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中分類 小分類 資　料　名 年代 備 考 コンテナ
厚生省　社会事業関係法令集（少年教護法、児童虐待防止法関係
等）

1946.11

児童福祉関係綴（１）第１回全国児童福祉大会資料 1947.5
児童福祉法に関する綴
児童福祉法関係第二分冊
社会部「児童扶助法案参考法条」 不明

児童福祉法案 1946-1947

児童福祉施設最低基準設
定準備委員名簿及び『社
会事業月報』第4号
（1947.6）含む

児童福祉施設最低基準審議経過
1947.12-
1948.12

児童福祉法改正に伴う配布書類 1949.3
昭和24年児童福祉施設一覧表 1949
厚生省児童局「児童福祉統計資料（その１）」 1949.11
社会事業施設調査資料 1948-1950
里親及び委託児童数調査について 1948
厚生省児童局「児童福祉法の一部を改正する法律案関係資料
（１）」（第７通常国会）

1950.3

厚生省児童局「児童福祉法の一部を改正する法律案関係資料
（２）」（第７通常国会）

1950.3

中央児童福祉審議会「第十七回中央児童福祉審議会議事録」 1950.5

小川メモ「児童福祉法改正案公聴会」 1951.1.10
児童福祉法資料 1950-1951
児童福祉法案（第二次） 1951
児童福祉法改正案要綱 不明
児童福祉法の一部を改正する法律案 1951.3
児童福祉法の一部を改正する法律案逐条説明 1951.5
（改正）児童福祉法 1951.6

第十国会提出児童福祉法の一部改正資料
1951.5-
1953.2

厚生省児童局企画課長通知「社会福祉の手引」放送に関し児童福
祉関係者の協力について」

1952.2

第十三通常国会　児童福祉法の一部を改正する法律案関係資料 1952.3

第十九国会　児童福祉法の一部を改正する法律案関係資料 1954.2
都道府県児童課長会議資料 不明
東京都福祉局「地域において児童の福祉を推進する方策につい
て」（東京都児童福祉審議会意見具申）等資料

1988.6

広島県児童福祉審議会家庭対策専門部会「児童相談書・保育所お
よび養護施設の整備充実方策について」

1965.11

児童福祉法関連資料 不明
「研究会」の表記のない
ファイルにも研究会資料
を含む

児童福祉法研究会資料 1973
児童福祉法成立過程資料 1973
「児童福祉行政」ファイル（1972～1977） 1972-1977
「児童福祉法研究会」ファイル（1979） 1979
「児童福祉法研究会」ファイル（1981～1985） 1981-1985
「児童福祉法研究会」ファイル（1985～1986） 1985-1986
「児童福祉」ファイル（1989～） 1989
「児童福祉法研究会」ファイル（1991～1993） 1991-1993
全社協「児童福祉法制改革の課題と方向」（1991年3月） 1991.3
「児童福祉法研究会」ファイル（児童福祉施設事件）（1994～
1997）

1994-1997

「児童福祉法改正問題」ファイル（1997） 1997
「児童福祉法改正関係・児童福祉施設（保育所）最低基準改正問
題」ファイル（1997）

1997

「児童福祉法研究会」ファイル 1998
「独逸国少年福利法」
「児童相談所問題研究セミナー資料」ファイル 1975-1986

北海道民生部福祉課「昭和37年度北海道児童相談書事業統計」

児童相談所関係資料 1955-1993
養護施設関係資料（政府資料含む） 1952-1984

日弁連「児童福祉施設における事故の補償をめぐる法的諸問題」 1991.3

乳児院等 乳児院等資料
里親制度資料 1947-
児童局養護課『里親シリーズ』第一集、第二集 1948-1949

今井新太郎『家庭学校五拾年小史』 1949.11
2冊（1冊に「家庭学校創
立五十周年記念式プログ
ラム含む）

関東教護連盟会誌『教護』二ノ四 1952.4
東京都立萩山実務学校「学習指導の実践から」（教護研究第十四
集）

1954.12

中央児童福祉審議会小委員会資料（教護院関係） 1956.3
大阪市立阿武山学園「教護院の体質改善へのみちすじ―阿武山学
園における教護活動―

1970

大阪市立阿武山学園「寮舎における生活指導の展開とその方法」 1970

少年院、少年刑務所パンフレット等 1937-1961
浪速少年院長小川恂蔵「京阪地方に於ける犯罪少年」（犯罪学雑
誌第４巻第４号抜刷）

1931.7
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備 考 コンテナ
司法大臣官房保護課「第二回保護観察所長会同諮問事項竝教義事
項」

1937.6

司法大臣官房保護課「第三回保護観察所長会同参考資料」 1938.5
司法大臣官房保護課「司法保護事業法」 1939.4 書き込みあり
司法大臣官房保護課「司法保護事業法」 1939.4
司法大臣官房保護課「司法保護事業法ニ関スル資料」

司法大臣官房保護課「少年審判所長　保護観察所長　矯正院長
会同諮問事項竝協議事項」

1939.6

「第七回少年審判所長
矯正院長　会同答申事項
ニ対する具体化ノ実績
調」含む

司法大臣官房保護課「少年審判保護司　　矯正院教官同医官　会
同参考資料」

1940.11

「犯罪者予防更生法草案」 1948.7
「保護司法案」
「更生緊急保護法案」
最高裁判所事務総局「少年法改正に関する意見要旨」
中央青少年問題協議会「第二回青少年保護育成運動実施要領解
説」

1950.4

中央青少年問題協議会「青少年調査」 1952.6
人身売買関係資料 1952
中央青少年問題協議会「青少年問題臨時全国協議会実施要綱及び
資料」

1952.12

中央青少年問題協議会「青少年に有害な出版物、映画等対策につ
いて」

1955.5

神奈川県青少年問題協議会「第一回神奈川県青少年代表者会議意
見発表要旨」

1955.7

資料「青少年条例と文化財規制の問題」綴り 1954-1956
最高裁判所事務総局家庭局「全国家庭裁判所少年保護事件月表集
計表」（昭和25年7月～12月）写し

1950

『家庭裁判所月報』（27-2）写し 1975.2
「東京保護観察所の機構」（1965年12月東京保護観察所見学資
料）

1965.12

「青少年の性に関する意識調査（青少年調査および成人調査）」
（46年版青少年白書抜刷）

1971

少年法と児童福祉法の相違点についての小川メモ等 1963

少年法「改正」問題日弁連等資料 1976-1978

日本弁護士連合会少年法
「改正」対策本部『少年
法「改正」問題資料集』
（１）、（１の増補
版）、（２）は図書とし
て小川政亮文庫に所蔵

少年法問題研究会資料 1981
日弁連「少年司法改革に関する意見書」 1998.7
神奈川県・昭和36・37年度社会福祉事業研究普及校「研究発表概
要」

1962

「青少年とともにすすむ運動」推進要綱
社団法人「光の子学園」関連資料 1960-1984
武蔵野学院資料①　要覧／感化教育資料／月報／写真 1919-1927
武蔵野学院資料②　「武蔵野」「松風会」／スケッチブック「夏
の山路」

1919-1922

多摩少年院資料①　服務規程／各種事務資料／要覧 1928-1955
多摩少年院資料②　統計／調査／事務資料 1931-1936
多摩少年院資料③　発行誌「玉の光」「黎明」 1933-1940
多摩少年院資料④　実習日誌 1933-1940
多摩少年院資料⑤ 1935-1936
多摩少年院資料⑥ 1937-1945
浪速少年院資料①　会報／論文／寮勤務心得／記録 1923-1931
浪速少年院資料②　記録／統計／名簿／栄養改善／内部記録／図
書目録

1923-1932

浪速少年院資料③　1932年院生集団行動資料／要求書・規律／報
告／証拠資料（赤旗・前衛・ほか）

1932.9

浪速少年院資料④　各種規則／庶務規則／会計／事務章程ほか 1932-1937

浪速少年院資料⑥　発行誌「日輪草」第１号～49号
1926.7-
1941.12

浪速少年院資料⑤　要覧／英文要覧／小川恂蔵論文／司法省「少
年法案理由書」／最高裁刑事部「新少年法および少年院法」

1928-

浪速少年院要覧1926-1934, 1940, 1963
1926-1934,
1940, 1963

小川政亮ファイル　浪速少年院・多摩少年院 2011作成

小川恂蔵スクラップ「武蔵野学院・浪速少年院（その１）」 1920-1926

小川恂蔵スクラップ「浪速少年院（その２）」
1926.10-
1932

司法大臣式辞　浪速少年院 1925.2.11
浪速少年院から家庭への配布文書
浪速少年院　院生感想文 1931.3.3

少年院関係新聞記事　東京朝日　読売 1931, 1937

院生日記「学習帳」吉沢一郎

院生メモ
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備 考 コンテナ
浪速少年院　岩佐腎「少年院内記」 1921-1923

下村勝之助「修養日記」 1931.1-

院生日記（昭和11年当用日記） 1936

小川恂蔵経歴　小川政亮作成
小川恂蔵宛書簡奈良県磯記城郡織田尋常高等小学校長萩本嘉治郎
より

1928.5.27

NANIWA-SHONEN-IN The House of Correction for Boys 1934
浪速少年院長小川恂蔵「京阪地方に於ける犯罪少年」（犯罪学雑
誌第4巻第4号抜刷）

1931.7

小川恂蔵ノート／1921「教育学術界」／1916年帝国農会報 1916-1932
小川恂蔵原稿　多摩少年院
小川恂蔵回想数篇 1932-1934
小川恂蔵著作 1932-1935
小川恂蔵研究
小川恂蔵手帳／北国人物志
千田光郎「思い出　小川恂蔵先生」（１）～（３）
スクラップブック「少年保護の巻」
スクラップブック 1945
「我が子」昭和4年3月号（「保護少年と就職問題」掲載） 1929.3
「婦人の友」昭和14年5月号（座談会「不良少年少女の問題」掲
載）

1939.5

「新女苑」昭和13年10月（「太陽の子たち―国立多摩少年院訪問
記―」掲載）

1938.9

「新女苑」昭和14年4月特別号（座談会「地の塩に訊く」掲載） 1939.3

「新女苑」昭和15年3月号（「光なき者とともに」掲載） 1940.2
「新女苑」昭和15年5月号（「吾が日記」掲載） 1940.4
「岩手教育」昭和15年7月号（「光なき者とともに」掲載） 1940.7
「家の光」昭和15年12月号（「ある孝行水平の話」掲載） 1940.12
「新女苑」昭和16年5月号（「光を仰ぐ子ら」掲載） 1941.4

「母子福祉貸付等に関する法律に要する経費（昭和28年度予算要
求額）全国母子世帯調査結果の概要」「母子福祉資金の貸付等に
関する法律の一部を改正する法律案関係資料」綴り

1953-1954

母子福祉貸付金の貸付に関する特例措置法
母子福祉法案参考資料（1964年7月）、母子福祉貸付金10年報
（1964年11月）等綴り

1964

衆議院社会労働委員会調査室「児童及び母子等に関する社会福祉
行政監察結果について」

1958

北海道民生部福祉課「母子福祉対策関係資料」 1962.8
「入院助産・乳幼児医療無料化」ファイル 1967

『ぶんぶんナオミ』（137-224号）
1999.9-
2006.12

「婦人福祉・売春問題・母親運動・女性運動」ファイル 1987-1997
売春問題資料 1946-1989
『かにた便』（No.6-65） 1977-1991

日本母親大会資料 1985-2003
第31回大会記録及び大会
討議資料は小川政亮文庫
＜図書＞として所蔵

婦人労働資料
「家族（婦人）と社会保障」ファイル 1974-1975
「保育所の法的問題」ファイル（1964～1978） 1964-1978
「就学前児童の保育と教育の問題」ファイル 1976-1977
各国保育所・幼稚園法資料 封筒
「保育料問題」ファイル（1977～） 1977-1980
「保育所問題」ファイル（1981～） 1981-1982
石川保育問題研究会資料 1981.2
「保育研究所」ファイル（1983） 1983
「保育問題」ファイル（1984～） 1984-1986
「ベビーホテル問題資料」ファイル 1981

「保育運動・ベビーホテル立入調査」ファイル（1987～1988） 1987-1988

「保育研究所」ファイル（1988～1990） 1988-1990
「保育問題」ファイル（1990～1991） 1990-1991
「保育問題」ファイル（1992～1993） 1992-1993
「保育制度問題」ファイル（1993） 1993
「保育制度問題」ファイル（1994） 1994
「保育所問題・保育研究所」ファイル（1996） 1996-1997
「保育所問題・保育研究所」ファイル（1998） 1997-1999
「保育所問題・保育研究所」ファイル（2000） 2000-2002
費用徴収等に関する政府及び社会福祉協議会資料（第4回全国保
育事業研究大会概況報告」を含む）

1954-1955

社会事業研究会資料
1956.12-
1957.1

「勉強会の記録」（No.2, 3）
1957.3-
1957.4

保育関係論文・抜刷等
全国社会福祉協議会「全国保育所実態調査集計表」 1957.8
国民生活センター調査研究部「保育実態調査結果」 1977.9
国民生活センター調査研究部「保育実態調査報告」 1977.12
国民生活センター「保育施設・保育運営等に関する実態調査集計
表」

1979.2
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備 考 コンテナ
埼玉県児童福祉審議会「埼玉県における今後の保育行政の在り方
について　答申」

1983.1

社大・日福大ゼミ等保育関連調査資料 1957-1988
その他保育関連資料
保育料値上げ反対運動資料
保育所入所措置不服申立関係他資料
全国保育団体連絡会等資料 1950-2002
保育所保護者会資料 1968-1976
全国私保連資料 1967-1975
東京私保連資料 1953-1982
無認可保育所問題資料
各地の保育運動及び労働組合資料・パンフレット
「保育所のしおり」等福祉事務所資料 1970年代
学童保育関連資料 1971-2005

厚生省児童局養護課長通知「養護施設、精神薄弱児施設、育児施
設、ろうあ児施設及び教護院に関する調査について」

1951.1

厚生省児童局長通知「身体に障害のある児童に対する副詞の措置
について」

1951.12

文部省・東京都教育委員会「全国特殊学級研究協議会実施要項」 1953.2

「季刊愛護」（1959年1月30日） 1951.1
日本肢体不自由児協会「手足の不自由な子どもたち」第16号、第
55号

1959.11-
1963.11

「福祉タイムズ」第199号（1968年11月15日） 1968.11
栃木県社会福祉協議会「この子らに愛の光を―小山市における心
身障害児家庭の調査」

1968.12

小平市障害児保育措置解除事件 1972-1973
久留米園「介護拒否事件」資料 1971-1972
桐友学園火災小指示５人の人権を守る会資料 1971-1973
東京都七生児童学園要覧 1961
東京小児療育病院みどり愛育園資料 1973.6
日本社会事業大学附属いたる学園資料
東京都衛生局・民生局「昭和48年度事務事業監査報告書　肢体不
自由児たいさくについて（主として北療育園の管理運営を中心
に）」

1973

日本社会福祉労働組合東京支部・全国心身障害児福祉財団分会
「障害児福祉の明日をめざして」

1978.8

全医労資料 1979.5
日本重症児福祉協会「全国重症心身障害児施設実態調査」（1980
年度）

1980.5

手をつなぐ親の会趣意書
あゆみ保育ホーム建設趣意書
神奈川県児童医療福祉財団資料 1968
「障害児の教育を受ける権利に関する資料」ファイル 1968
大西問題を契機とし障害者の教育権を実現する会「人権と教育」
月刊17号

1973.7

小平市立中町保育園「障害児措置解除事件資料」
石川県立医王養護学校分教室分会「もっと教育をうけたい―重症
心身障害児の後期中等教育を保障するために―」

1983.4

全国養護問題研究会「そだちあう仲間」1983 Vol.10 福祉と教育
の統一を目指して＜関先生追悼特集号＞

1983.1

養護学校資料 1972

「障害をもつ子どものグループ連絡会」資料
1996.5-
1997.4

重度心身障害児緊急一時保護（介護人派遣）審査請求事件資料 1994.3

近江学園活動状況報告 1962.7
びわこ学園資料（含む） 1964-1967
「だきしめてBIWAKO」資料 1987
徳島県立あさひ学園資料 1964-1965
練馬区福祉計画（エンゼルプラン）部分コピー 1994
練馬区資料
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（1992年） 1992
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（1993年） 1993
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（1994年） 1994-1995
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（1996年） 1996
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（1997年） 1997
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（1998年） 1998
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（1999年） 1999
「練馬区春日町幼児教室」ファイル（2000年） 2001-2002
厚生省児童局長通知「児童福祉事業を営むことを目的とする社会
福祉法人又は民法法人等と学校教育の関係について」（1952年2
月9日）

1952.2

文部省初等中等教育局　第24回国会（通常会）「就学困難な児童
のための教科書の給与に対する国の補助に関する法律案」に関す
る答弁資料

1956.2

教科書給与に関する資料 1956
学校給食実施状況調（1956年11月30日現在） 1956
文部省初等中等教育局長通知「昭和32年度における特殊教育関係
の予算について（連絡）

1957.3

福岡県政研究会「炭鉱不況地帯の学校教育実態調査集計表」 1959.12
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中分類 小分類 資　料　名 年代 備 考 コンテナ
「第８回　子どもを守る文化会議」資料 1960
川崎市職員組合教育支部「教育行政における長欠問題と教育扶助
について学校用務員をめぐる諸問題について」（1960年度自治研
報告書）

1960

日本児童学会『児童研究』（50-5） 1966.7
「交通遺児家庭全国調査―第１報―」（調査委託者　財団法人
「交通遺児育英会」）

1970.9

日本育英会「育英」128号 1970.11
学校安全会資料 1970
日本高等学校教職員組合『高教組時報』中教審「教育改革構想」
答申

1971.6

「日本子どもを守る会」資料 1977-1979
「教育福祉研究所」資料 1977-1981
「子どもの人権を守る会」資料 1981-1982
大阪府立高校授業料減免運動資料 1987
その他教育関係資料・パンフレット

児童憲章
資料

児童憲章草案資料、「児童憲章10年」全社協資料 1950, 1961

全国社会福祉協議会「子どもの人権を守るために第７集―子ども
の人権を奪うものを告発する―」

1974.12

全国社会福祉協議会等「第７回子どもの人権を守るために　現場
からのレポート」

1974

1979年国際児童年児童権利宣言資料綴り 1978-1979
「児童福祉『子どもの人権』研究会」ファイル 1990
「子どもの人権研究会」ファイル（２） 1990-1991
「子どもの人権研究会」ファイル（３） 1992-1993
「子どもの権利に関する条約」ファイル 1989-1993
子どもの権利に関する条約資料 1992-1993
「子どもの権利研究会」ファイル 1994
「子どもの権利（条約他）」ファイル 1995
「子どもの人権・権利」ファイル 1996
「子どもの人権」ファイル 1997
「子どもの人権研究会・子どもの権利条約」ファイル 1998
「子どもの権利（条約）・少年法改悪問題」ファイル 1999
「児童の人権（恩寵園事件他）」ファイル 2000
「児童の人権問題研究会」フィル（中身は社会福祉法研究会資
料、学童保育資料、子どもの権利条約関係等）

2001

「保育・児童」ファイル（「子どもの人権」研究会等） 2003
「子どもの権利」ファイル 2004
「いわゆる混血児童」実態調査報告書等 1953
ひとり親家庭資料 1958-1989
児童手当等ファイル 1991-1996
「都市問題講座・Ⅲ　都市の子ども―現代都市の貧困と市民生活
を考える―」資料集

1984.6

「実子特例法『赤ちゃんあっせん』しりょう」ファイル 1973-1978
児童扶養手当法案 1961
小川メモ「家族手当―児童手当構想の問題」

厚生省児童局『フランスにおける児童手当の歴史』 1962
ドミニク・セカルディ
「フランスにおける家族
給付の歴史」より

厚生省児童局『フランスにおける児童手当の歴史（続）』 1962
児童手当準備室『第51回通常国会・第52回臨時国会における児童
（家族）手当て制度関係質疑応答』

1966

児童手当制度について報告内容
U.S.,Department　of
Health, Education, and
Welfare（1961報告）

国会図書館調査立法考査局『各国における児童手当』 1962
国際社会保障協会（ISS）
1958報告

国会図書館調査立法考査局『主要国の家族（児童）手当制度』 1966

第51国会　『児童扶養手当法の一部を改正する法律案に関する参
考資料』厚生省児童家庭局

1966

第55国会『児童不要手当て方及び特別児童扶養手当法の一部を改
正する法律案に関する参考資料』厚生省

1967

総評生活局社会保障対策部『地方公共団体における児童手当制
度』

1970
厚生局児童家庭局児童手
当準備室資料

厚生省家庭婦人局高橋三男ほか『児童手当法問答』改訂版 1972 『社会保険誌』特集No.13

厚生省児童家庭局企画課『児童扶養手当特別児童扶養手当法令集
通達集』

1974

大阪市「児童手当」 1997 パンフ
東京都「児童手当のあらまし」 ? パンフ
小川ファイル「児童扶養手当問題」 1984 まとめて袋
第102国会衆参社労委会議録（児童扶養手当） 1985

「腎透析患者と児童手当」資料（通達・申立書・新聞記事等） 1986

児童手当の資格喪失処分異議申し立て資料（老齢年金との併給
９）

1995

児童手当関係新聞切り抜き 2000
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