9
福祉年金支給停止処分取り消し請
求事件

判決 京都地裁

1990.7 共済年金訴訟 判決 京都地裁　聴覚障害

1996.10 2006.1 無年金障害者審査請求１
訴状（京都地裁）判決要旨（広島・札幌大阪各地裁）・無年金障害者の会
NEWS・OSTKみんなのしあわせ

学生無年金障害者訴訟

1996.10 2000.9 無年金障害者審査請求２ 無年金障害者の会審査請求運動関連資料

2005.3 広島障害年金訴訟 判決
障害者基礎年金不支給決定取消等請求
事件

2005.9 新潟障害年金訴訟 判決
障害者基礎年金不支給決定取消等請求
控訴事件

1970.6 1973.2 堀木訴訟１ 第一審公判記録―総論― 第一審
1970.12 1972.7 堀木訴訟２ 弁護団会議関係資料 第一審
1972.10 1975.4 堀木訴訟３ 弁護団会議関係資料 控訴審

1972.10 1975.7 堀木訴訟４
第二審公判記録　控訴状・準備書面・安藤証言・児島証言・飯田証言・堀
木証言・準備書面(8)・書証乙9-1

控訴審

1975.11 堀木訴訟５ 第二審判決 控訴審
1976．2 1982.7 堀木訴訟６ 最高裁公判記録：上告理由書・大法廷口頭弁論集・上申書・判決 上告審
1978 1982.3 堀木訴訟７ 弁護団会議・配布資料等 上告審
1975.11 1978.4 堀木訴訟８ 弁護団会議・配布資料等 上告審

訴訟17

訴訟18

訴訟16

訴訟19

年
金
１
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３
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自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1981.5 1982.7 堀木訴訟９ 弁護団会議・配布資料等 上告審
1972.6 1977.12 堀木訴訟10 堀木訴訟を支援する会・堀木訴訟中央対策協議会関係資料
1978.1 1981.1 堀木訴訟11 堀木訴訟中央対策協議会関係資料

1981.3 1983.12 堀木訴訟12
堀木訴訟中央対策協議会関係資料　「臨調路線と社会保障権利闘争―堀木
訴訟口頭弁論成功・勝利判決めざして―」シンポジウム報告集

1974.8 1983.1 堀木訴訟13 堀木訴訟を支援する会・堀木訴訟中央対策協議会関係資料

1971 1983.3 堀木訴訟14 堀木訴訟を支援する会ニュース（「中対協ニュース」「大法廷速報」）

1975 1982.9 堀木訴訟15 兵庫堀木訴訟を支援する会他兵庫県内の運動資料
1973 1982.9 堀木訴訟16 東京他各地の支援する会資料・ニュース
1974.11 1981.7 堀木訴訟17 関連運動研究会資料・ポスター・チラシ
1975.2 1978.9 堀木訴訟18 国民大行進資料

堀木訴訟19 新聞報道綴り・その他資料「みんなの杖須原紀代」・メモ・手紙

堀木訴訟20
東京堀木訴訟を支援する会・堀木訴訟中央対策協議会他発行パンフ26点・
「堀木訴訟と権利シリーズ」「シリーズ　国際障害者年と堀木訴訟」

1975.10 1984.11 堀木訴訟21
『資料と解説　社会保障』No.71, 153『福祉広報』・関連論文コピー・抜
き刷り・新聞切り抜き

1974.12 堀木訴訟22 全社ゼミ第６回全国大会資料
1973.12 1982.11 堀木訴訟23 全社ゼミ他各大学の取り組み
1974.4 長宏著『堀木訴訟《人間の尊厳のために》』労働旬報社 図書

1974.3
全国学制社会福祉ゼミナール中央機関誌『科学とヒューマニズム』特集Ⅱ
堀木訴訟関係資料

雑誌

1981.7
『賃金と社会保障』No.822藤原精吾「大法廷に回付された堀木訴訟」・堀
木弁護団、堀木中央対策協議会「最高裁回付に関する声明」

雑誌

1971.5 『兵庫民法協会報』第13号藤原精吾「堀木訴訟」 機関紙
1983 堀木訴訟24 堀木訴訟運動史編集委員会資料 記録
1987 堀木訴訟25 堀木訴訟運動史編集資料 原稿 堀木訴訟運動史資料
1973.11 1977.6 塩見訴訟１ 訴状・準備書面・人証・書証・所見・尋問事項 第一審
1977.9 1980.1 塩見訴訟２ 準備書面・人証・判決 第一審
1980.11 1984.12 塩見訴訟３ 控訴審：訴状・準備書面・判決 控訴審
1984.12 1989.3 塩見訴訟４ 上告状・上告理由書・判決 上告審

1987.3 1988.1 塩見訴訟５ 訴状・答弁書・準備書面・裁判関係資料
第二次訴訟：一審（1982年国民年金法
改正により）

1994.3 1996.7 塩見訴訟６ 訴状・準備書面・判決 第二次訴訟：控訴審
塩見訴訟７ 塩見訴訟（福祉年金・生活保護関係）
塩見訴訟８ 塩見訴訟（国籍・人権関係）
塩見訴訟９ 塩見訴訟関連(判例・生活実態調査など)
塩見訴訟10 塩見訴訟関連(外国語文献(英語))
塩見訴訟11 塩見訴訟関連(外国語文献(英語・ドイツ語))

1959 1987 塩見訴訟12 塩見訴訟関連(新聞ニュース・支援団体文章・小川メモ・手紙)

1974.12 塩見訴訟関連
田中宏「日本の植民地支配下における国籍関係の経緯ー台湾・朝鮮に関す
る参政権と兵役義務をめぐってー」愛知県立大学外国語学部紀要第９号

論文抜刷

1974頃 塩見訴訟関連 国連広報センター『難民問題―その解決のカギはあなたの手に―』
パンフレッ
ト

1979.3 塩見訴訟関連 大沼保昭『在日朝鮮人の法的地位に関する一考察』 論文抜刷 法学協会雑誌第96巻第３号

1980.4 塩見訴訟関連
『在日外国人と年金　在日韓国・朝鮮人の国民年金を求める会資料集Ⅰ―
国民年金争訟事件―』

資料集

1982 塩見訴訟関連 塩見訴訟を支援する会『塩見訴訟の勝利をめざして』
パンフレッ
ト

小川政亮「塩見訴訟の今日的意義」掲
載

訴訟20

訴訟19

訴訟21
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自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1982 塩見訴訟関連 アジア人権センター『在日朝鮮人と強制送還』 冊子
「在日朝鮮人の退去強制（＝国外追
放）問題を考えるシンポジウム」資料

1984 塩見訴訟関連
アジアにたいする戦後責任を考える会「国際シンポジウム」実行委員会
『“いま、サハリン残留韓国人の帰還問題を考える”国際シンポジウム』

パンフレッ
ト

1996 塩見訴訟関連 塩見訴訟を支援する会『塩見日出さんは訴える　私にも障害基礎年金を』
パンフレッ
ト

塩見訴訟関連 幼方直吉「六章　東洋社会の家族観」 論文抜刷

1977.7 1982.9
金鉉釣(キム・ヒョンジュ)訴訟
（１）

再審査請求申立書・裁決書・訴状・陳述書・答弁書・準備書面・判決
国民年金被保険者資格取消処分取消請
求：第一審

1982.9 1983.1
金鉉釣(キム・ヒョンジュ)訴訟
（２）

控訴状・準備書面・判決
国民年金被保険者資格取消処分取消請
求：控訴審

1978.4 1980.3 豊田訴訟（１） 訴状・答弁書・準備書面(1)(2)(3)(4)・人証
国民年金裁定取消処分取消等請求：第
一審

1982.9 1983.1 豊田訴訟（２） 控訴審：訴状・準備書面・判決・その他
国民年金裁定取消処分取消等請求：控
訴審

1982 1983.3 豊田訴訟（３） 控訴状・準備書面
国民年金裁定取消処分取消等請求：控
訴審

1979.11 1984.9
金鉉釣(キム・ヒョンジュ)訴訟・
豊田訴訟共通資料

支援資料「在日韓国・朝鮮人の国民年金を求める会ニュース」・メモ・記
事・ニュース・参考資料

金・豊田共通資料

1978.1
金鉉釣(キム・ヒョンジュ)訴訟・
豊田訴訟共通資料

在日韓国・朝鮮人の国民年金を求める会『年金と差別―もうひとつの無年
金者―』

冊子
「在日韓国・朝鮮人の国民年金への加
入を求めて―国民年金と金鉉釣氏事件
―」含む

1981.11
金鉉釣(キム・ヒョンジュ)訴訟・
豊田訴訟共通資料

在日韓国・朝鮮人の国民年金を求める会『国籍差別への挑戦』資料集 資料集 準備書面、意見書

1984.3
金鉉釣(キム・ヒョンジュ)訴訟・
豊田訴訟共通資料

近藤康二「韓国籍だが国民年金に加入。12年後、年金支給を拒否される」 雑誌

1973.1
国鉄労組熊本反合懲戒処分無効事
件

熊本地裁判決 資料集

1973.12
国鉄労組大阪4.26懲戒処分無効事
件判決

大阪地裁判決 資料集

1967.1 1974.6 国鉄労組青函・渡島丸上告事件 函館地裁判決／札幌高裁判決／上告趣意書／最高裁判決 １

1964.12 国鉄労組不当配転裁判（笹沼） 訴状 資料集

1974.7
国鉄労組5.20公労法解雇無効地位
保全仮処分事件

浦和地裁判決 資料集

1974.1
国鉄労組「動労・盛岡池本公労法
解雇無効事件」

1973 国鉄労働組合組合費請求訴訟① 昭和48年（オ）第498、499号最高裁判所判決（上告趣意書含）

1975.12 国鉄労働組合組合費請求訴訟② 昭和48年（オ）第1168号最高裁判所判決

1975.12
国鉄労組スト資金・支援資金等請
求認容破棄請求

1974.6
国鉄労組動労・盛岡池本公労法解
雇無効事件

19723
第17回国労全国弁護団会議資料
（その１）

72春闘マル生闘争・懲戒処分を巡る諸問題 資料集

19723
第17回国労全国弁護団会議資料
（その２）

懲戒処分に関する最近の労働民事判例 資料集

訴訟22

訴訟21

訴訟23

年
金
６

年
金
７

労
働
１
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

19723
第17回国労全国弁護団会議資料
（その３）

過去１年間の国労関係刑・民事事件判決 資料集

1973.6 組合費事件裁判判例集（１） 資料集

1962.1
全日自労・公務執行妨害・障害被
告事件

冒頭陳述 団体交渉

1963.9 1965.1 大阪茨木市職組弾圧事件 起訴状／控訴棄却の申し立て／決定

1982.11 1984.1
日社労組セーナー苑分解刑事弾圧
事件

富山地裁判決／控訴審弁論書／名古屋高裁判決

1983.7
日社労組セーナー苑分解刑事弾圧
事件

「無罪判決の確定めざすたたかいの記録」 パンフ

1982.11
日社労組セーナー苑分解刑事弾圧
事件

「無罪判決の確定めざすたたかいの記録―富山地裁身剤判決先生なんで来
んがけ―」

パンフ

1983.1
日社労組セーナー苑分解刑事弾圧
事件

「結審を迎えて　たたかいの記録」 資料集

1964
東京私学単一労組青葉幼稚園分会
判決文

東京地裁判決文

1961.9 1969.8 順天堂病院事件
東京高裁判決／ニュース／順天堂大学教職員組合「患者の生命・医療労働
者の権利と生活を守るたたかい」

ピケットの権利

1961 三葉工業最低賃金事件 訴状

1962.2
小樽職安失対事業紹介請求拒否事
件

訴状

1967.5 1968.7
西宮職安中高年就職促進措置不認
定取消事件

訴状／答弁書／準備書面／書証／答弁書

1983.5 1983.9
唐津職安失対事業甲乙意向処分取
消請求事件

準備書面／意見書

1968.1 1973.6
養護施設望みの家不当解雇（佐々
木）事件１

準備書面／東京地裁判決／控訴審準備書面／証拠申出書／高裁判決

1967.11 1973.2
養護施設望みの家不当解雇（佐々
木）事件２

いきさつ／メモ／書簡／ニュース

1971.11
養護施設望みの家不当解雇（佐々
木）事件

「養護施設“のぞみの家”児童指導員佐々木聰不当解雇事件裁判の記録」 資料集

1971.12
養護施設望みの家不当解雇（佐々
木）事件

「養護施設“のぞみの家”児童指導員佐々木聰不当解雇事件裁判の記録」
第２集

1973.6
養護施設望みの家不当解雇（佐々
木）事件

「養護施設“のぞみの家”児童指導員佐々木聰不当解雇事件裁判の記録」
第３集

1984.3 1986.12 八木縫製不当解雇（畑）事件① 訴状／答弁書／準備書面／人証／和解調書

1986.6 八木縫製不当解雇（畑）事件② 人証

1986.2 1987.2 八木縫製不当解雇（畑）事件③ 人証／ニュース

1971.12
習志野市保母解雇処分取り消し請
求事件

判決

1973.8 1975.3
墨田三愛学園不当解雇(山村）事
件

答弁書／ニュース／「わたしは子供たちのところへもどりたい！」／激励
文集／小川メモ

1976
中央法規出版不当解雇撤回職場復
帰（斉藤）事件

「お父さんがわるいんじゃない、早く会社にもどして」 資料集 転勤

1979.6 1982.8
大安町立保育園転任命令取消（山
口）事件

「良い保育をめざして　山口保母への不当な転任命令取消しの闘いの記
録」判決

資料集

1980.4 1981.11
三井造船不当配転撤回仮処分（大
橋）事件

仮処分命令申請書／チラシ 資料集

1969
クラレ不当配転撤回請求（中元・
椿）民事裁判資料（１）

訴状／準備書面／証拠申請／答弁書／人証

訴訟24

労
働
１

労
働
２

訴訟23
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1974.6 1974.10 東京税関マル生損害賠償請求事件 訴状／ビラ／機関紙

1972.5 1972.11 関西電力人権擁護闘争 「関西電力人権擁護闘争（資料１）（資料２）」／新聞記事
1996 高砂建設男女差別・宮成事件 陳述書／「女だって男だって同じにはたらいているんだ　春よ来い」

1997.5
中労委労働者委員「変更任命」取
消訴訟

判決文 資料集

1969 1979.2
大日本印刷採用内定取り消し竹本
事件

「経過概要及一審判決」（訴状／答弁書／判決） 資料集

197512 慶応義塾大学「採用拒否」事件 地裁判決／高裁判決

1989.3 1990
神戸弘陵高校不当解雇（朝野）事
件

神戸地裁判決／上告理由所／準備書面／弁論要旨

1995.12 1998.4
東京海上火災再雇用拒否（別府・
青秋）裁判

訴状／準備書面（1審・控訴審）／上告理由書

1963.8 1969.10 大分銀行職業病裁判 答弁書／地労委命令書／ニュース／書簡
1968 大分銀行職業病裁判 大分銀行従組、職業病闘争の経過 資料集

1976.4 1976.12 公務上災害
地裁判決／高裁判決／上告理由書／最高裁判決／千々波茂一氏の死亡の公
務上外認定に関する意見書

1973.10 1984.1 古川電池鉛中毒事件 訴状／判決
1981 古川電池鉛中毒事件 「古川出地鉛中毒事件訴訟関係資料」 資料集

1982.10 八洲測量「初任給切り下げ」訴訟 訴状／判決／論文等

1986.2 1986.12 帝銀事件１ 国家賠償請求準備書面／東京地裁・東京高裁判決 再審等
1980 2005.1 帝銀事件２ 帝銀事件研究／他の再審請求運動資料 再審等、帝銀事件各種資料
1971 石川和夫さんを守る会「狭山事件」 パンフ 冤罪
1994.9 1997.1 星野事件 強制わいせつ
1991.3 星野事件無罪判決(全文) 名古屋高裁金沢支部 資料集 強制わいせつ

1991.7
星野事件裁判資料集第３集　星野事件検察官上告趣意書 付 「懲役七月」
第一審有罪判決

資料集 強制わいせつ

1994.11
星野事件裁判資料集第４集　星野事件弁護団最高裁弁論要旨 付 被告人上
申書・検察官弁論要旨

資料集 強制わいせつ

1995.5 1995.6
星野事件裁判資料集第７集　星野事件差し戻し審での弁護団冒頭意見(控訴
趣意補充書)

資料集 強制わいせつ

1996.3
星野事件裁判資料集第８集　名古屋高裁差し戻し審・弁護団最終弁論（付
録：星野雅美さんの最終弁論にあたっての上申書、検察官最終弁論）

資料集 強制わいせつ

1996.5
星野事件裁判資料集第９集　事実と証拠を無視した名古屋高裁差し戻し不
当判決

資料集 強制わいせつ

1962.6 1970.7 仁保事件 起訴状／第一審判決／第二審判決／仁保事件法学者研究資料 別件逮捕拘留、強制拷問脅迫
1962.8 1962.12 谷川事件 起訴状／冒頭陳述／裁判関連資料 公選法による不当弾圧
1984.2 1984.2 岡山市不当弾圧事件 起訴状／陳述書／裁判関連資料 資料集 同和行政関連の職務強制事件
1869 1981 おばせ事件 支援運動関係資料 選挙戸別訪問
1969 1981 おばせ事件 「おばせ事件総括集」 資料集 選挙戸別訪問

1997.6 1999.3
まりも会法人役員地位不存在確認
訴訟

訴状／答弁書／準備書面／判決 人事不服

1992 1995
備前市第三セクター職員出向住民
監査請求事件

住民監査請求／判決

1998.7 1999.7
八王子市社会福祉協議会遺族会補
助金不当支出住民訴訟

訴状／準備書面／裁判関連資料

1973.4 1973.9 源泉徴収違憲訴訟 各種運動資料
1970 1972 源泉徴収違憲訴訟 『源泉徴収違憲訴訟資料（一）』 資料集
1969 1972 源泉徴収違憲訴訟 『源泉徴収違憲訴訟資料（二）』 資料集

訴訟26

弾
圧
・
冤
罪

労
働
３

そ
の
他

訴訟27

訴訟25
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1973 源泉徴収違憲訴訟 『われらの確定申告の闘争』
1980.3 1980.5 勤労所得課税違憲訴訟 「勤労所得課税違憲訴訟判決文」 資料集

1960 1963 朝日訴訟１
県および厚生省への不服申立書　第一審：判決謄本・控訴審：甲準備書
面・乙準備書面・判決・人間裁判号外（判決）

第一審東京地裁、控訴審東京高裁

1966 1967 朝日訴訟２
上告理由書・同補充書・最高裁継続上申書・上申書に対する反論書・上申
書その２・答弁書（人間裁判号外）

上告審最高裁

1966.2 1967.3 朝日訴訟３ 上告弁論要旨（その１・２・39・上告理由補充書） 上告審最高裁
1955 1964 朝日訴訟４ 朝日訴訟最高裁判決謄本・判決理由要旨 上告審最高裁

1956 1964 朝日訴訟５
書証甲第55証～134・朝日茂氏私見・患者自治会・日本患者同盟・朝日訴訟
対策委・総評・弁護団声明・その他資料

1961.2 1965.1 朝日訴訟６ 朝日訴訟中央対策委員会発行文書

1960 1970 朝日訴訟７
日本患者同盟発行文書（1963-1970）・朝日訴訟を守る会文書（1960-
1967)・諸団体支持訴え

1960 1977 朝日訴訟８
朝日茂氏書簡（1960-1963）諸団体文書（1960-1977）ニュース（1958-
1963）

1962 1965 朝日訴訟９ 映画『人間裁判』関連資料

1987 2006 朝日訴訟10
朝日訴訟記念の集い資料、NPO法人朝日訴訟の会設立資料、朝日茂生誕90年
記念社会保障学集会資料

1961.3 1968.3 朝日訴訟 朝日訴訟中央対策委員会『人間裁判　朝日訴訟』No.1～214 機関紙 原本と順番にしたコピーあり
1975.7 朝日訴訟 人間裁判碑文・朝日茂氏写真・朝日茂の墓 写真

1959.1 朝日訴訟
坂本重雄「朝日訴訟の法社会学的検討（一）―訴訟技術・判決・学説をめ
ぐって―」『民商法雑誌』第59巻4号抜刷

雑誌

1959.6 朝日訴訟
坂本重雄「朝日訴訟の法社会学的検討（二）―訴訟技術・判決・学説をめ
ぐって―」『民商法雑誌』第59巻6号抜刷

雑誌

1960.12 朝日訴訟
小川政亮「憲法25条は絵にかいた餅ではない―朝日行政事件判決とその意
義―」掲載『法律のひろば』第13巻第12号

雑誌

1960.12 朝日訴訟
吉田力雄「朝日行政訴訟第一審判決の意義」『岡山大学法経学会雑誌』第
10巻第3号

紀要

1964.1 朝日訴訟 小川政亮「朝日訴訟控訴審判決について」『法律のひろば』第17巻第1号 雑誌

1964.1 朝日訴訟 奥平康弘「朝日訴訟第二審判決をめぐって」『法学セミナー』No.94 雑誌
1964.3 朝日訴訟 横川博「『朝日行政訴訟』控訴審判決」『甲南法学』第4巻第4号別刷 紀要

1964.3 朝日訴訟
坂本重雄「生存権保障の法理と生活保護行政の実態（上）」『労働経済旬
報』No.572

雑誌

1964.4 朝日訴訟
坂本重雄「生存権保障の法理と生活保護行政の実態（下）」『労働経済旬
報』No.574

雑誌

1965.5 朝日訴訟 『労働法律旬報』No.632　特集朝日訴訟 雑誌
1965.8 朝日訴訟 おさひろし『朝日訴訟』『自由法曹団　団報』 雑誌
1965.11 朝日訴訟 朝日訴訟中央対策委員会『朝日訴訟』 図書
1966.8 朝日訴訟 小川政亮『朝日訴訟の意義』『法律時報』第38巻9号 雑誌
1966.8 朝日訴訟 『賃金と社会保障』No.95　特集朝日訴訟 雑誌

1967.3 朝日訴訟
『部落』No.214　特集　朝日訴訟と部落問題（小川政亮「朝日訴訟につい
て」

雑誌

1967.8 朝日訴訟 小川政亮「朝日訴訟最高裁判決について」『部落』No.219 雑誌
1967.8 朝日訴訟 『法律時報』第39巻第8号　特集　朝日判決と社会保障の論理 雑誌

1967.8 朝日訴訟
小川政亮「朝日訴訟―その提訴から今日まで―」　『月刊自治研』第9巻第
8号

雑誌

1968.4 朝日訴訟
小倉襄二「『朝日訴訟』―総括―最高裁判決の論点―」『同志社大学人文
学』第103号抜刷

紀要

1968.12 朝日訴訟 連載小説「『人間の火』（19）―朝日茂の生涯」『健康会議』No.237 雑誌
1962.2.18 朝日訴訟 小川ノート「朝日事件」 ノート
1963.2.11 1963.11.6 朝日訴訟 小川ノート「社会保障訴訟事件」朝日事件・加藤健保・大山績 ノート

その他

生
活
保
護
１

訴訟27

訴訟28
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1963.11.29 1965.7.24 朝日訴訟 小川ノート「朝日訴訟（３）」 ノート
1965.7.24 朝日訴訟 小川ノート「朝日訴訟・社会保障訴訟」 ノート
1967.9 1972.12 藤木訴訟１ 不服申立関係書類・書証（乙１～７）・判決 第一次第一訴訟
1971.3 藤木訴訟２（第一訴訟） 証人：小川政亮証言 第一次第一訴訟

1967.2 1972.6 藤木訴訟３ 第二訴訟：訴状・答弁書・準備書面　第三訴訟：訴状・答弁書・準備書面
第一次：第二・第三・離婚無効確認訴
訟

1970.7 1973.7 藤木訴訟４ 藤木訴訟対策協議会資料（年表・ニュース・パンフ等） パンフ 第一次
1973.4 1975.12 藤木訴訟５ 保護申請却下通知書・審査請求書・訴状・準備書面 第二次
1975.12 1976.6 藤木訴訟６ 小野秀隆氏証言・松村正康氏証言 第二次
1977.3 藤木訴訟７ 証人：小川政亮証言、証言準備資料（人証・書証） 第二次訴訟第一審
1977.7 1979.4 藤木訴訟８ 準備書面・判決 第二次訴訟第一審
1977.3 藤木訴訟９ 書証（甲1.11-14.18-21.24-28.49-53.56-59／乙4.5） 第二次訴訟第一審
1979.11 1981.8 藤木訴訟10 準備書面・証拠申請書 第二次訴訟控訴審
1983.8 1984.7 藤木訴訟11 承継申し立て準備書面・書証・判決 第二次訴訟控訴審
1984.9 1988.4 藤木訴訟12 上告理由書・同補充書・判決 第二次訴訟上告審
1973.10 1982.12 藤木訴訟13 藤木訴訟対策協議会関連資料１（第二次藤木訴訟関連）
1983.1 1989.1 藤木訴訟14 藤木訴訟対策協議会関連資料２（第二次藤木訴訟関連）

1974.4 1988.10 藤木訴訟15
藤木訴訟対策協議会関連資料３（第二次藤木訴訟関連）法律扶助・日弁
連・学習会・パンフ

藤木訴訟16 関連外国文献資料１
藤木訴訟17 関連外国文献資料２
藤木訴訟18 関連外国文献資料３

1972.10 藤木訴訟資料集 藤木訴訟対策協議会『藤木訴訟資料集（１）』
1973.9 藤木訴訟資料集 藤木訴訟対策協議会『藤木訴訟資料集（２）』

藤木訴訟の記録
「藤木訴訟―第一次・第二次訴訟のすべて―」（未刊）編集会議資料・原
稿等その１

藤木訴訟の記録 「藤木訴訟―第一次・第二次訴訟のすべて―」（未刊）原稿等その２
1985.2 1990.12 秋田加藤訴訟１ 不服申立関係書類・訴状・陳述書・準備書面 第一審
1991 1992.7 秋田加藤訴訟２ 準備書面・裁判速記録・意見書 第一審
1991.9 1992.11 秋田加藤訴訟３ 準備書面・意見書 第一審
1992.12 1993.4 秋田加藤訴訟４ 陳述書・準備書面・証拠書類・秋田地裁判決・書証 第一審

秋田加藤訴訟５ 甲書証・陳述書・鑑定書 第一審
秋田加藤訴訟６ 小川政亮「加藤訴訟所見」・メモ・資料
秋田加藤訴訟７ 加藤訴訟支援運動新聞・ビラ・報道等

1992.1 秋田加藤訴訟 加藤人権裁判の記録第２集『泣きねいりはしない！』 資料集 手紙等含む
1990.6 秋田加藤訴訟 加藤人権裁判の記録第２集『福祉事務所を国民の手に！』 資料集 加藤さん意見含む

1993.5 秋田加藤訴訟 加藤人権裁判の記録第４集『生活保護・加藤人権裁判秋田地裁判決全文』 資料集

1992.2 秋田加藤訴訟
山本忠「生活保護受給中に貯得られた預貯金の取り扱いに関する考察」
『明治学院論集493号』

論文抜刷

1990.8 1998.1 中嶋訴訟１ 不服申立関係書類（学資保険の収入認定について）／福岡地裁訴状・判決 第一審

1997.6 中嶋訴訟２ 控訴審準備書面 控訴審
1998.12.11 2000.10 中嶋訴訟３ 上告理由書／答弁書／意見書／裁判提出書類・関連資料 上告審
1999.3 2003.3 中嶋訴訟４ 裁判関連資料（ニュース・判例・弁護団作成資料）

1992.9 2003.8 中嶋訴訟５ 中島訴訟・生活と健康を守る会資料／学資保険裁判を支援する会関連資料

1994.5 1996.9 高訴訟１ 不服申立関係書類／答弁書／乙準備書面 第一審
1995.12 1996 高訴訟２ 本人調書／書証（甲１～19号証） 第一審
1997.5 1997.6 高訴訟３ 人証（乙）陳述書 第一審

高訴訟４ 書証（甲21～32号証） 第一審
1997.10 高訴訟５ 人証（甲）／意見書 第一審

訴訟29

訴訟30

訴訟31

訴訟32
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保護１ 訴訟28
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

生活
保護５

1998.5 2003.7 高訴訟６
準備書面（甲・乙）／関連資料／金沢地裁判決／控訴審判決／上告受理申
立却下／関連資料・新聞切抜・論文

第一審・控訴審 訴訟32
1993.9 1996.10 林訴訟１ 不服申立書類・採決書・名古屋地裁判決 一審
2001.2.13 林訴訟２ 名古屋高裁判決 控訴審
1998.5 1998.12 林訴訟３ 上告理由補充書 上告審
1999.1 1999.6 林訴訟４ 上告理由補充書および原稿 上告審
2000.2 2000.10 林訴訟５ 上告理由補充書／意見書原稿／原稿 上告審

林訴訟６ 上告理由補充書／原稿／弁護士会議資料 上告審
1993.1 1998.12 林訴訟７ 意見書原稿 上告審
2001.2 20011.2 林訴訟８ 弁護団声明・弁護団総括・小川書簡
1994 2001 林訴訟９ 関連論文・資料・新聞ニュース
1994. 2001 林訴訟１０ 弁護士会議資料、ニュースなど
1995.9 林訴訟 『いのちと権利を守れ！林訴訟資料集（１)』 資料集 経過、統計資料等含む
1996.1 林訴訟 『いのちと権利を守れ！林訴訟資料集（２)』 資料集 判決のポイント・評価、資料

1997.12 林訴訟
『失業者・野宿労働者の生存権を問う　林訴訟資料集（４）控訴審全記
録』

資料集 評価等含む

1998.4 林訴訟
『失業者・日雇い労働者の生存権を問う　林訴訟資料集（５）上告審記録
（１）』

資料集 上告関係書類、雑誌論文等含む

1996.6 林訴訟
『失業者・日雇い労働者の生存権を問う　林訴訟資料集（６）上告審記録
（２）』

資料集 上告理由補充書・論文等含む

2000.11 林訴訟
『失業者・日雇い労働者の生存権を問う　林訴訟資料集（７）上告審記録
（３）』

資料集
訴訟手続き受継に関する上申意見書、
意見書等含む

2002.5 林訴訟
『失業者・日雇い労働者の生存権を問う　林訴訟資料集（８）林訴訟総集
編＆上告審記録（４）』

資料集 関連訴訟判決、論文等含む

2002.6 林訴訟 すべての人の生存権保障のために―林訴訟の意義と振り返り― 文集 関係者の振り返り
1998.12 2003.11 佐藤居宅保護訴訟 訴状／大阪地裁判決／大阪高裁判決

1984.8 1988.10 大阪市在宅保護訴訟 訴状／答弁書／準備書面／大阪地裁判決／大阪高裁判決／その他
退院後居宅保護を希望したが収容保護
を決定

1965.4 1970.4 中津事件 起訴状／陳述書／供述調書／弁論／その他 生活保護「不正受給」事件
1965.11 1967.11 荒尾事件 訴訟趣意書／判決／裁判提出資料 生活保護「不正受給」事件
1965.11 1968.3 十勝冷害農民事件①木幡事件 起訴状／陳述書／人証／判決／裁判資料 生活保護「不正受給」事件
1965.11 1968.3 十勝冷害農民事件②別紙事件 起訴状／陳述書／供述調書／証拠書類／判決／裁判資料 生活保護「不正受給」事件

1965.12 1966.2
十勝冷害農民事件③得地事件その
１

陳述書／供述調書／地裁判決／控訴趣意書／弁論要旨 生活保護「不正受給」事件

1966.2 1982.11
十勝冷害農民事件④得地事件その
２

人証／弁論要旨／判決／背景 生活保護「不正受給」事件

1968.3 千歳事件 判決 生活保護「不正受給」事件
1968.6 1973.6 宇和島事件 控訴趣意書／判決／裁判関係資料 生活保護「不正受給」事件
1969.7 1973.9 三鷹事件① 意見陳述書／小川政亮証言／関連資料 生活保護「不正受給」事件
1969.7 1974.2 三鷹事件② 供述調書／陳述書／弁論／判決／弁護団・支援団体資料 生活保護「不正受給」事件
1971.2 1971.9 小沢事件① 意見要旨／意見陳述／冒頭陳述 生活保護「不正受給」事件
1970.3 1971.10 森本事件① 起訴状／求釈明書／意見陳述書／弁護団資料 生活保護「不正受給」事件
1971.12 森本事件② 小川政亮証人尋問速記録 生活保護「不正受給」事件
1970 1972.11 小沢・森本事件 小沢さん・森本さんを励ます会資料 生活保護「不正受給」事件
1971.7 高木牧師裁判 高木牧師意見陳述／「公判ニュース」 生活保護「不正受給」事件
1971.10 1972.8 大野事件 陳述書／判決／裁判関係資料／励ます会資料 生活保護「不正受給」事件
1988.9 小寺事件 判決 生活保護「不正受給」事件
1972.3 1972.7 直方事件① 弁論要旨／判決 生活保護「不正受給」事件
1972 直方事件② 証人尋問調書 生活保護「不正受給」事件
1964 1972 「不正受給」関連資料 起訴状／求釈明書・厚生省「生活保護関係判決例」 生活保護「不正受給」事件

訴訟33

訴訟34
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８
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＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1968.9 竹内事件 審査請求書／訴状／保護停止処分執行停止申請書 生活保護廃止処分取り消し請求事件

1987.2 1987.4 ■■■ 審査請求書／弁明書／反論書／裁決書／訴状 生活保護費返還請求処分審査請求事件

1988.3 1989.12 近藤訴訟① 不服申立書類／審査請求書／裁決書
生活保護同一世帯・収入認定処分取消
請求事件

1989.6 1989 近藤訴訟② 訴状／準備書面
生活保護同一世帯・収入認定処分取消
請求事件

1989.4 1989.12 近藤訴訟③ 裁判関係資料
生活保護同一世帯・収入認定処分取消
請求事件

1994.2 1995.1 神戸服部事件 審査請求書類／訴状／答弁書／陳述書 生活保護申請却下処分取消等請求事件

1994.4 1996.2 山梨望月訴訟 不服申し立て関係書類／訴状／答弁書／記事・原稿 生活保護申請却下処分取消等請求事件

1989.12 1993.5 柳園人権裁判① 不服申し立て関係書類／訴状／準備書面／書証／その他裁判関係書類
1993.5 1993.10 柳園人権裁判② 準備書面／判決／裁判関係書類
1994.10 1997.12 増永自動車借用事件① 訴状／準備書面 生活保護廃止決定処分取消請求事件
1998.1 1998.5 増永自動車借用事件② 準備書面／判決／裁判関係書類判決 生活保護廃止決定処分取消請求事件
1997.11 増永自動車借用事件③ 鑑定意見書 生活保護廃止決定処分取消請求事件

1998.4 増永自動車借用事件
福岡県生活と健康を守る会「自動車借用運転の正当性と生活保護費氏処分
の不当性」

生活保護廃止決定処分取消請求事件

1998.8 増永自動車借用事件
福岡県生活と健康を守る会・増永生活保護訴訟弁護団「増永生活保護訴訟
裁判記録集」

生活保護廃止決定処分取消請求事件

1973.2 1973.4 二股瀬火災事件（冨永公判） 冒頭陳述書／判決 生活保護公務執行妨害事件
1971.12 1978.3 米子生健会事件 控訴趣意書／弁論／答弁書／判決 生活保護団体交渉事件
1969.11 1970.6 長田福祉事務所事件 訴状／裁判記録／裁判関連資料／ニュース 生活保護団体交渉事件

1970.12 1976.6 金基元生活保護訴訟１ 訴状／答弁書／準備書面／書証（甲・乙）／要約書面 第１審
生活保護廃止処分取消・申請却下処分
取消請求事件

1978.4 1980.3 金基元生活保護訴訟２
被告本人調書／承認調書／口頭弁論再開申立書／口頭弁論再開要請書／判
決

第１審

1977.2 1978.3 金基元生活保護訴訟３
甲訴状／準備書面／証拠申出書／裁判関係資料／ニューズレター／新聞切
抜等

控訴審

1971.11 金基元生活保護訴訟
「働くところも、生活保護も奪いしねと言うのか」―公判廷に於ける金基
元氏の主張

1992.2 1995.10 ゴドウィン生活保護訴訟
外国人の生存権を実現する会「厚生省はゴドウィンさんに生活保護の適用
を！　資料集１、資料集２、資料集３、資料集４」

2000.6 2008 広島生存権訴訟 第1審広島地裁準備書面
2008 2009 広島生存権訴訟 人証／広島地裁判決
2008 2009 京都生存権訴訟 訴状／準備書面
2007 2009 生存権裁判支援北海道の会 訴状／支援する会第二回総会資料集

2010 北九州・生存県裁判を支える会 「幸せに生きる権利を求めて　まだ死ねない」意見陳述集第４集

1995.10 生活保護裁判全国連絡会１ 1995交流集会／宮岸年金訴訟／中島学士保険訴訟福岡地裁判決／メモ
1996.1 1996.7 生活保護裁判全国連絡会２ 生保連事務局議事録／福岡証人申請／京都判決

1996.7 1996.12 生活保護裁判全国連絡会３
生保連事務局議事録／日野市他人介護料審査請求／保護の実施上の留意点
について／外国人留学生治療費国庫補助判決・上告書

1997.1 1997.6 生活保護裁判全国連絡会４
中島訴訟最終準備書面／東京高裁判決／中島・増永訴訟報告／岩田高裁判
決／京都生保審査請求

1997.7 1997.9 生活保護裁判全国連絡会５
生保連事務局議事録／京都自動車の保有状況調査／日弁連「生活保護適正
化実施通達問題についての調査報告書」／鬼頭名古屋地裁判決／第３回交
流会議案書

11 1997.10 1997.12 生活保護裁判全国連絡会６
生保連事務局会議議事録／福岡中島準備書面／京都市職労「生活保護「適
正化」問題について」／木下証人速記録

訴訟36
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コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
ファイル 資　料　名 備 考

資 料 集 等

1998.1 1998.10 生活保護裁判全国連絡会７ 生保連事務局会議議事録／松永訴訟

1998.11 1998.12 生活保護裁判全国連絡会８
生保連事務局会議議事録／人権侵害の実態・実例集／永井京都地裁判決／
増永第５準備書面

199.1 1999.6 生活保護裁判全国連絡会９ 生保連事務局会議議事録

生活保護裁判全国連絡会10
生保連事務局会議議事録／北海道の生活保護問題／総務庁「生活保護に関
する行政監察結果に基づく勧告」

1999.7 1999.10 生活保護裁判全国連絡会11
生保連事務局会議議事録／1999人権侵害の実態実例集／介護保険権利擁護
マニュアル

2000.5 2000.11 生活保護裁判全国連絡会12
生保連事務局会議議事録／平成12年度の生活保護／一般生活費認定基準表
／大阪市公園野宿

2000.1 2006.5 生活保護裁判全国連絡会13 今日の生活保護裁判の特徴と今後の課題／大阪府審査請求書他

2001.6 2001.12 生活保護裁判全国連絡会14
在外被爆者訴訟大阪地裁判決・長崎地裁判決／香取学園訴訟訴状／社会保
障裁判支援連絡会資料

2001.9 生活保護裁判全国連絡会15
社会保障裁判支援連絡会ニュース／第7回生活保護裁判連絡会総会資料／生
保連総会／支援連ニュース／重度心身障害者医療費補助差別処分事件証拠
説明書

2002.1 生活保護裁判全国連絡会16
厚生省「低所得者の新たな生活支援システム検討プロジェクト」報告書／
社会保障裁判支援連絡会ニュース／第８回生活保護裁判連絡会総会資料／
小川メモ／林訴訟ニュース／中島・高合同弁護団会議／

2003 生活保護裁判全国連絡会17
学資保険裁判ニュース／ささしま／支援連ニュース／生活保護における
ケースワーカーはいかにあるべきか／日本高齢者NGO会議

2004 生活保護裁判全国連絡会18
支援連ニュース（学資保険・学生無年金）／学資保険裁判運動資料／生保
連交流会

2005 生活保護裁判全国連絡会19

生保連事務局会議議事録／高信司氏追悼の集い／札幌生活保護訴訟／生活
保護費および児童扶養手当に関する関係者協議会／高松・神戸審査請求書
／全国市長会「生活保護制度に関する調査結果」／介護保険料賦課大阪地
裁判決／熊本市生活保護審査裁決書

2005 生活保護裁判全国連絡会20
神戸市垂水福祉事務所損害賠償請求控訴審判決／老齢加算広島地裁訴状／
「生きる喜びをとりもどしたい」／京都山科生存権訴訟訴状／生存権裁判
を支える会「人間らしく生きたい！」

2006 生活保護裁判全国連絡会21
生保連第12回総会・交流会／秋田生存権裁判を支える会「人間らしい暮ら
しを求めて」記録集／広島生存権裁判高裁判決／生保連事務局会議／NNN
「ニッポン貧困社会」問題／尼崎市生活保護審査請求書／書簡

1995.11 2005.6 生活保護裁判全国連絡会 生保裁判連ニュース No.1～26
1996 生保連交流会

1969.7 1970.5 九州大学学長事務取扱不発令事件 訴状／答弁書／準備書面／書簡

1970 日本福祉大教授退職勧告事件 教授会公示／理事会公示／岸教授文書／関連文書
パンフレッ
ト

1969.11 1972.6 和光大学事件
捜索・差押の経緯／要請書／準抗告申立書／準抗告申立書補充書／地裁決
定／特別項抗告申立書／関連資料

和光大学事件
和光大学「本学に対する捜査差し押さえ事件について―準抗告特別抗告の
経過報告―」

資料集

1961.12 1962.11 昭和女子大事件 答弁書／準備書面／陳述書
1964.10 昭和女子大事件 「自由と人権を！！　昭和女子大事件とその背景」
1986.1 1989.5 中京女子大学裁判 事件裁判関係各種資料

1987.6 中京女子大学裁判 中京女子大学不当処分撤回闘争を支援する会「国民に誇れる私立大学に」
パンフレッ
ト

東北福祉大学武田講師解雇事件 武田講師事件事実経過パンフ／武田先生を励ます会ニュース

12

訴訟39

訴訟40
教
育

生
活
保
護

訴訟38

生
活
保
護
11

177



＜訴訟記録の部＞訴訟01-40 小川政亮戦後日本社会保障資料

自 至

※取扱注意（著作権法未公表該当）

コンテナ分 類
訴 訟・事 件 名 ( 小 分 類 )

そ の 他資 料 年 月
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1978.4 小坂小学校事件 申立人側最終陳述記録 資料集

1971.10 都教組懲戒処分取り消し請求事件 判決 資料集

小川ファイル教育関係訴訟資料 青山学院神学部事件／伝習館高校判決
伝習館高校：高校教員による教科書使
用義務の違反

1984.3 1986.11 KID'S 前誌「がっこうかいほうしんぶん」 高校教員による教科書使用義務の違反

1973.10 1989.1 内申書裁判 内申書裁判を支える会「内申書裁判」

訴訟40
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