
＜障害のある人の部＞障害01-12 小川政亮戦後日本社会保障資料

中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
厚生省社会局『身体障害者福祉法』（1950年） 1950
厚生省社会局『身体障害者福祉法逐条解説』（1950年） 1950
『国立身体障害者更生指導所事業概要』（1950年） 1950
『国立身体障害者更生指導所に於ける療法に就いて』 不明
国立伊東保養所『昭和36年度事業年報』（1962年） 1962
国立別府保養所案内・パンフ 195?
国立伊東保養所入所案内 1959
『身体障害者福祉法の一部を改正する法律案』 1951
『身体障害者福祉法の一部を改正する法律案逐条説明』 1951
厚生省児童局長・厚生省社会局長通知「児童福祉施設に収容されている者
並びに身体障害者手帳の交付を受けている者等に対する一般乗合旅客自動
車運賃の割引について」

1951.11

鉄道弘済会『日本国有鉄道関係　身体障害者の実態』（1951年） 1951
松本征二編『身体障害者福祉法解説』中央社会福祉協議会（1951年） 1951
身体障害者福祉法改正資料（1952年） 1952
「身体障害者福祉法改正関係法令・政令・告示」資料（1952年） 1952

厚生省社会局『昭和35年　身体障害者実態調査結果報告書』（1960年） 1960

国立更生援護機関関係資料（1960～1965年） 1960-1965
厚生省告示「国立身体障害者更生指導所入所規定」（1960年） 1960
厚生省告示「国立保養所入所規定」（1960年） 1960
厚生省告示「国立ろうあ者更生指導所入所規定」（1960年） 1960
『国立身体障害センター業務運営方針』（1957年） 1957
厚生省社会局更生課『国立更生援護機関の施設別概要』（1965年） 1965

厚生省社会局更生課『身体障害者福祉法制定及び改正経過』（1966年） 1966

「身体障害者福祉審議会資料」（1966年） 1966
厚生省社会局更生課『昭和40年度身体障害者福祉審議会意見集録』（1966
年）

1966

厚生省社会局更生課『身体障害者行政に関する各種審議会等の意見集録』
（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『身体障害者福祉審議会資料（第1回施設部会）』
（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『身体障害者福祉審議会資料（第1回福祉部会）』
（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『身体障害者福祉審議会資料（第2回施設部会）』
（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『身体障害者福祉審議会資料（第2回行財政部会）』
（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『身体障害者福祉審議会資料（第2回医療補装具部
会）』（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『現行身体障害者福祉行政関係制度概要』（1966年） 1966

厚生省社会局更生課『欧米における身体障害者対策の概要（１）』（1966
年）

1966

厚生省社会局更生課『欧米における身体障害者対策の概要（２）-A』
（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『欧米における身体障害者対策の概要（３）-A』
（1966年）

1966

厚生省社会局更生課『欧米における身体障害者対策の概要（４）』（1966
年）

1966

東京都身体障害者団体連合会『重度肢体不自由者（児）実態調査報告書』
（1966年）

1966

厚生省社会局『国立光明寮設置法の一部を改正する法律案参考資料』
（1966年）　備：第58回国会提出

1966

身体障害者福祉審議会答申 1966.11
厚生省社会局『身体障害者福祉法の一部を改正する法律案参考資料』第55
回国会提出

1967.4

厚生省『体の不自由な人々の福祉』（1968年） 1968
身体障害者福祉審議会『身体障害者福祉施策の推進に関する答申』（1970
年）

1970

身体障害者福祉審議会『身体障害者福祉審議会答申』 1966
厚生省『身体障害者福祉法の一部を改正する法律案参考資料』（1972年）
備：第68回国会提出

1972

身体障害者福祉審議会『今後における身体障害者福祉を進めるための総合
的方策―昭和56年7月17日　中間報告―』（1981年）

1981

身体障害者福祉審議会『今後における身体障害者福祉を進めるための総合
的方策―昭和57年3月29日　答申―』（1982年）

1982

名古屋市児童福祉審議会『児童福祉施設及び精神薄弱者援護施設入所者に
かかる徴収金のある方について（答申）』（1982年）

1982

中央心身障害者対策協議会『国内長期行動計画のあり方』（1982年） 1982
厚生省「昭和62年度予算要求の主要項目について」 1986.8.26

文部省
文部省生涯学習局『平成10年度マルチメディアを利用した障害者の生涯学
習実現に関する調査研究「生涯学習活動の促進に関する研究開発」報告
書』（1998年）

1998

群馬県患者同盟『身体障害者のしおり』（1958年） 1958
東京都社会福祉会館『精神薄弱児（者）特集展資料』 1959頃
東京都『身体障害者調査研究報告書』（1961年） 1961
全国・東京都社会福祉協議会「全国身体障害者福祉関係者会議要綱」昭和
40年

1965

全国社会福祉協議会『重症心身障害児（者）対策はどうあるべきか―中間
報告―』

1966

兵庫県社会保障審議会「第11回諮問事項（身障者リハビリテーション推進
方策）・社会福祉関係従事職員の確保等に関する建議書」

1965
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
東京都身体障害者団体連合会「重度肢体不自由者（児）実態調査報告書」
1966.3.31

1966

群馬県衛生民生部厚生課『身体障害者援護対策準備調査報告』（1969年） 1969

東京都民政局「東京都社会福祉審議会資料（心身障害者扶養年金制度関
係）1968.2

1968.2

東京都民政局「東京都社会福祉審議会資料（心身障害者扶養年金制度関係
その２）1968.4

1968.4

東京都民政局「東京都社会福祉審議会心身障害者扶養年金制度分科会資料
その３　（心身障害者扶養年金制度調査ー調査結果中間報告ー）1968.4

1968.4

東京都民政局「東京都社会福祉審議会資料（心身障害者扶養年金制度関係
その６）1968.5

1968.5

東京都民政局「東京都社会福祉審議会資料（心身障害者扶養年金制度関係
その７）1968.5

1968.5

東京都民政局「東京都社会福祉審議会資料（心身障害者扶養年金制度関係
その８）1968.5

1968.6

東京都民政局「東京都社会福祉審議会資料（心身障害者扶養年金制度関係
その９　―扶養年金制度に関するアンケート結果概要（他都市））1968.6

1968.6

東京都民政局「東京都社会福祉審議会心身障害者扶養年金制度分科会（第
１回）要点記録）1968.4.24

1968.4

東京都『心身障害者（児）に関するアンケート調査結果』（1968年） 1968
東京都「第11回東京都社会福祉審議会議事録」 1968.9.30

都職労民政局支部「昭和47年度予算要求一覧Ⅰ（心身障害者福祉関係）」 1971

渋谷・障害者とともに生きる街づくり実行委員会『渋谷「街づくり」報告
書No.2』（1977年）

1977

「渋谷区心身障害者実態調査」資料（1978年） 1978
東京都品川区『住民参加の施設作り―品川区立心身障害者福祉会館建設の
記録―』（1977年）

1977

小平市・小平市社会福祉協議会・小平市民生委員協議会『昭和52年度小平
市心身障害者実態調査報告書』（1978年）

1978

東京都渋谷区福祉事務所『昭和54年9月渋谷区障害者（児）の現状と要望調
査報告書』（1979年）

1979

世田谷区『心身障害者のしおり』（1982年） 1982
目黒区『ふれあいマップめぐろ―障害者にやさしいまちのガイド―』
（1991年）

1991

練馬区『障害者福祉のしおり』（1991年） 1991
練馬区『障害者福祉のしおり』（1992年） 1992
練馬区『障害者福祉のしおり』（1994年） 1994
練馬区保健福祉部障害者課『ともに生きる』（1994年） 1994
台東区『心身障害者のてびき』（1994年） 1994
練馬区『障害者福祉のしおり』（1998年） 1998
障害者対策推進本部『障害者プラン―ノーマライゼーション7ヵ年戦略―』
（1995年）

1995

「東京都障害者プラン」資料（1996年） 1996
東京都障害者施策推進協議会『地域における障害者の自立生活支援システ
ムの構築とその基盤整備のあり方について（提言）』（1996年）

1996

東京都手話通訳派遣協会『平成８年度東京都手話奉仕員等養成講習会報告
書:』（1997年）

1997

施設・制度等パンフレット（東京都障害者福祉会館、心身障害者福祉手当
しおり、心身障害者医療日助成制度のしおり、練馬区愛育手当制度、練馬
福祉振興会、東京精神薄弱者、痴呆性高齢者権利擁護センター、練馬区立
関町生活実習所、障害者の教育を実現する会、みんなの福祉No.70、社会福
祉２ No.401、大阪市身体障害者スポーツセンター

群馬県衛生民生部厚生課「心身障害者｣援護対策準備調査報告」 1969.6
大阪府『重度障害者実態調査報告書』（1974年） 1974
高知県社会福祉協議会『ボランティア活動の手引第二版』（1979年） 1979
石川県厚生部障害福祉課『事務提要』（1980年） 1980

京都府福祉部障害福祉課『心身障害児（者）福祉のてびき』（1981年） 1981

京都府『京都府心身障害者（児）実態調査報告書』（1981年） 1981
高知ボランティア・ビューロー・高知県社会福祉協議会『車椅子とわたし
―車椅子の人をどう手伝えばよいか―』（1981年）

1981

愛知県心身障害者コロニー案内「コロニー」 1973
愛知県『福祉のしおり』（1986年） 1986
名古屋市民生局『身体障害者福祉のしおり』（1986年） 1986
名古屋市民生局『障害児福祉のしおり―障害児と精神薄弱児のために―』
（1986年）

1986

名古屋市児童福祉審議会『児童福祉施設及び精神薄弱者援護施設入所者に
かかる徴収金のある方について（答申）』（1982年）

1982

全国社会福祉協議会・全国民生委員児童委員協議会『婦人民生委員児童委
員活動の手引No.4　障害を持つ子どもたちとともに』（1979年）

1993

障害児・者人権擁護ネットワーク9・19集会実行委員会『障害児・者の人権
擁護ネットワーク9・19集会』（1993年）

1993

金沢市社会福祉事務所『体の不自由な人びと　ちえおくれの人びとの便利
帳』（1993年）

1993

福岡県障害者協議会・福岡県社会福祉協議会『障害者施策セミナー基本資
料・各種パンフレット』『障害者背策セミナー報告書』1998.3.7

1998

埼玉福祉会設立準備委員会『身体障害者新座福祉工場設立の趣意書』 1977
日本障害者協議会「障害者に関する総合計画提言」 1998障害のある人の権利 「心身障害児者総合基本法の制定について」 不明
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
「心身障害児者対策総合基本法の制定についての請願書」（1968年） 1968
全国社会福祉協議会心身障害児福祉協議会「心身障害児者対策総合基本法
の制定についてお願い」

不明

山本理平「肢体不自由児施設はいかにあるべきか」（原稿） 1964
心身障害児福祉協議会『ひとりの子もれなく―心身障害児対策促進のため
に―』（1966年）

1966

心身障害児福祉協議会『ひとりの子もれなく―心身障害児対策促進のため
に―』（1967年）

1967

「心身障害児総合基本法案　全国社会福祉協議会案・公明党案」 1968
心身障害児総合基本法関係　社会新報1968/530号身障者特集号・福祉新聞
1968 537号

1968

全社協・心身障害児福祉協議会「42年度活動報告」 1968
障害者と人権シンポジウム実行委員会『障害者と人権資料』（1988年）
備：青年法律家協会第６回人権研究交流集会シンポジウム

1988

小川ファイル「障害児（者）問題・心身障害者対策基本法関係・精神薄弱
関係年表等」（1968～73年）

1968-1973

小川ファイル「障害者の労働権・社会保障権・メモ・講演レジュメ等ファ
イル」（1987～1990年）

1987-1990

小川ファイル「障害者の権利ファイル（２）」（1990年～） 1990-
小川ファイル「障害者基本法」ファイル 1993
小川ファイル「障害児者の人権問題」ファイル 1993-1998
小川ファイル「障害を持つ人の参政権他障害者と人権ファイル（１）」
1992から1993

1992-1993

小川ファイル「障害を持つ人の参政権他障害者と人権ファイル（２）」
1994から1996

1994-1996

小川ファイル「精神保健法・精神障害者の人権」1992 1992-1996
小川ファイル「障害者と人権」（1993～98年） 1993-1998 袋入り
小川ファイル「障害年金問題（障害年金改正を進める会）」1993 1992-1993
小川ファイル「障害者の参政権」1994～ 1994-2004
青年法律家協会第６回人権研究交流集会シンポジウム「障害者と人権　障
害者の人権にかかわる裁判をめぐって」1988.11.19

1988.11.19

「障害者の労働権」資料（1966～67年） 1966-1967
「障害者の労働権」資料（1968年～69年）　若林君 1968-1969
「障害者の在宅投票復活要求請願案」（1967年） 1967
「視覚障害者の読書権」資料（1976～78年） 1976-1978
「障害者高等教育学習権問題」資料（1973年） 1973
ゼンコロ『保護雇用制度創設への提言』（1980年） 1980
身体障害者雇用促進協会『精神薄弱者の職業生活への適応に関する事例研
究』（1985年）

1985

矢嶋里絵「障害者の労働権保障の現状と課題―権利としての労働保障確立
のために―」『法研論集』第51号・52号（1988年）

1988

井上英夫「資料　障害をもつ人々と参政権保障―玉野公職選挙法事件（大
阪高裁第二刑事部昭和61年（う）第418号）証言記録―」『金沢法学』第34
巻2号

1992.3

「第19回全国通勤寮研究会議報告」（1994年） 1994
連続シンポジウム実行委員会『身体障害者と教育（その１）』　備：シ
リーズ「夜学の記録」第1集

1971

八木下浩一『わたしの30年間』 1971
「知的障害者の労働権　信楽通勤寮」資料 1985-1993
千草の舎『ちぐさ』10（施設入所中の重度障害者の生活保護申請をめぐる
小川政亮氏と関係者の往復書簡含む）

1983-1984

第15回中央心身障害者対策協議会（第1回国際障害者年特別委員会） 1980.5

国際障害者年日本推進協議会の設立発起人会の開催について 1980
労働者王・身体障害者雇用促進協会「国際障害者年　関係資料集」 1980.6
放送総局・資料部「資料紹介：国際障害者年」 1980
国際障害者年を進める東京の会「国際障害者年をみのりあるものに」 1980

厚生省社会局厚生課・石川県厚生部障害福祉課「国際障害年関係資料集」 1980

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会「国際障害年に向けて」 1980
国際障害者年推進大阪連絡会ニュース1980.12 1980
障全協「障害者の人権を守る国際障害者年をめざして１」「同２」「障全
協10年のあゆみ」

1979

障全協『国際障害者年を実りあるものに―私たちの願い○全面参加と平等
―』（1980年）　備：障害者運動シリーズNo.1

1980

障全協『実現させよう「全面参加と平等」―地域から新しい障害者運動を
―』（1981年）　備：障害者運動シリーズNo.2

1981

障全協『未来、しっかりつかもうね―障害者運動、これからの10年―』
（1982年）　備：障害者運動シリーズNo.3

1982

障全協『国際障害者年長期行動計画／国際障害者年日本推進会議』（1981
年）　備：障全協資料集１

1981

障全協『国内長期行動計画の在り方／中央心身障害者対策協議会』（1982
年）　備：障全協資料集２

1982

障全協『障害者対策に関する長期計画／国際障害者年推進本部』（1982
年）　備：障全協資料集３

1982

障全協『障害者に関する世界行動計画／国際障害者年日本推進協議会』
（1983年）　備：障全協資料集４

1983

「国際障害者年シンポ資料」日本学術会議（1981年）　備：レジュメ、
カード（小川メモ）等

1981

「国際障害者年　衆議院社労委資料」（1981年） 1981

衆議院社会労働委員会調査室『国際障害者年に関する資料』（1981年） 1981

日本医療社会事業協会『医療ソーシャルワークの課題―国際障害者年にあ
たって―』（1981年）　備：国際障害者年特別企画・全国集会「医療福祉
を発展させる集い」資料

1981

障害03
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
京都府『愛とふれあいの地域社会を』（1981年） 1981
京都府民政労働部障害福祉課『国際障害者年関係資料集』（1981年） 1981
「国際障害者年を実りある年に―「私たちの提言」」特集　国際障害者年
をどう迎えるか　備：出典不明

1981

「国際障害者年基本資料集　レジュメ案」 1981
障全協「中央集会ポスター・パンフ」 1981
高知県『完全参加と平等を目指して･･･―「障害者対策に関する長期計画」
のあらまし―』（1981年）

1981

国際障害者年のつどい実行委員会『手をつなごう明日のために―国際障害
者年の集い発言集』（1981年）

1981

「心身障害者福祉研究会（石川県）」資料（1981年）石川県の各団体のす
べての資料

1981

国際障害者年日本推進協議会『障害者対策の国際比較に関する調査研究―
第1部：わが国の障害者対策の課題―』（1986年）

1986

「国連・障害者の十年」最終年記念国民会議組織委員会『「国連・障害者
の十年」最終年記念国民会議テーマ別集会資料』（1992年）

1992

日本共産党中央委員会出版局『80年代に障害者の生きがいある社会をきず
くために―国際障害者年にあたっての日本共産党の提案―』（1980年）
「80年代に障害者の生きがいある社会をきずくために　国際障害者年にあ
たっての日本共産党の提案」

1981

国際障害者年日本推進委員会「書店では買えない障害者関係の本1989」 1989

円城寺プロダクション・全国精神障害者家族連合会「映像化されたヨー
ロッパの精神医療」

1981

東京都教職員組合『「障害児扶養保険制度」学習会』資料（1967年） 1967
「社会福祉事業振興会関係法令（心身障害者扶養保険制度）」資料（1969
～73年）

1969-1973

社会福祉事業振興会『社会福祉事業振興会関係法令規定通知集』（1971
年）

1971

社会福祉事業振興会『心身障害者扶養保険関係法令規定通知集』（1971
年）

1971

日本児童福祉協会『心身障害者扶養保険制度基礎調査結果報告書』（1969
年）

1969

社会福祉事業振興会『昭和48年度事業しおり』（1973年） 1973

東京都民政局心身障害者福祉部「心身障害者扶養年金制度加入の手びき」 197?

「社会福祉事業振興会関係法令（心身障害者扶養保険制度）」資料その他5
点

1969-1973

日本福祉大学大泉ゼミナール『高齢障害者関係文献目録（邦文）』（1997
年）

1997

東京都身体障害者団体連合会『重度身障者実態調査報告書（昭和38年9月1
日調）』（1963年）

1963

『日本特殊教育学会第６回大会プログラム』（1968年） 1968
日本福祉大学１部精神薄弱者福祉研究会『障害者の労働権保障　その実態
と問題点―障害者の働く権利実現のために―』（1972年）

1972

日本社会事業大学『せき損者の実態調査報告』（1973年） 1973
日本社会事業大学『新潟県における心身障害者施設（ミニコロニー）につ
いての調査報告書（1974年）

1974

日本社会事業大学Ⅱ類社会福祉調査班『1980年度在宅障害者調査報告書』
（1981年）

1981

日本社会事業大学障害者施設生活構造研究会『障害者施設生活構造調査研
究報告書（中間報告）』（1981年）

1981

日本社会事業大学第Ⅱ類佐藤ゼミナール（Ⅲ・Ⅳ）『1981年度在宅障害者
調査報告書』（1982年）

1982

日本社会福祉学会『国庫補助金一律削減における地方の心身障害者福祉施
策の影響の研究』（1987年）

1987

石川県「心身障害者福祉研究会」資料（第1回～第6回） 1981
児島美都子『障害者福祉参考資料集』 1972?
竹内愛二・小田憲三『身体障害者のリハビリテーションの社会学的意義―
調査集計表―』

1972?

身障者の医療と生活を守る会会報　第２～３号 1967
「全障研」結成準備委員会『「全障研」ニュース第2号　第2回障害児
（者）教育研究集会報告　新しい障害児教育の理論と実践―差別を克服し
教育権をかちとるために―』（1967年）

1967

全国障害者問題研究会研『全障研会報』第１号～第19号（1967～70年） 1967-1970

『全障研支部ニュース』（1968～75年） 1968-1975
全国障害者問題研究会『みんなの願い＝権利を守り発達を保障するために
＝』チラシ

不明

全国障害者問題研究会『全障研結成大会報告集―障害児者の権利を守りそ
の発達を保障する自主的民主的研究運動を―』（1967年）

1967

全国障害児者問題研究会東京支部『心身障害児者に対する基本法案資料』 1968

全国障害者問題研究会『全障研第２回大会報告集―障害児者の要求をほり
おこし差別の根源と要求の実現へのすじみちを明らかにしよう―』（1968
年）

1968

全障研近畿ブロック連絡会『障害児者の要求をほりおこし差別の根源と要
求の実現へのすじ道を明らかにしよう―第2回全障研近畿ブロック研究集会
―』（1968年）

1968

全障研東京支部『全障研東京支部集会報告集　第２回全国大会報告会・支
部総会をかねて―障害児者の要求をほりおこし差別の根源と要求の実現へ
のすじ道を明らかにしよう―』

1968

全国障害者問題研究会『実践の中から育ててきた理論を実践へ―全障研第
１回冬季学習会の成果―第１集』（1969年）

1969

「全障研第3回全国大会ニュース」（1969年） 1969.7.7
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
全国障害者問題研究会『全障研第４回大会要項―すべての障害者に生きる
よろこびを―』（1970年）

1970.8

全国障害者問題研究会『討議資料集　全障研第５回大会を成功させるため
に』（1971年）

1971.9

全国障害者問題絵研究会『全障研第６回大会要項―活かしあおう障害者の
ねがいをつくりだそうみんなの未来を』（1972年）

1972

全国障害者問題研究会『全障研第６回大会討議資料集』（1972年） 1972
「全障研第７回金沢大会」資料（1973年） 1973
全国障害者問題研究『理論から実践へ　実践から理論へ―第２集―（全障
研第９回全国大会レポート選集）（1975年）

1975

「全障研第12回全国大会」資料（1978年） 1978
全国障害者問題研究会『全障研第12回全国大会レポート要旨集』（1978
年）

1978

全国障害者問題研究会『全障研第14回全国大会準備委員会ニュース』
（1980年）

1980

「全障研第15回全国大会レポート要旨集コピー」（1981年）　備：一部
岩沢潔氏再審査請求事件

1981

「全障研第16回大会」資料（1982年） 1982
全国障害者問題研究会『全国障害者問題研究会第16回全国大会要項』
（1982年）

1982

全国障害者問題研究会『全国障害者問題研究会第16回全国大会レポート要
旨集』（1982年）

1982

全障研第16回大会関係機関紙・チラシ等 1982
全障研第24回全国大会案内 1990
「全障研東京都支部学習会」資料（1969年）青い鳥愛児園 1969
『障害者問題を考える集い（和歌山）資料』（1993年）機関紙、東京都心
身障害者福祉センターパンフレット、神奈川県児童医療福祉財団『心身障
害児の治療教育（『青い鳥愛児園』での試み』）

1993

第９回障害者問題を考えるつどい実行委員会『第９回障害者問題を考える
集い―みんなが豊かに暮らせるために―』（1993年）

1993

全国障害者問題研究会千葉支部『全障研千葉支部第３回集会報告書―発達
保証の理論と実践―』（1969年）

1969

全国障害児・者問題研究会東京支部『障害児・者の発達保障をかちとるた
めに―映画「夜明け前の子どもたち」の政策運動から学んだもの―』
（1968年）

1968

全障研関東ブロック連絡会『全国障害者問題研究会関東地区集会報告集』
（1971年）

1971

全国障害者問題研究会「全障研活動の手引き」 1972
全国障害者問題研究会『全障研運動第1集―全障研のあゆみと課題―』
（1972年）

1972

全国障害者問題研究会『すべての障害者にゆきとどいた医療を（第二回障
害者医療問題学集会報告書）』

1972

全障研愛知支部『発達障害研究別冊（資料集No.1）　愛知における全障研
運動の発展　1967～1975』（1975年）

1967-1975

全国障害者問題研究会『全障研運動第4集―「養護学校解体」論の本質とそ
の批判』（1976年）

1976

全国障害者問題研究会『全障研運動第6集―養護学校義務制への道―』
（1977年）

1977

全国障害者問題研究会『養護学校義務制阻止論批判』（1978年） 1978
全国障害者問題研究会浜松サークル施設部会『小羊学園の労災認定を勝利
させるために―民間社会福祉施設の現状と方向性－』

1973

全国障害者問題研究会福井支部・新建築家技術者集団福井支部『みんなの
街づくり―第1回障害者と街づくり研究集会より―』

1973

障害者問題研究会松戸サークル『おててつないで―松戸サークル10年のあ
ゆみ―』（1968～1978年）

1978

全国障害者問題研究会『全障研活動の手引き―学習．研究活動をみんなの
力で』（1978年）

1978

全障研広島サークル『広島のまちづくり―まち点検と障害者の外出に関す
るアンケートより―』（1978年）

1978

全国障害者問題研究会『「発達保障論」の成果と課題』（1978年） 1978
1995年度全障研東京支部定期総会議案 1995
「障害者問題研究第27巻第３号（初稿）」資料（1999年） 1999
『全障研しんぶん』第35-39、41、43-47、52-66、70-139、265、290-321、
344-419、420（1973-2007）

1973.5-
2007.10

障全協「身体障害者実態調査報告について」厚生省社会局更生課『日本の
身体障害者ー昭和55年身体障害者実態調査報告ー』

1981

厚生省児童家庭局障害福祉課『昭和56年度心身障害児（者）調査結果概
要』（1981年）

1981

厚生省児童家庭局障害福祉課『心身障害児（者）調査の結果』（1982年）

脳性マヒ等全身性障害者問題研究会「脳性マヒ者等全身性障害者問題に関
する中間報告」1981.7」

1981

障全協『身体障害者福祉審議会の中間報告「今後における身体障害者福祉
を進めるための総合的方策」の批判検討のポイント』

1981

「障全協第14回全国集会資料集」1981年 1981
「障害者の生活と権利を守る第24回全国集会」資料（1990年） 1990
「第16回障害者運動全国交流集会」資料（1992年） 1992
「障害者の生活と権利を守る第30回全国集会」資料（1996年） 1996
「第31回障全協全国大会」資料（1997年） 1997
「第32回障全協全国大会」資料（1998年） 1997
障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会「障埼連のあゆみ・１」
（1972年）

1972

障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会（障埼連）『障埼連のあゆ
み・１　1972年5月～1974年3月』（1974年）

1974

第13回「障害者と家族の生活と権利を守る都民大会」資料（1978年） 1978
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
第14回「障害者と家族の生活と権利を守る都民大会」資料（1979年） 1978
障害者の生活と権利を守る滋賀県連絡協議会『障害者の生活と権利を守る
滋賀県連絡協議会　結成大会と対県交渉の報告』

1970

富山県障害者団体連絡協議会「障連協富山ニュース」No.12　1980.5.20 1980

「第12回障害者の生活と権利を守る兵庫県民集会」資料（1982年） 1982
身障者の医療と生活を守る会『いままでの運動の経過と総括　これからの
運動のすすめかた』（1967年）

1967

障全協「おげんきですか」1980.7.1 1980
国際障害者年特別委員会企画部長宛「要請書」「身体障害者ののための公
共交通機関利用対策の現状」

1980

障全協「わたしたちのめざす障害者福祉法」198312.14 1983
障全協「障全協30年の歩みと21世紀の展望」 1997
兵庫障害者連絡協議会「第22回障害者の生活と権利を守る兵庫県民集会シ
ンポジウム「権利としての福祉の確立を」報告集」1972年）

1972

兵庫障害者連絡協議会『1973年度兵障協統一要求書（73年度補正予算．74
年度予算についての）』（1973年）

1973

障全協『ひとりのねがいをみんなのちからで』（1987年） 1987
障害者と家族の生活と健康を守る都民連絡会『私たちの手で展望を切り開
くために』（1993年）

1993

支援費制度セミナー実行委員会『支援費制度セミナー―実施直前！いま何
が問われているのか！―』（2003年）

2003

障全協「今後の障害保健福祉実施についての意見書（厚生省資料）」
（2004年）

2004

障全協
運動資料

「全障研・障全協ファイル」（1970～74年）小川ファイル 1970-1974

「全障研・障全協ファイル」（1974年8月～12月）小川ファイル
1974.8-
1974.12

「全障研・障全協ファイル」（1976年）小川ファイル 1976
「全障研・障全協ファイル」（1977年）小川ファイル 1977
「全障研・障全協ファイル」（1979年）小川ファイル 1979-1980
「全障研・障全協ファイル」（1981年）小川ファイル 1981
「全障研・障全協ファイル」（1982年）小川ファイル 1982-1983
「全障研・障全協ファイル」（1984年）小川ファイル 1984
「全障研・障全協・共同作業所・障害者運動ファイル」（1985年）小川
ファイル

1985

「全障研・障全協・共作連・障害者運動ファイル」（1986年）小川ファイ
ル

1986

「全障研・障全協ファイル」（1987年）小川ファイル 1987
「全障研・障全協・共作連ファイル」（1988年）小川ファイル 1988
「全障研・障全協・共作連ファイル」（1989年）小川ファイル 1989

「全障研・障全協・共作連・その他ファイル」（1990年）小川ファイル 1990

「全障研・障全協・その他ファイル」（1991年）小川ファイル 1991
「全障研・障全協・その他障害者福祉ファイル」（1992年1月～7月）小川
ファイル

1992.1-1992.7

「全障研・障全協・障害者問題ファイル」（1992年8月～12月）小川ファイ
ル

1992.8-
1992.12

「全障研・障全協ファイル」（1993年1月～7月）小川ファイル 1993.1-1993.7

「全障研・障全協・障害者問題ファイル」（1993年8月～12月）小川ファイ
ル

1993.8-
1993.12

「全障研・障全協・障害者問題ファイル」（1994年）小川ファイル 1994
「全障研・障全協・障害者問題ファイル」（1995年）小川ファイル 1995
「全障研・障全協ファイル」（1996年）小川ファイル 1996
「全障研・障全協ファイル」（1997年）小川ファイル 1997
「全障研・障全協・保健福祉計画などファイル」（1998年1月～6月）小川
ファイル

1998.1-1998.6

「全障研・障全協ファイル」（1998年7月～12月）小川ファイル
1998.7-
1998.12

「全障研・障全協ファイル」（1999年）小川ファイル 1999
「全障研・障全協ファイル」（2000年）小川ファイル 2000
「全障研・障全協ファイル」（2001年）小川ファイル 2001
「全障研・障全協ファイル」（2002年）小川ファイル 2002
結核回復者全国コロニー協会「全国コロニー月報」No.19-（1964～1970
年）

1964-1982

社団法人日本コロニーセンター『コロニー・センタ-』No.2-49（1965～
1980年）

1969-1980

社団法人ゼンコロ「ゼンコロ」No.69-75８1980～1982） 1980-1982
「東京コロニー」資料 1970

千葉コロニー対策会議『千葉におけるコロニー建設について』（1976年） 1976

「“あかつきの家”完成！」『潮流ジャーナル』1967年8月20日号より
（1967年）

1967.8

「あさやけだより」No.2-51（1976～81年） 1976-1981
全国授産施設資料（小川ファイル） 1977 袋入り
ひかり園作業所『共同作業所作り』第２号（1968年） 1968
「共同作業所づくり講座」資料（1978年） 1978
「障害者共同作業所ニュース（小平市あさやけ作業所）（かつしか共同作
業所）」資料（1977年～80年）

1977-1980

社会福祉法人ときわ会あさやけ作業所後援会『あさやけの仲間たち』
（1979年）

1979

あさやけ作業所『あさやけだより』No.2-53（1976年11月-1981年1月） 1976-1981

練馬福祉振興会「たんぽぽ福祉訓練事業所」資料（1977年、84年） 1977-1984
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
「都障作連ニュース」創刊号～（1978～85年） 1978-1981
千川作業所・千川作業所後援会『千川作業所だより』No.27-45（1979～81
年）

1979-1981

東京都障害者作業所連絡会「第３・４回東京都障害者作業所連絡会総会」
資料（1980、81年）

1980-1981

東京都障害者作業所連絡会・共作連第４回全国集会準備委員会『共同作業
所シンポジウム』「準備委員会ニュース」「チラシ」（1981年）

1981

やまびこ会『やまびこ作業所ニュース』（1984～85年） 1984-1985
共同作業所全国連絡会調査研究委員会『共同作業所全国連絡会加盟作業
所・施設実態調査報告書―共作連第４次調査・1983年10月実施―』（1984
年）

1984

共同作業所全国連絡会『実践・経営・運動の新たな創造をめざして』共作
連第二回職員研究集会等報告集（1985年）

1985

共同作業所全国連絡会『全ての障害者の豊かな労働と生活の場を目指して
―小規模障害者作業所の現状と今後を考えるシンポジウム報告書―』
（1985年）

1985

「横浜地域作業所」資料（1985年） 1985
全国福祉保育労働組合『福祉のなかま』身体障害者の授産所より1992年7月
号（1992年）

1992.7

ひろびろ福祉会『この道から･･･―広々作業所創立10周年記念誌―』（1993
年）

1993

共同作業所全国連絡会「共同作業所全国連絡会第15回全国集会開催の案
内」資料

1992

共同作業所全国連絡会『「きょうされん」を知ってください！』 1995
共同作業所全国連絡会ニュース『共作連ニュース』No.10-99（1979年8月～
1988年7月）
※『SSKP共作連ニュース』N0.138-167（1991年10月～1994年5月）『月刊
きょうされん』No.168-308（1994年5月～2005年11月）へと継続し、その後
は雑誌で保存

1979.8-1988.7

国立身体障害者センター生徒自治会資料 1967
社会事業研究所『盲人ニ関スル法律』（1948年） 1948
東京都ろう者協会『芽生　創刊号』（1953年） 1953
全日本身障者共生会『共生の友』創刊号（1958年） 1958

全日本精神薄弱者育成会「精神薄弱者対策促進強化についての陳情書」 1963

「盲学校学習指導要領改訂及び特殊学校定員法制に際し、「欠陥補強学
習」（生活訓練）過程を位置づけられる事に関する要望書」（1965年）

1965

「部落」1967年6月　ある裁判（蛇の目寿司事件） 1967
「国立身体障害者センター生徒自治会」資料（1967年） 1967
国立塩原視力センター「案内」「昭和42年度入所者現況調」 1967
北海道立太陽の園『この子らに太陽を―精神薄弱者のために―』（1968
年）

1968

夜明け前の子ども達自主上映実行委員会『障害児者の発達保障をかんがえ
る』（1968年）

1968

全国障害児者問題研究会『療養記録映画「夜明け前の子どもたち」理解の
ために』（1968年）

1968

東京点字出版所『点字の書き方』肥後基一1969 1969
東京久留米園「重度障害者はいかに生きるか」 1970
「夜明け前の子どもたち」柏上映実行委員会『療養記録映画「夜明け前の
子どもたち」をみて』（1973年）

1973

第2回神奈川県心身障害児者福祉教育大会資料（1969年） 1969
「点字図書館」資料（1970年） 1970
日本盲人福祉研究会『新時代』第11号～第14号（1970～71年） 1970-1971
埼玉県ケースワーカー協会『重度障害者実態調査』（1972年） 1972
東京視力障害者の生活と権利を守る会（東視協）『視力障害者の明るい未
来のために』

1972

「日本盲人福祉研究会」資料（1970～71年） 1970-1971
「府中療育センター移転阻止闘争」資料（1972～74年） 1972-1974
日本脳性マヒ協会『青い芝』（1973～76年） 1973-1976
全日本視力障害者協議会『全視協のしおり（第１集）－視覚障害者の輝か
しい未来のために―』

1973

上野裁判を支援し国鉄利用者の生命と安全を守る会『両者の生命と安全は
守られているか？―高田馬場駅ホームの盲人転落死は国鉄の責任―』

1973

日本共産党『点字赤旗』（1976年） 1976
映画「車椅子の青春」筋ジストロフィー患者たちの生命を賭けた絆　パン
フレット

1977

小川政浩「いわゆる登校拒否的症状を示した新入生の施設における導入訓
練の方法（通園部門）―主としてケースワーカーの立場より―」（1978
年）　備：第16回全国精神薄弱施設職員研究大会第１分科会（幼児通園）
資料

1978

「障害者」の外出を保障しよう会『第4回定期総会議案書』（1978年） 1978

日本精神薄弱者愛護協会『昭和54年度全国精神薄弱関係施設長会議関係資
料』（1979年）

1979

「施設の機能と体系の変遷をめぐって」『愛護』No.268コピー（1980年） 1980

日本盲人福祉研究会『視覚障害』　No.48（1980年） 1980
八代英太他「第4章　A・D・Aを複眼的に眺める」学苑社『A・D・Aの衝撃』
（1991年）

1981

日本ろうあ連盟「I　LOVE コミュニケーション」 1981

社会福祉研究会機関紙『一歩』 1981.1-1983.3
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ
全日本視力障害社会福祉協議会議会『点字民報』Vol.198（1982.12）は
り・灸・マッサージを守る国民運動を力強く

1982

銭本三千年『試練に立つアメリカ―新連邦主義と全障害児教育法―』日本
盲人福祉研究会（1983年）

1983

東京都障害者福祉会館『会館だより』（1983年）　備：点字 1983
手をつなごうすべての視覚障害者全国集会『手をつなごう全ての視覚障害
者全国集会報告集』（1984年）

1984

中山進『重複視覚障害者の進路をめぐる諸問題を追って』（1985年） 1985
日本福祉大学・聴覚障害研究会『聴覚障害研究（創刊号）No.１』（1986
年）

1986

滝本豪徳「ダウン症者の自立をめぐる諸問題」資料 1986
全国手話通訳問題研究会千葉県支部『千葉手話通訳問題研究』第2号（1985
年）

1985

「全通研（全国手話通訳問題研究会）・聴力障害者言語障害者運動関係
ファイル」（1988年）　小川ファイル

1988

「精神薄弱福祉」資料（1986年）備：文献コピー 1986
視覚障害者総合福祉施設東京光の家会報「光の家」No.58、60、61、62、
63、65（1991～1992年）

1991-1992

全国盲重複障害者福祉施設研究協議会『盲重複研』創刊号（1992年） 1992
日本精神薄弱愛護協会調査研究委員会『平成4年度全国精神薄弱施設実態調
査報告書』（1994年）

1994

日本精神薄弱者愛護協会通園施設部会『平成4年度全国精神百弱児通園施設
実態調査報告書』（1994年）

1994

日本精神薄弱者愛護協会国際委員会『精神薄弱者福祉―21世紀に向けて―
（妹尾正先生講話・座談会）』（1994年）

1994

「少年マガジンコピー」（1996年）　備：盲ろう障害者福島さんの物語 1996

「どんぐりの家」備：マンガ 199?
練馬区福祉部障害者福祉課『ともに生きる』（1996年）　備：パンフ 1996
「講演講師依頼状」（1996年） 1996
京都聴覚障害者福祉協会『2000年スタートの介護保険制度への対策』
（1998年）

1998

「劇映画「アイ・ラブ・ユー」政策協賛のお願い」（1999年） 1999
東京都中途失聴・難聴社協会『あなたに豊かな聞こえの世界を』パンフ
レット

2003

東京視力障害者生活と権利を守る会『障害者運動の渦の中で』 不明
全日本身障者共生会『共生の友』創刊号（1956年） 1956
日本身体障害者友愛会関東支部『かんとう』（1966・67年）　備：友愛会
関東支部機関紙

1966-1967

日本身体障害者友愛会『友愛通信』No.72～80（1967～69年）75、78、79号
欠号

1967-1969

日本共産党大阪府委員会『身体障害者（児）とその家族のために』（1968
年）

1968

愛の友協会『愛の友』第38号春季号（1969年） 1969
全厚生職員労働組合『国立社会福祉施設白書―国立視力障害センター編
―』（1970年）

1970

各候補者・各政党に障害者政策を聞く集い実行委員会『私たちは訴える』
（1971年）

1971

日本チャリティー・プレート協会『身体障害者の人々とコミュニティ・ケ
ア』（1971年）

1971

日本チャリティー・プレート協会『身体障害者の職業訓練の実態と訓練種
目別就職初任給に関する全国調査中間報告』（1971年）

1971

新建築家技術者集団福井支部『身体障害者のための生活環境整備にむけ
て』

1971?

障害者と家族の要求を実現し革新府政をすすめるこんだん会『障害者と家
族のねがいを―府民集会・対府交渉の記録―』（1972年）

1972

福井県障害者の願いを実現するためのこんだん会『生きるよろこびをぼく
のからだで―知事との対話集会―』（1972年）

1972

練馬障害児を持つ親の会『ちゃぼとによこ１周年特集号―第一次障害児実
態調査報告―』（1973年）

1973

川崎満治『内部障害者のリハビリテーション』（1973年） 1973
南区に障害者のための通勤寮社会教育センターづくりをすすめる会『ひと
りのねがいをみんなのねがいに―親なきあとの保障をめざして―』（1978
年）

1978

川口に「障害者」の生きる場をつくる会『娑婆も冥土もほど遠く―「生き
る場」活動報告その２―』（1978年）

1978

大津市『すべてに光をⅠ―大津市の障害児対策―』（1978年） 1978

武蔵野市障害児者問題を考える会事務局『考える会』第34号（1981年） 1981

愛知県職員組合・コロニー支部『社会福祉施設白書第２次報告　コロニー
支部施設白書―私たちの職場の未来をめざして―』（1983年）

1983

横浜市在宅障害者援護協会『Let's　Live　Together！―第５次横浜市社会
福祉事業視察団レポート'87―』（1988年）

1988

全国心身障害者を持つ兄弟姉妹の会『精神薄弱者施設における保護者
（会）活動に関する調査報告書』　（1987年）　備：SSKつくし臨時増刊号

1987

身体障害者団体定期刊行物協会『SSKO ヒューマンケア・ニュース』8・
11・12・13（1988～90年）

1988-1990

人間発達研究所『第３回　青年・成人期障害者発達保障講座』（1988年） 1988

人間発達研究所『第４回　青年・成人期障害者発達保障講座』（1989年） 1989

人間発達研究所『人間発達研究所通信』No.29-90（1990～2002年）一部欠
号あり

1990-2002

東京都社会福祉総合センター「テーブル」vol.21（1991年） 1991
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中分類 小分類 資　料　名 年 代 備考 コンテナ

福祉倶楽部４周年のつどい「シンポジウム　福祉・住まい・まちづくり」 1997.4

福祉倶楽部解説10周年記念のつどい報告集 2003.6
飯塚市『飯塚市障害者実態調査』（1999年） 1999
小川ファイル「障害のある人々2004」 2004
小川ファイル「障害のある人々2005」 2005
「無年金問題」ファイル 2003-2005
無年金障害者の会『無年金障害者の実態調査結果報告書』（2005年） 2005
「施設パンフ」（八王子福祉園・金沢ひろびろ作業所・東大寺整肢園・整
肢療護園・神戸聖生園・東京光の家）

1970-1986

練馬区保健福祉部障害者課「ともに生きる」No.8、30 1991、 2003
「福祉情報各種資料」 1990年代
菅野みづき第二詩集「街は恋人」 1992
「ネットワークは希望のひかり」富士通ニュース1998.12 1998
「WITHファイル」（1995年）小川ファイル 1995
「WITHファイル」（1997年）小川ファイル 1997
「WITHファイル」（1998年）小川ファイル 1998
「WITHファイル」（1999年）小川ファイル 1999
「WITHファイル」（2000～2001年）小川ファイル 2000-2001
「WITHファイル」（2002～2003年）小川ファイル 2002-2003
「WITHファイル」（2004年）小川ファイル 2004
参議院厚生委員会『精神衛生法案参考資料』（1950年） 1950
厚生公衆衛生局庶務課『精神衛生実態調査（中間報告）』（1954年） 1954
厚生省『昭和29年精神衛生実態調査報告』（1954年） 1959
精神衛生審議会」資料（1964年） 1964
「衛生局医務部　精神衛生」資料（1976年） 1976
「東京社保協心身障害者委員会」資料（1966年） 1966
「精神分裂病患者の離婚（卒業生の質問に答えて）」（1976年） 1976
「国立精神衛生技術者研究講師」資料（1977年） 1977
「民医連第４回精神化医療交流会」資料（1979年） 1979
「東海北陸ブロック研修会講師」資料（1982年） 1982
小川ファイル「精神保健法ファイル」（1990年） 1990
「都民カレッジ講師」資料（1992年）障害者の権利と法 1992
岡田敬蔵・河村高信・小坂英世「精神病院患者処遇（開放度）についての
全国現況調査」

1959?

河村高信「栃木県下の精神衛生鑑定例の統計的研究」『神経質』第１巻第
２号別冊（1960年）

1960

河村高信「ショック治療全廃の臨床経験」『日本医事新報別刷』（1961
年）

1961

河村高信「電気衝撃処置の全廃と開放療法との関連」 1962?
林信人他「栃木県下全精神病院の退院患者一年間統計」『高良武久名誉教
授就任記念論文集別冊』

1963?

河村高信他「精神分裂病の外来通院によるクロールプロマジン比較的大量
療法」『高良武久名誉教授就任記念論文集別冊』

1963?

精神衛生センター技師林幸雄『精神衛生法による即時強制について』
（1967年）

1967

三ツ井金吾『精神衛生のさんこう』（1969年） 1969
岡田靖雄「精神衛生法」『現代精神医学体系』第５巻　中山書店（1977
年）

1977

石原邦雄『「精神障害」と家族―序論的考察―』『現代社会の実証的研究
―東京教育大学社会学教室最終論文集―』（1977年）

1977

全国精神障害者家族連合会福祉問題研究部会『精神障害回復者の職業的リ
ハビリテーション』（1981年）

1981

全国精神障害者家族連合会編『―精神衛生文化講演会―映画と講演による
研究集会資料集』（1981年）

1981

冨川孝子「精神障害者とどうかかわるか―地域でのふれあい―」『改訂版
精神医学と看護―症例を通して―』日本看護協会出版会（1982年）

1982

日本医労連・精神部会『精神保健法改正問題と精神病院の今後』（1995
年）

1995

谷野呉山病院家族会『ござん会報』（1996年） 1996
精神科医療史研究会『精神衛生法改正に向けて―精神化医療改革のための
提言―』（1986年）

1986

全国精神障害者家族連合会『月刊ぜんかれん』（1984年） 1984
「精神病院関係新聞切り抜き」（1986年11月5日付） 1986.11
精神保健福祉に関するニーズ調査実行委員会『精神保健福祉に関するニー
ズ調査』（1998年）

1998

精神保健福祉に関するニーズ調査実行委員会『精神保健福祉に関するニー
ズ調査』（1998年7月2日報告会）

1998

精神保健福祉に関するニーズ調査実行委員会『精神保健福祉に関するニー
ズ調査報告会抄録』（1998年）

1998

西三河精神医療プロジェクト『あ―精神科入院およびディケアの家族等に
関する負担度調査―』

不明

「小船の会」パンフレット 198?
矢嶋里絵「身体障害者福祉法の制定過程その２」東京都立大学人文学部
『人文学法』第300号
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