
＊　表記番号は同和地区関係資料分類表の番号に対応する
地区(*) 番号 タイトル 形状 年 内容 状態

住吉81 1
（表題なし）ファイルボック
ス

ビニール
袋

1921 1932
地図（全国・広島他10点）、建物・土地賃貸契約証書（80点）、履歴書（本田
芳之助）、不動産抵当権利書（3点）、湯屋建物賃貸借契約証書、土地売買
証書（1点）

住吉88 2 表題なし（展示解説文） 封筒 1927 1928
昭和初期のむらのようす、1927～1928年ごろのむらのようす、私の家、その
せつない授乳風景、（全盲の男性の仕事風景）、（古文書の写真）、（屠殺

住吉98 3 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1929 1933
（筆写年表、1920～1929年）、最近の社会運動協調会、地方改善に関する
内務大臣の訓令（1923）、1933年版三重県社会事業概要

住吉01 4 実調 ファイル 1933 1972
1972年住吉地区実調の分析、総計を遅らせているのは建築局だ!、部落解
放総計前期5ヶ年点検項目案、1961．6同和事業実施主要府道市別概況
調査表（民生局福祉課）、住吉地区整理事業概要、住吉総計策定討議資

住吉08 5 （地区資料研究会封筒） 紙袋 1933 住吉地区整理事業概要（大阪市役所社曾部）
住吉99 6 （地区資料研究会封筒） 冊子 1937 関東大震災の写真資料、大正通信社、教育写真通信資料、大震災記念号 劣化

住吉99 7
大阪大空襲に関するアメリ
カ軍資料　大阪府平和祈
念戦争資料室

紐綴じ 1945 大阪府平和祈念戦争資料室、第1次大阪大空襲～第8次大阪大空襲

住吉72 8 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1951 1963
（支部婦人の歴史）、オールロマンス事件、住吉主婦の会第3回総会、住吉
主婦の会第4回総会、風呂改築、町内紛争始まる

住吉88 9 （表題なし） 紙袋 1953 1970
支部創立20周年記念住吉部落の歴史、市同促10年の歩み、そくしん
（1953．9～1970．11縮刷版）

住吉92 10 （地区資料研究会封筒） 冊子 1955 同和事業完全実施に関する請願書 劣化

住吉79 11
（原稿）住吉小学校三年生
の教室

仮綴じ 1956 支部の歩み、シナリオ（題不明）

住吉13 12
昭和31年度同和事業計画
町営住吉授産場増築工事
関係書類

紙袋 1956 1957 建築工事請負契約書、工程表、図面 劣化

住吉92 13
「部落と健康」№3　部落解
放同盟西郡支部防疫委

封筒 1957 1983

府連組織建設5ヶ年計画、荊冠旗（第1～2号）、青年部機関紙、第2回大阪
婦人集会資料、大阪府低所得者の子弟に対する技能習得資金貸付規制
の施行について、部落解放の行政施策促進要請に関する決議、部落の生
活を守る会会則案、同和教育講座集録（第7～8回）、部落と健康、西郡支

住吉77 14
府連副委員長住田利雄殿
（寝屋川差別発言事件）

封筒 1957 1976

寝屋川市議会（臨時）会議録、議事日程、覚書、合併協定書、寝屋川市議
会での合併反対議案（1957）、差別発言闘争本部資料、沢田発言はなぜ
差別なのか、寝屋川市行政の体質、市職労執行部の体質、闘争方針案、
当面の闘争日程案、芦田差別文書の見解、差別デッチ上げ事件の経過に

住吉93 15 （地区資料研究会封筒） チラシ 1957
簡易婦人相談所案内（市民生局・婦人保護施設「青島寮」、婦人更生資金
の貸付あっせん、新しい生活づくりの更生資金貸付、要保護女子の身元保
証、婦人保護施設への入所あっせん、大阪市民生局、売春防止法）



住吉86 16
部落解放に関する原稿集
成

紙袋 1957 1958
（住田利雄原稿）、民間運動としての同和問題、住吉区浅香町問題、坊主
殺せば七代たたる、婦人理事について（論説）、子ども会のこと、部落と宗
教、スラムと部落、御輿かつぎ

住吉61 17 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1957
「大阪市住吉地区の概要」市同促住吉地区（人口、職業別世帯数及就業
人員表、一世帯の月間収入、戦災・引揚・遺家族、生活保護者及身障、団
体組織、現有各施設）

住吉93 18 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1957 1958

同和問題研究会創刊号（大阪市民生局、社会福祉事業から見た同和事業
対策について（岡村重夫）、部落産業の現状と方向、第2回大阪市同和教
育研究大会記録）、同和問題研究第2号（大阪市同和問題研究室、同和教
育と私、同和と教師、地域の実態に基づく同和教育、同和行政について、
同和地区長欠児調査）

劣化

住吉97 19 同和教育関係書類 紙袋 1957 1964

大同協研究集会発表要項（1959、第8部会）「社会教育に於いて同和教育
をどう進めてきたか」（京都市立洛南中学校・清瀬行子、1960）、「大阪の教
育」（大阪教職員組合、1957）、京都府福知山市の社会教育に於ける同和
教育、「部落問題について」（市大同和問題委、1963）、、大同研究集会発
表要項（茨木市箕面市学校組合立豊川小学校）、大阪教育（号外No.28～
39、第208～238号）、第7次教研大阪集会分科会討議資料（教育課程改定
に関して文部省は何を考えているか、勤務評定・道徳教育問題などについ
て、大阪教職員組合文化部）、第7次教研大阪集会第13分科会、教師のひ
ろば（第2巻第6号）、第7次教育研究活動「教育研究の手引」、同和教育
（第1～19号）、荊冠創刊号（大阪市大部落問題研究会）、第7次教研大阪
集会「学級経営における同和教育」（安達十希雄）、（各種機関紙）

劣化

住吉97 20 （地区資料研究会封筒） 冊子 1957 1958

慶應義塾大学解放研、ぶらく第2号（部落民と呼ばれる人たちといわゆる一
般人との間における偏見についての考察（根木英子）、部落問題にとって
の好資料（佐原六郎）、長野県における部落資料集（藤高明・竹中重彦）、
蛇堀川－部落の人々（岡本章）、部落問題第3号、部落問題と私たちの立
場、正善部落の概況、植民地朝鮮、同和教育をとりあげるまで（小諸市中

住吉97 21 （地区資料研究会封筒） 複数 1957 1959
部落問題研究所、第8回部落問題夏期講座－同和教育と部落の現状－、
「人権と部落問題」講座（部落問題の本質（奈良木辰也）、同和教育前進の
ために－調査報告－・中学卒業生の進路・友禅労働者の実態

住吉09 22 （表題なし） 紙袋 1958 1966 部落白書（住田利雄）、実調依頼（市民生局） 劣化

住吉88 23 資料住吉部落の歴史
二折ファ
イル

1958 1975
そくしん（住吉関係記事）、朝鮮時報、矢田地区教育闘争経過、全同教高
知大会に参加して、第17回全国大会、解同婦人旗びらき、解同青年旗びら
き、あすか地区加島地区対市交渉

住吉93 24
民生事業概要　昭和33年
度版　大阪市民生局

冊子 1958 1959
大阪市民生局職制図、民生局の組織、生活保護事業、児童福祉事業、身
障福祉事業、援護事業、経済保護事業、社会教化事業、国民健康保険事
業、失業対策事業、地区改善事業、1958年度予算、民生局施設一覧

劣化



住吉91 25 （地区資料研究会封筒） 複数 1958 1983

あの人この人（解放新聞大阪版）、「狭山差別裁判」第111号、朝日新聞・思
い出の紙面特集（1889）、1976年度「同和対策関係予算一覧」、地名総鑑
対策本部設置要綱、国保情報、狭山事件特集に就いて（週間埼玉）、ユニ
オン、国際新聞、朝鮮時報、アカハタ、第95臨時国会での「特措法」強化・
改正闘争の総括（解放新聞）

住吉01 26 （地区資料研究会封筒） 単葉 1958 1959
（1958．4の用地買収から59．5．1の入居までの簡易記録メモ、住吉・西成・
日の出・出城地区）

住吉97 27

「生活科の実施を通し
て」ー同和教育に対する
心構えー宝塚中学校同和
教育研究部

冊子 1958 1959 夏季国際ワークキャンプ

住吉93 28 （地区資料研究会封筒） 単葉 1958 大阪市民政局生活課1958年度内職あっせん成績表 劣化
住吉99 29 （地区資料研究会封筒） 冊子 1958 1958年3月学校卒業者に対する初任給調査　大阪府職業指導振興会
住吉92 30 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1958 1958年度事業実施報告書　大阪府同和問題研究会 劣化
住吉61 31 （地区資料研究会封筒） 紐綴じ 1958 結成5周年記念大会記録　市同促 劣化

住吉93 32

1958年3月・大阪市水道事
業給水条例・大阪市水道
事業給水条例施行日程・
大阪市給水工事公認業者
に関する規程

小冊子 1958
大阪市水道事業給水条例・大阪市水道事業給水条例施行日程、大阪市
給水工事公認業者に関する規程

住吉93 33
勤労青少年の職場におけ
る指導と監督方法

小冊子 1958
大阪市青少年問題協議会、年少労働者の業務監督について、年少労働
監督に関する専関する専門委の討論報告書、市青少協資料No．50

住吉93 34 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1958
最近の青少年教育（市教委）「青年学級、青少年団体の育成、信太山青少
年野外活動センター、青少年教育キャンプ、青少年のための行事」

住吉93 35
昭和33年度大阪市同和事
業誌

冊子 1958 大阪市民生局、同和事業年表

住吉93 36 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1958
市子ども会連合協議会名簿（市青少年問題協議会、市子ども会連合協議
会会則、役員名簿、各区別子ども会名簿）

劣化

住吉93 37
大阪市青少年（福祉員・指
導員）名簿

冊子 1958
大阪市青少年問題協議会、地域における青少年福祉活動組織強化要綱、
福祉委員名簿、指導員名簿

住吉93 38
民生事業概要（昭和33年
版）

冊子 1958 1959
大阪市民生局、民生局（の沿革、職制一覧）、生活保護事業、児童福祉事
業、社会教化事業、失業対策事業、地区改善事業、1958年度予算）

住吉92 39 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1958 私たちは何故勤務評定に反対するか、府民共斗会議
住吉09 40 （地区資料研究会封筒） 伝票綴 1959 1972 大阪市営鉄筋住吉住宅苦情申告書（住吉同和地区指導員） 劣化



住吉92 41
労働市場速報　1959・9
大阪府労働部職業安定課

冊子 1959 1960

大阪府労働部職業安定課、大阪主要経済指標（統計）、大阪主要労働指
標（統計）、雇用失業の情勢（8月分）、企業整備状況（統計）、失業保険業
務統計による雇用失業傾向、一般職業紹介状況（統計）、日雇職業紹介状
況（統計）、失業保険業務状況（統計）、身障の職業紹介状況（統計）、簡易
職業紹介状況（統計）、失業攻勢状況（統計）、1960年3月学校卒業者の帰
すう見込需要状況（統計）

住吉93 42
大阪の売春小史　大阪市
民生局

冊子 1959

大阪市民生局、遊廊の起源、江戸時代の大阪と大阪町人、新町遊廊の起
源と須磨場所について、明治以後の大阪遊里史、戦後の売春事情、売春
の現状、各国の売春事情とその対策、売春の傾向と将来、人身売買につい
て、前借金について、売春組織を支える搾取について、売春取締の歴史、
売春防止法制度に至るまでの事情

劣化

住吉93 43
婦人相談員の手記　大阪
市民生局

冊子 1959

強い絆にしばられるもの（梅田簡易婦人相談所）、私のケース・ファイルから
（港簡易婦人相談所、崩れゆく売春防止法（天王寺簡易婦人相談所）、感
じたまま（中之島簡易婦人相談所）、要保護女子の保護収用・更正指導に
当たって（青島寮簡易婦人相談所）、大阪市民生局福祉課

住吉68 44
昭和34年度なにわ育英費
給与について　大阪市教
育長

単葉 1959 1960
市教委、同和地区職業育成費給付受付について、同和地区職業育成費
給付交付について、同和地区職業育成費給付生選定通知について、なに
わ育英費給付について

住吉97 45
「同和教育を中核とする学
校教育の在り方」宝塚中
学校同和教育研究部

冊子 1959
この問題と取り組んできた経過の大要、本校に於ける同和教育の心構え、
同和教育を中核とする本校教育の全体計画（特設単元による生活科、教科
指導を通じての同和教育、教科外活動と同和教育、学校環境と同和教育）

住吉94 46
「生活科の指導計画とその
展開例」宝塚中学校同和
教育研究部

冊子 1959 生活科の指導計画について、展開例

住吉94 47
「長欠不就学対策を如何
に推進して来たか　宝塚
中学校同和教育研究部

冊子 1959
生徒の実態、不就学生徒数、欠席日数と学習成績、対策、各教師の実践
記録

住吉94 48
「ＨＲに於ける仲間作りに
ついて」宝塚中学校同和
教育研究部

冊子 1959 H．R．に於けるグループ構成、仲間作り雑感、同和教育をはばむもの

住吉92 49 （地区資料研究会封筒） 冊子 1959 同和地区を校下に含む中学校における長期欠席生徒生活実調
住吉92 50 （地区資料研究会封筒） 冊子 1959 義務教育諸学校における不就学及び長期欠席児童生徒対策について

住吉89 51 （地区資料研究会封筒） 冊子 1959
1959年1月20日「水本村立小・中学校における同和教育の現状について」
（指定校としての一年の歩みと反省）、大阪府北河内郡水本対立小学校・

劣化

住吉92 52 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1959
同和地区を校下に含む中学校における長期欠席生徒生活実調（府同和問
題研究会）

劣化

住吉87 53 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1959 同和関係地区実態概況調査表（調査票・記載なし） 劣化



住吉11 54 スラム1 冊子 1959
不良住宅地区改良事業（シリーズ、促進協議会）、わが国の不良住宅地区
とその改良事業、外国の不良住宅地区とその改良事業、外国の不良住宅
地区とその改良事業、外国のスラム

住吉97 55 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1959 第8次教研速報（第1～3号）、近畿ブロック情宣部、日教組情宣部 劣化

住吉91 56 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1959 1962
解放新聞社、第14回大会報告集、第5回全婦報告集、第6回全国青年集会
の手引き、（第14、15回）全国大会議案書（一般運動方針案、一般活動報
告案、大会の決議案）

住吉73 57
住吉青年会44年資料　そ
の他当時の資料

ファイル 1960 1969
青年会総括、活動報告、主な青年会の歩み、青年会活動の4つの柱、当面
の夏期保育指導方針、解放運動の中で青年の役割、「橋のない川」の観客
アンケート、少年少女対策部活動方針、一泊研参加者名簿、青年会と友の

住吉91 58 第12回全同教大会資料 小冊子 1960 各分科会報告、同和教育指針、全同教の歩みの反省と課題
住吉09 59 （表題なし） ファイル 1960 住吉隣保館概要、町会だより、同和促進大会（ちらし）

住吉61 60
大阪市同和事業促進運動
の歩みとこれからの方針

冊子 1960

市同促、差別の定義、差別はなぜあるのか、同和事業の定義、市同促協
（創立、歩み）、これからの方向、大阪市における地区の概況、大阪市内地
区居住者職業分類、民生扶助受給状況、地区別失対登録者数、同和地区
関係小中学校一覧、小学校給食受給状況調、同促協年表（1953ー1960）

住吉92 61 （地区資料研究会封筒） チラシ 1960 大阪府低所得者の子弟に対する技能習得資金・並に各種貸付金ご案内
住吉93 62 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1960 おもいで－子供会中学生リーダー交歓会－（名簿、文集）

住吉91 63
ＦＡＸ送信状　ほか　各種
資料

ビニケー
ス

1960 2002

中核市制度、東京の隣保館問題をめぐる厚生省との交渉報告、全隣協事
務局会議、第3回常人理事会、第4回実、全同和結成大会特集No.1、「人
権教育・啓発推進のための法律」実現全国集会への参加のお願い、30周
年レセプション来賓あいさつ、第6回「人権教育のための国連10年」推進連
絡会学習会総会、隣保館運営要綱の改正について（ポイント）

住吉06 64 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1960
町会だより（隣保館建つ、町会本部役員とその役割、町内生活実調、35年
度収入の部、支出の部）

劣化

住吉93 65
高等学校生徒の対する大
阪市の奨学資金

小冊子 1960
市教委事務局、大阪市民生局、大阪市奨学条例、大阪市奨学条例施行規
則、戦没軍人軍属の遺児に対する育英費給与内規、育英費給与内規

住吉93 66
主要府県並びに都市の同
和対策概況

冊子 1960
大阪市民生局（主要府県並びに大都市の同和対策概要）、（同和対策事
業を実業を実施している当市近接府県市の概要）

住吉93 67
高等学校生徒に対する大
阪市の奨学資金

冊子 1960
市教委事務局、大阪市民生局、大阪府・市奨学金一覧表、大阪市奨学条
例、大阪市奨学条例施行規則、戦没軍人軍属の遺児に対する育英費給与
内訳、育英費給与内規

住吉93 68 （地区資料研究会封筒） 複数 1960
高等学校生徒に対する大阪市の奨学資金、市教委事務局、大阪市民生
局、証明願（納税関連）

住吉11 69 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1960 元法定家賃、新法定家賃、現行負担家賃
住吉67 70 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1960 地区施設運営委規約案、地区人材配置委について案



住吉77 71
住吉中・住小差別落書（教
対部）

紙袋 1961 1973

住中差別事件経過報告、教育闘争の方向、糾弾要綱、糾弾レジメ、地区学
習会、教育対策会議討議資料、研集会資料、住吉小差別落書のとりくみと
経過、支部教育関係者一泊研、参加者名簿、年度別進路状況、教育こん
だん会、卒業式前夜のとりくみ、第65回卒業式にあたって、同推協特別委

劣化

住吉72 72 （地区資料研究会封筒） 複数 1961 1969
41年度総会出席者名簿、住吉主婦の会42年度総会、主婦の会役員会、定
例婦人集会、43年度総会、全婦総括会議

住吉73 73
すみよし青年会情宣部
1966・7月より

ファイル 1961 1967
住吉青年会会則、青年会だより、住宅要求調査書、第10回全国青年会報
告集

劣化

住吉19 74
昭和36年2月始　結婚記
名帳　壱巻　住吉隣保館

箱 1961 1963 住吉隣保館、夫（姓名）、婦（名のみ）、（挙式の年・日付の記載有り）

住吉09 75 日報 ファイル 1961 1973 婦人会、青年部、解同、（活動報告）、年表
住吉71 76 （地区資料研究会封筒） ノート 1962 支部行動記録帳・1962年9月より№1、西成地区協会則
住吉92 77 非行少年白書 冊子 1962 1963 大阪防犯連合協議会、大阪府警察本部防犯部少年課

住吉93 78
カメラで見る失業対策事
業　大阪市

冊子 1962
失業対策事業のあゆみ、事業のいろいろ、コンクリートブロックの製作、機
構、日雇い労働者の区別居住分布、大阪市民生局

住吉93 79
昭和37年度民生事業概要
大阪市民生局

冊子 1962 1963
大阪市民生局、民生局の組織と予算、生活保護事業、青少年福祉事業、
老人福祉事業、国民健康保険事業

住吉93 80 （地区資料研究会封筒） チラシ 1962
大阪市環境改善事業の概要（市民生局、市立愛隣会館開館式、愛隣寮開
館式、愛隣館・愛隣寮概要）

住吉60 81
未解放部落における労働
力の流動形態（その1）府
同促

冊子 1962 1963
調査の目的と意義、労働力流動と部落の構造、労働力の流動状況、流出
労働力の諸問題、未解放部落出身生徒の進路実態、（集計表）

住吉61 82
市同促協十周年資料　38
年2月11日

ファイル 1962 1963

文化祭プログラム、記念大会次第、大会当日祝辞順（メモ）、市同促発会10
周年記念懇談会、そくしん（1963年2月11日）、10周年大会記念大会（ポス
ター）、創立10周年記念事業（出欠表）、大会当日役割、創立10周年記念
感謝状贈呈者・大会表彰者氏名、第4回協議委討議資料、創立10周年記
念大会計画予算書

住吉72 83 （地区資料研究会封筒） 複数 1962 1964
婦人懇談会（第11～30回、生業資金、親睦協議会、同和事業十年の歩み
etc）、町政民主化合同集会、解同主婦の会・青年会合同会議・出席者名、
緊急町民集会、緊急町民集会出席者名簿

住吉67 84 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1962 陳情書（1962年10月17日・地区協、隣保事業の充実） 劣化

住吉93 85 一年間のあゆみ 小冊子 1962 1963
市教委指導か・市同教、同和教育をすすめるために、くらしを高めるための
生活指導（市立栄小学校）、1962年度同和行政、同和地区の子どもたちと
映画（中島中学校）、教育のすきまをみつめて（難波中学校）

住吉74 86 （地区資料研究会封筒） 複数 1962
部落の歴史とその解放について（講演）、同和教育講座開催ご案内、長欠
児の調査

住吉91 87 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1962
日本教育の三つの柱、第5回人権と部落問題講座、朝日新聞論説委員・内
閣同和対策審議委員伊東昇氏



住吉03 88
規則、会則、準則　昭和
57・2

ファイル 1963 1982 地区協準則、解放会館職員就業規則、解放教育研究所寄付行為

住吉71 89
1 9 6 3　（解放ニュース、
車友会ニュースなど）

二折ファ
イル

1963

住宅要求組合の申し合わせ、地区協集会、不良住宅調、各種団体代表者
集会、町内各種団体代表者集会出席者名、入会の心得、府市政報告会、
住宅要求者組合結成集会のお知らせ、車有会ニュース、解放ニュース、調
停事項に対する意見書（解答書）、同和地区環境改善事業施設整備事業
について、隣保館運営費について、部落問題学習会、同和地区生活保護
世帯、町内役員総辞職か？、支部決起大会資料、新旧役員有志の浴場掲
示控文、中学先生と父兄懇談会

住吉09 90
「24時間の生活の組織化
をめざして」大阪同和保育
連絡協議会

封筒 1963 1982

大阪市同和保育研究集会第10回記念全国集会開催要綱、第20回府連定
期大会（皆様に訴えます。石川一雄）、1963年12月4日浴場にて提示（原稿
用紙）、住吉地区協町内各種団体代表、解放同盟日なぜ寝た子を起こす
のか（解放ニュース）、ほんとのこと知ろう（隣保館について）、調停者解散す
（住吉町民主化ニュース）、府連規約、第3回研究所理事会開催（研究所通
信）、懇請状（部落問題研究所創立20周年記念事業、24時間の生活の組
織化めざして、大阪民主新報（「府同促方式」解同）

住吉61 91
部落問題解決の行政実施
に関する要請書

小冊子 1963
市同促、要請書の趣旨、要請事項、住宅建設の計量に関する事項、生業
資金貸付に関する件、職業安定対策に関する件、教育問題対策に関する
件、隣保館並びに隣保活動に関する件

住吉08 92 （地区資料研究会封筒） 単葉 1963 町内のもめごと（作文）
住吉61 93 市同促10年の歩み 冊子 1963 同促協のなりたち、地区の概況、十年間の事業経過、大阪市の同和事業、

住吉09 94
市隣保館運営委研究　隣
保館活動推進の基盤

冊子 1963
同和事業及び隣保館活動に関する基本的な考え方、同和地区の一般的
状況（研究の前提）、答申事項（研究の要約）

住吉71 95 （地区資料研究会封筒） 複数 1963 1981
大阪市同和地区隣保館の管理運営のあり方答申案、活動報告書（隣保
館）、大阪市の同和事業、市教委交渉要求書、1980．12．15教育委交渉（メ
モ）、支部教対委、守る会低学年（メモ）

劣化

住吉93 96
明治期における皮革業と
大阪渡辺村

小冊子 1963
大阪市同和問題研究室、大阪皮革製造業、製革業の現況及其方法、製革
業、大阪渡辺村

住吉73 97 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1963 解同・青年会・主婦の会合同集会出席者名
住吉09 98 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1963 同和対策要請書、第8回全国隣事業研究協

住吉09 99 （地区資料研究会封筒） 複数 1963 1965

東住吉セツル資料、「道標第2号」大阪女子大セツルメント5周年記念特集、
第10回原水爆禁止世界大会特集「らしんばん」、「創造活動の実践を通し
て…」、「おじぞうさま」東住吉セツルメント小学生パート、「魔法のすいか」東
住吉セツルメント中学生パート

住吉13 100
昭和39年9月より　内職報
告書　住吉内職会

伝票綴 1964 1965 内職あっせん状況報告書

住吉87 101
都市部落の人口と家族
住吉地区における戸籍の
研究　大阪市同和問題研

紙袋 1964 都市部落の人口と家族（大阪市同和問題研究室、人口・婚姻・家・社会圏）



住吉72 102 （地区資料研究会封筒） クリップ 1964 1967

主婦の会役員会のお知らせ、（名簿）、全国青年集会に参加のため資金カ
ンパをお願いします!、お知らせ（対市交渉）、第12回全婦資料、全婦の寿
湯の掲示文、住吉主婦の会総会のお知らせ、婦人懇談会（名簿）、役員・
班長会議、婦人講座（お知らせ）、婦人幹部集会、第8回部落解放全国青
年集会代表派遣カンパの訴え!

住吉19 103
昭和39年1月始　結婚記
名帳　弐巻　住吉隣保館

箱 1964 1968 結婚記名帳

住吉92 104
未来は青年が開くもの　－
部落解放大阪青年同盟結
成40周年記念－

冊子 1964 1986
大阪青年同盟の思い出（和島岩吉）、部落解放人民大会「呼びかけ文」、
行動綱領・宣言・決議、「青年同盟」創刊号、部落解放全国委「結社届」
（1946）

住吉09 105 （地区資料研究会封筒） 複数 1964
隣保館運営費についての市交渉質問の要点、自衛隊での差別事件につ
いて、学校給食について、1964年度隣保館総会、ビキニ被災十周年によせ
て、臨時総会記録

住吉71 106 （地区資料研究会封筒） 複数 1964
3．1ビキニ被災十周年によせて、自衛隊での差別事件について、拡大支部
集会、自衛隊差別糾弾大会参加者名簿、隣保館運営費について交渉申
入書、支部名簿、中学三年の進路懇談会、支部執

住吉09 107 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1965 隣保館と地域のあらまし　住吉隣保館（1965年頃）

住吉91 108
全国隣保館長現任訓練講
習会（第3回）記録　広島

冊子 1965 1967 事例研究発表、京都市、大阪市、宝塚市、下松市 劣化

住吉09 109
昭和40年度より　行事予
定表綴　住吉隣保館

紙袋 1965 1966 1965年度行事予定表綴（隣保館）

住吉91 110
同対審答申　昭和40年8
月11日　同和対策審議会

冊子 1965
同対審答申、同和問題の認識、同和対策の経過、同和対策の具体案、同
和行政の方向

劣化

住吉99 111
「民生事業概要」昭和39年
度　大阪市民生局

冊子 1965
生活保護、児童福祉、母子福祉、老人福祉、身障者福祉、精薄者福祉、低
所得者対策、スラム対策、同和対策、婦人保護、戦争犠牲者の援護、災害
救助、国民健康保険、国民年・失業対策、弘済院会館

劣化

住吉09 112

同和地区における隣保館
（市民館）の建設運営に関
する中間答申　大阪市地
区改善対策審議

冊子 1965 市地区改善対策審議会、細目についての覚書

住吉99 113
大阪市における授産内職
事業の実態　大阪市民生

冊子 1965
授産事業、従事者、稼働日数、受注工賃、稼働時間、統計表、内職事業、
内職会

住吉93 114
国・市同対審答申案　大
阪市、大阪市民生委員連

冊子 1965 特措法施行令、同対審答申、大阪市における同和地区の実態と同和対策

住吉14 115 浦浜19（地区協ニュース） 紙袋 1965
地区協ニュース（隣保館の経費143万円に増額さる）、総会決定事項同和
生業資金要求組合細則、同和生業資金申込書（様式）、同和生業資金借
用申込者全員集会

劣化



住吉91 116
同対審答申　昭和40年8
月11日　同和対策審議会

冊子 1965

同和対策審議会、実調と同和問題、基礎調査による概況、精密調査による
地区の概況、部落改善と同和対策、解放運動と融和対策、現在の同和対
策とその評価、環境改善・社会福祉・産業職業・教育問題・人権問題に関
する対策、同和行政の方向

住吉91 117
同対審答申　昭和40年8
月11日　同和対策審議会

冊子 1965
同対審答申（全文）、同対審環境改善部会報告（全文）、同対審教育部会
報告（全文）、同対審産業職業部会報告（全文）

住吉93 118
「答申」措置法・市「答申」
調査要綱　ｓ46

ファイル 1965 1971
全国同和地区調査要綱、特就費執行及補充学級実施要項、市同対審答
申（1968）、特措法、同対審答申（1965）

住吉91 119
中央行政闘争関係資料2
大川

ファイル 1965 1978

特措法の強化延長について事務局（拡大）で出されている点、同対審答申
（1965）、第32回全国大会方針基調に示された方向、沖縄の復帰に伴う特
別措置に関する法律、行政闘争ニュース、中央行政闘争（建設省）資料、
中央交渉一覧、「特措法」強化延長闘争の方向、中央行政闘争事務局会
議、「特措法」強化延長の現状と課題（方向）、特措法をめぐる当面の闘い、
拡大行闘本部事務局会議レジュメ、総理府大蔵省自治省交渉要求解説
（1977）、第2回中央行政闘争本部会議

住吉09 120
寄付行為変更届出S．40．
5．27 住吉隣保館

紙袋 1965
寄付行為一部変更認可申請書、（住吉隣保館理事会議事録）、（住吉隣保
館評議員会）議事録

劣化

住吉09 121
昭和42年度　議案書資料
住吉隣保館

紙袋 1966 1970
1967年度事業報告書（隣保館）、予算、1966年度行事報告、トラホーム治
療者数、辞職願

劣化

住吉88 122 食生活
二折ファ
イル

1966 1973
大阪市衛生局住吉保健所、ゆたかな食生活への道、保健所関係の医療福
祉制度概略、大正年間大阪警察しらべ部落台帳、ヒロポン撲滅運動、解放
運動前史、同和地区衛生工作実施票、前菜とおつまみ色々

劣化

住吉72 123 （地区資料研究会封筒） 冊子 1966 第11回全婦報告集、西成支部婦人部

住吉02 124 第12回地区研分科会報告 ファイル 1966 1985

住宅要求者組合再登録実調、総合福祉センターアンケートについて、巡回
職業相談20年の経過、子どもの実態をみつめて（住吉中学校）、第3分科会
子ども会レジメ、住吉支部差別事件一覧（1966～1985）、10．31狭山のとりく
み（子ども会）、第12回地区研～第6分科会反差別共同闘争～、（輪読会に
ついての作文）

住吉77 125 （地区資料研究会封筒） 複数 1966 1982

住之江郵便局連続差別落書（文書）事件第3回糾弾会を進めるにあたって
（1982）、第5回自治体職員同和問題研究集会実施要項（1966）、第17自治
体職員同和問題研究集会（名簿）、対府行動（第2次闘争週間）府下すわり
こみ、特別措置法団体署名（企業）

住吉09 126 （地区資料研究会封筒） 複数 1966 1969
同和地区における隣保館運営要綱、政府第78号関係法規（資料）、解同市
ブロック会議（メモ）

住吉09 127
1966年4月より　出勤簿綴
財団法人住吉隣保館

紐綴じ 1966 出勤簿

住吉93 128
大阪市における社会開発
と児童福祉　－その問題
の分布と対策－

冊子 1966 市民生局、区別問題一覧表 劣化



住吉61 129 （地区資料研究会封筒） 複数 1966 1982
（手書き資料多数、差別の実体（住田利雄、1981）、市同促理事会（1966）、
第2回全隣協常任理事会（1971）、（住田利雄手書き資料）

住吉73 130
部落解放第13回全国青年
集会

封筒 1967 1969

第13回全国青年集会基調提案案、中央青年対策部、住吉の部落白書
（1967年度）、矢田教育差別事件の事実と経過、同和教育の推進につい
て、市教委教育長、当面する夏季学童保育の活動方針案少対部、善枝
ちゃん殺しは私ではない－未解放部落の石川青年の訴え－、分科会入場
券、解放新聞大阪版、府連青年部（資料）、集会決議、歌集

劣化

住吉77 131 （地区資料研究会封筒） 複数 1967
解放だより、支部教宣部、電気通信高校（私女）の差別教育を糾弾！、住
中差別落書事件に対する糾弾要綱案、住中差別事件と石川青年との結
合、活動報告・支部における社会保障のたたかい、奨学生全国集会

劣化

住吉77 132
1 9 7 5 「解放だより」№8
住吉住宅要求者組合　な

二折ファ
イル

1967 1975
松原パークレーン犯人デッチあげ差別事件、解放だより、5月23日狭山闘
争統一行動日、住吉住宅要求組合全員集会のお知らせ

住吉71 133 1　9　6　7　（執など）
二折ファ
イル

1967

同対審答申第二段階闘争対府市交渉者リスト、隣保館事業の基本方針、、
支部大会執のお知らせ、同対審答申完全実施要求中央国民会議報告集
会、婦人学習会のお知らせ（参加者リスト）、新日本史講座・封建時代後期
の農民の生活（コピー）、支部第2回執、生活困窮者大会（案内、参加者リス
ト）、支部第1回執、部落問題学習会出席簿、主婦の会役員会、第1回部落
解放全国集会（参加者リスト）、第12回全婦資料、支部住宅要求者組合入
会の心得、住宅要求調査書、拡大臨時支部大会、特就費のお知らせ、自

劣化

住吉61 134
№18　市同推協　昭和52
年2月

ファイル 1967 1980

同和問題に関する市民啓発活動についての意見案、同和地区老人対策
のあり方について、学校教育関係差別事件の取り扱い件数、年度別差別
事象発生件数、同和地区における「就学前教育」に関する調査（3才児、5
才児、保護者）、大阪市同和対策推進協議会第5回総会概要報告、有料保
育所視察日程、高知市若葉保育園、大阪市からの同和保育所（施設）視察

住吉66 135 市同促住宅№1　ｓ42～60
バイン
ダー

1967 1985
住吉地区総合実調中間報告、1985年度市同促総会、1967年度地区環境
改善事業補助金の交付申請について

住吉72 136 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1967 1968
住吉主婦の会総会資料（41年度報告、41年度決算報告、42年度事業計画
案、42年度予算案）

住吉93 137 （地区資料研究会封筒） 冊子 1967
調査結果、同和地区の概要、出生に関する問題、死亡に関する問題、死
産に関する問題、伝染病（結核をのぞく）の発生状況について、結核に関
する問題、総括、公衆衛生上の指標からみた同和地区の衛生水準につい

劣化

住吉87 138 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1967
全国同和地区実調・全地区基礎調査・調査票第1票・A－地区票－（総理
府、法務省、文部省、厚生省、農林省、通商産業省、労働省、自治省、建

住吉97 139 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1967
市大部落問題研究会第9回全国ゼミ・現代の部落解放運動大阪での斗い
を中心に

劣化

住吉91 140 （地区資料研究会封筒） 冊子 1967 第22回全国大会議案集

住吉09 141 Note　Book ノート 1967 1969
市同促研究室理事会、そくしん、市同促、市ブロック会議、市民生局交渉、
セッツル同和部会、教育懇談会、対連執、43年度予算研修会、子供会（市
同促）、府連政策懇談会、大阪府交渉、44年度予算検討会



住吉83 142 老人施設関係資料 紙袋 1968 1970
生野老人福祉センター、養護老人ホーム柳生苑、中央児童相談所、事務
事業概要（泉南特別養護老人ホーム）、老人センター各種カタログ

劣化

住吉99 143 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1968
今宮戎歳遷史－さい銭に見る世相のうつりかわり－（大丸、さい銭年次動
向一覧表）

住吉72 144 （地区資料研究会封筒） 複数 1968 1982 総会資料住吉主婦の会、婦人大会資料（1982）、保母めざす会（メモ）

住吉71 145 第13回支部大会議案書 紙袋 1968 1974

住吉子ども会指導者一泊研レジメ、総計ニュース、第15回支部大会議案
書、活動方針検討資料、住宅入居者組合総会議案書、地域から、住吉車
友会総会資料、大阪同和産業振興会、狭山事件、タクシー乗務員募集あ
んない、支部員名簿、全国青年集会報告書、友の会報告、総計前期5ヶ年
総括案、青年部だより、青年部オルグ団「新しい秩序」

劣化

住吉91 146 （地区資料研究会封筒） 冊子 1968 1977
教育啓蒙資料に関する研究ノート、大阪部落解放研究所、行政闘争
ニュース、文化対策の確立にむけて、第3回中央委議案書

住吉71 147 執1963～
二折ファ
イル

1968 1969
1968年度事業実施報告、支部員名（名簿）、支部執開催についてのお知ら
せ、住宅要求者要求別分離表、同和事業住吉地区協会則、支部拡大執

住吉93 148
「大阪の同和問題」107、
108、109、111、112（終刊
号）

紐綴じ 1968
大阪の同和問題（第107～109、111～112号、市同和問題研究室）、部落差
別の本質と行政闘争、同和教育の意義、大阪府同和対策予算表、解放教
育の思想、部落解放運動と市民館活動、大阪地方の米騒動

住吉22 149
民生委員の栞（改訂版）
大阪市民生委員連盟住吉
区支部

紐綴じ 1968

市民生委員連盟支部、民生委員50周年記念誌、民生委員と児童委員制度
について、生活保護法について、児童委員について、児童福祉について、
身障の援護について、母子福祉について、老人福祉について、精神薄弱
者の福祉について、諸貸付金について、諸給付金制度について、低所得
者に対する援護制度について、世帯更生資金の活用について

劣化

住吉60 150
市同促二十五周年記念誌
資料在中　59・9・14

紙袋 1968 1977
部落解放夏期講座受講者ノート、市同促第18～25回年次総会報告並議案
書、大阪市の同和地区の概況

住吉12 151
昭和43年2月14日より　大
阪市同和厚生生業資金回
収内訳報告書

冊子 1968 1984
大阪市同和厚生生業資金回収内訳報告書、同和教育No．265　全同教、
専門委規定案、専門委名簿

住吉05 152 （地区資料研究会封筒） 複数 1968
住吉隣保館図書一覧、（読書サークル加入の呼びかけ）、住吉隣保館読書
サークルの申し合わせ案

住吉72 153 （地区資料研究会封筒） 単葉 1968 すみよし主婦の会全員集会のおしらせ
住吉72 154 （地区資料研究会封筒） 単葉 1968 1969 第1回同和地区婦人指導者研修会開催要項（趣旨・期日・場所）

住吉72 155 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1968 1969
住吉主婦の会総会資料（42年度決算報告及び43年度予算案、42年度報
告、43年度事業計画案）

住吉72 156 （地区資料研究会封筒） 単葉 1968 主婦の会（日程）
住吉65 157 （地区資料研究会封筒） 冊子 1968 大阪市同和事業の具体的実施、解同市内ブロック、市同促

住吉19 158
昭和43年5月より　記名帳
巻三　住吉隣保館

箱 1968 1970 結婚記名帳

住吉31 159
住吉「すいしん」同推協機
関紙

紐綴じ 1968 1973 （目次）、同推協機関誌 劣化



住吉91 160
部落解放第12回全国青年
集会討議資料2　中央本

冊子 1968 分科会、活動報告、中央本部 劣化

住吉85 161 生協（他支部資料） ファイル 1968 1975
公認西淀ストアー、買い物調査（第1～2回）、商品試供（第1～2回）、アン
ケート調査のまとめ、買い物調査（試供アンケート）結果報告、教育条件に
関する要求（住之江小学校）、要求白書（住吉中学校）

劣化

住吉99 162 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1968 公設　西淀ストアー

住吉93 163 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1968
同和地区の清掃事業（大阪市政総局）、（ゴミ収集作業・し尿くみ取作業の
現況と今後の対策）

住吉93 164
大阪市同対審答申（付属
書類）

冊子 1968
大阪市（同和対策審議会、における同和対策の概況、同和地区の概況、同
和対策審議会委員・専門委名簿）、生活環境、福祉・健康、経済生活、教
育、統計表（地区概況、生活環境、福祉保健、経済生活、教育の各分野に

住吉71 165 （地区資料研究会封筒） 複数 1969 1971
部落差別で青年（中村君）自殺（解放だより）、東商第2講演会問題（ノー
ト）、住吉子ども会の発展と現状、事務局会議（レポート）、9．8対市長交渉
資料（旧鉄筋改造計画（2戸）について）

住吉73 166
解放運動をやりし頃の想
い出ブック

紙袋 1969
京都オールロマンス事件、住吉の部落白書、主な青年会活動のあゆみ、部
落解放府民決起集会・資料（1969．8．11）、大阪民主新報（1969．15）、友
の会、（個人ノート）、青年の任務分担

劣化

住吉73 167
支部青年部第回大会議案
書

ファイル 1969 1973

朝鮮画報（1970．6）、第14回全国青年集会（第2分科会報告）、狭山差別裁
判事件、青年部第4回定期大会（1973．7．7、支部・青年部）、労働青年対
策部、教対部、教宣部（1972年度）活動報告、友の会活動方針、少年少女
対策部、友の会執行部役員名簿

住吉74 168 教育関係　自ｓ47・9・9～ ファイル 1969 1973
1973年度住吉子ども会夏季活動実施計画、日常活動案、少対部活動、現
状と問題点、教対部会議、総計小委資料、同和地区子ども会指導者研集
会、実施要項・実施内容、住吉小学補充学級、住吉中学補充学級

劣化

住吉77 169 1969天野糾弾闘争
二折ファ
イル

1969

部落解放生活保護者組合要求書、天野市議（自民）差別糾弾闘争報告、
戦後の動き、住吉警察の人権無視の暴行ならびに不当逮捕に対する抗
議、差別者天野要市会議員糾弾闘争の現段階と今後の課題、公開質問
状、生保問題対策会議の開催通知

劣化

住吉14 170 同和金融公社発起人規約 紙袋 1969
評議員会規定案、業務方法書案、事業計画案、寄附行為案、設立趣意書
案、設立準備委規約、大阪府同和金融公社

住吉11 171 規約・入居基準 ファイル 1969 1975 住吉同和鉄筋住宅要求者組合規約案、宝住宅入居基準案

住吉31 172 地区行事　45．4 ファイル 1969 1972
住吉母の会総会資料、1969年度執名簿、住吉保育交流会参加者、住吉保
育交流会の要項

住吉71 173 （地区資料研究会封筒） 複数 1969
天野市会議員（住吉学園理事長）には教育者としての資格はない!、（天野
市会議員差別を認め、部落解放運動に協力すると約束）、天野闘争、総計
にいたる経過と意義

住吉11 174 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1969 1970 住吉住宅要求者組合総会議案書より学習会資料（総則・住宅事業）



住吉71 175 ｓ44同和会粉砕闘争 紙袋 1969 1979

解放新聞、支部幹部研修会、第1回教対委レジメ、組織通達（支部書記
局）、10．31寺尾差別判決5ヶ年糾弾狭山再審要求中央総決起集会、捜査
当局の「自白」誘導を明らかにした新事実、「松本治一郎」記念館建設・大
衆カンパのとりくみについて、狭山再審闘争の現状と課題について、住之

住吉77 176
住中差別事件・徐翠珍・水
平社宣言　ｅｔｃ　№1

ファイル 1969 1974
支部住中差別落書事件糾弾要綱、青年部松原・狭山集会、水平社宣言、
全国水平社創立者西光萬吉部落解放同盟葬、朝日ジャーナル・差別のカ
ベ乗り越えて、1969．9．5大阪市教組討議資料版、解放教育と教師集団

住吉33 177 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1969 住吉「闘魂」、支部友の会（作文、行事予定、スローガン）

住吉77 178 （地区資料研究会封筒） 複数 1969 1985
2．14住吉区総決起集会経過報告書（狭山）、青年部だより、社会福祉施設
一覧、地域実調男女別統計表、（メモ）、部落解放全国集会での上杉同盟
書記長の発言についての抗議声明

住吉91 179
第6回全国高校生部落問
題研究集会（京都）

紙袋 1969 1970

全国部落問題研究集会、矢掛高校1969橋のない川感想文メモ、和歌山県
立青陵高等学校青陵の部落研の歩み、第6回全国高校生部落問題研究
集会、第六全国高校生部落問題研究集会全国実事務局速報、社会科研
究同好会機関紙ホー・チミン第2号

劣化

住吉93 180
大阪市の同和事業　1969
年度

冊子 1969 1970 大阪市同対部、同和問題の概要、大阪市における同和事業、統計表

住吉11 181 宝住宅棟関係資料 紙袋 1969 1974

日東式無振動・無騒音基礎工法シリーズ（日東工業株式会社、1969）、報
告書－大阪市建築局住吉住宅敷地地質調査－（中央開発株式会社大阪
支店）、遠心力プレストレストコンクリートくい試験成績表（大洋コンクリート本
社、1974）、東急式関西PCパイル（関西コンクリート株式会社）

住吉77 182 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1969 天野市議（自民）差別糾弾闘争報告雑誌「部落解放」第4号

住吉89 183 （地区資料研究会封筒） 複数 1969 1982

PTAにおける同和教育の取りくみの現状と問題点、同和教育推進父母集
団（PTA）のとりくみ（加島）、浪速地区における「PTAの同和教育のとりくみ
の現状と問題点」、社会教育部会資料（矢田地区）、日之出解放会館管内
小PTA同和教育取り組み状況、長橋川学校PTA、同和教育推進校中学校
における1972年度卒業の進路状況、市同和地区出身生徒進路保障協議
会総会資料（1973）、同和教育の父兄への啓蒙活動（北津守小、1971）、
PTAの同和教育のとりくみ（啓発小、中島中PTA・生江解放会館）、1983年
度予算における解放同盟の各省交渉1982年7月19日文部省との交渉

住吉61 184 （表題なし） ノート 1969 1971

市同促協・住田利雄、市交渉、日中関係懇談会、府連執、市同促理事会、
府教委交渉、市同促生業資金問題研修会、市内ブロック会議、同和地区
出身生徒進路保障協議会、大阪子供会指導者研修会、社会同和教育部
会、大阪解放教育研究会総会、1971年度子ども会活動行事計画

住吉34 185
1969年度総会資料　同推
協

小冊子 1969
同推協、1968年度同推協（活動報告、決算報告・手書き訂正あり）、推進協
議会運営委費1969年度申請予算、推進協議会事業、子供部会事業、中学
校教育部会事業、婦人部会事業、青年部会事業、老人部会事業、保育部

住吉94 186
第8回自治体職員同和問
題研究集会

冊子 1969 近畿府県市町村、（教育、民生、衛生、商工農林、労働、建設）行政



住吉99 187 万国博市民運動の歩み 紙袋 1970 万国博市民運動の歩み

住吉91 188
部落解放同盟教宣シリー
ズNo.4　狭山差別裁判糾
弾要綱

小冊子 1970 中央本部

住吉77 189 狭山集 紙袋 1970
特集狭山事件、狭山差別裁判反対・石川青年即時釈放要求大阪青年・婦
人代表団総括会議レジュメ、解放新聞大阪版、週刊埼玉（狭山事件の再検
討第1～3回）、月刊思想運動

住吉77 190
住吉青年会狭山差別裁判
糾弾闘争委　活動、ビラ用
事務局

ファイル 1970 1971
狭山事件の真相、差別裁判、解放だより、石川一雄の釈放要求、狭山差別
裁判糾弾住吉闘争委、糾弾闘争事務局会議

劣化

住吉97 191 狭山闘争
バイン
ダー

1970 1974
当面する課題、府連、解放新聞、同対審住民闘争、共同通信、反帝学生
戦線、部落解放研究第8回全国集会、紀極通信

住吉35 192 各支部子ども会 紙袋 1970 1971
浪速支部子ども会活動報告、日之出、矢田、西成・長橋、飛鳥、浅香、生
江、南方、加島

住吉92 193 青年ゲバゲバ　東二高 紙袋 1970 1971

同対審答申・特措法の即時具体化、府連教宣部、近畿総決起集会の成
功、解放だより、府連第18回大会成功、狭山差別糾弾公判闘争にむけて、
無実を訴える未解放部落の石川青年、同和教育推進にかかる教職員要望
数、住吉小学校、青年ゲバゲバアロー

劣化

住吉34 194
1966～　（私の歩んだ道
大川恵美子、住吉地区住
宅実調）

二折ファ
イル

1970
住吉地区住宅実情調査、私の歩んだ道・大川恵美子、同推協、終戦で商
売をやってみる・金を持っても差別、住吉に帰り運動に参加・婦人のたたか
いの先頭に

劣化

住吉92 195
部落解放夏期講座受講者
ノート　部落解放研究所部
落解放夏期講座実

冊子 1970
大阪府の住宅闘争、70年国民大行動の総括、教育再編成と部落差別、大
阪市における同和事業の歩み、日の出の義務教育無償の闘い、矢田支部
の生業資金獲得の闘い、八尾における解放教育運動の展開、70年代の部

住吉12 196 住吉　11．1～20日迄 紙袋 1970 ねたきり身障（児）の実態（大阪市民生局）、身障実調票

住吉91 197
全国解放教育　にんげん
昭和五七．七．二

ファイル 1970 1982
にんげん、解放教育読本・にんげんのさらなる内容充実にむけて、「にんげ
ん」編集委・討議資料（サツコ・ヴンゼッティの勝利、患者家族はうったえる、
千原騒動、どろんここぶた）、第12回全国解放教育研究集会（参加者名簿）

住吉71 198 1971年度支部大会議案書 冊子 1970 1972
昨年の活動と今年の方針、環境改善の斗い、産業労働対策の斗い、社会
保障の斗い、解放教育推進の斗い、特就費増額等義務教育完全無償の
斗い、1970年度会計決算報告、1971年度予算案

住吉73 199 （表題なし） 紙袋 1970 1971

支部青年部第2回大会議案書、青年部の基本総括、大会基本方針、教宣
ニュースNo.132、部落解放運動国内情勢、労働青年部対策部年間活動報
告、市内子ども担当者研修会、青年部一泊研基調提案、文化スポーツ活
動の問題点、1970年度住吉子ども会年間総括

住吉92 200 （地区資料研究会封筒） 冊子 1970
第1回府連婦人部結成大会決定集、婦人部結成大会スローガン、婦人部
の歩みと結成まで、1970年度活動方針、当面の婦人部の方向について

住吉73 201
青年部だより　自ｓ45．9．
30～ｓ47．9．5

ファイル 1970 1972 青年部だより内容一覧表、青年部だより（No.1～55） 劣化



住吉77 202 狭山糾弾闘争 ファイル 1970

三月公判報告集、狭山差別裁判糾弾闘争委の経過と当面する行動、事務
局会議、謎の自殺者続出、狭山差別裁判糾弾闘争委証拠特集第1号、狭
山差別裁判糾弾闘争青対事務局狭山事件No.3、4．17準備委、4月15日
執、狭山差別裁判糾弾闘争の課題と現状・野本共闘部長、狭山糾弾闘争

劣化

住吉73 203
「荊冠」№2（第2回青年部
大会決定報告書）矢田支

冊子 1970 青年部教宣対策部、第2回青年部大会決定報告書

住吉65 204
大阪市同和事業ハンド
ブック　昭和45年度版　市
同促

冊子 1970 1971

市同促、高校育英費給与内規、大学なにわ奨学費給与規程、大阪市同和
地区高等学校卒業者就職支度金支給要項、中卒者就職支度緊急要項
（内規）、同和地区技能習得奨励費支給要項、同和更生生業資金貸付基
準、大阪市同和地区妊産婦対策費支給要項、同和地区職業育成費支給
要項、大阪市同和地区専用せん設置要項（原文ママ）

住吉93 205
大阪市解連協　1970年11
月12日～

ファイル 1970
大阪市解連協設立総会討議資料（設立総会次第、参加団体、設立趣意
書、会則案、事業方針案、同和地区における隣保館運営要項厚生省、協
議委員名簿）

住吉94 206
滋賀県部落解放史研究会
編　滋賀の部落（第五輯）

冊子 1970
滋賀県部落史研究会、解放令と近江の国における部落分村、北山村（安
土町）、大谷村（大津市）、川田村（近江八幡市）、八木山村（大津市）、△
村、苅又村（長浜）、西村（近江八幡）、三ツ池村（豊郷）、山河原村（愛知

住吉73 207 （地区資料研究会封筒） ファイル 1970 1971
1970年文化祭（支部青年部、青年部会議録、起草委、青年部定例総会、
三役会、支部・青年懇談会、支部執、盆踊り大会準備、講演・住田利雄「70
年代の諸問題と解放運動」（友の会一泊研）、狭山責任者会議、各高校代

劣化

住吉94 208
（表題なし）福山市教委事
務局

紙袋 1970 1974

深津（瀬戸）解放会館あんない、質疑に答える（福山市同推協）、－同和問
題を市民のものに－しあわせの道（福山市長公室広聴広報課）、同和教育
委、福山市解放会館、1974年度福山市社同教活動方針、福山市社同教推
進連絡協議会規約、1970年度版同和教育行政関係資料－社会教育教材
用－（福山市教委）

住吉71 209
国民大行動隊　行動隊オ
ルグ報告つづり　府連選
出　亀山優一

ファイル 1970
亀山優一、オルグ報告書（高知県連合会、兵庫県連合会、和歌山県連合
会、奈良県連合）

住吉78 210 （表題なし） ファイル 1970 1971
第8回部落問題研究者全国集会（討議資料）、解放新聞大阪版（府高校方
針案批判特集号）、「狭山事件のナゾ」（記事）、住吉区同和主担者名簿、
住吉区同和主担者会10月定例会、同和教育研修会「同和問題について」

劣化

住吉93 211
大阪市解連協設立総会討
議資料

冊子 1970
大阪市解連協設立準備委、事業方針案、同和地区（解放会館条例（大阪
市）、における隣保館運営要項）、協議委員名簿

住吉09 212 解放会館（解放会館建設） ファイル 1971 1976
解放会館建設についての要求書、解放会館必要部屋名、住吉隣保館利
用報告表（1971、1972年度）、堺市利率解放会館の概要（抄）、解放会館建
設要求対市同対部長交渉資料、対市課長交渉資料、公共施設等の確認

劣化

住吉06 213 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1971
1972年度定期講習会利用状況、クラブ活動利用状況、生活関係集会、貸
し会場、1972年度の診療件数、利用者総数、1972年度地区内各種団体集
会、48年度教育関係集会

劣化



住吉91 214
各府県連隣協の結成時期
一覧

ビニケー
ス

1971 1999 各府県隣協の結成時期一覧、堺市南支所職員研修

住吉91 215 ポスター 紙袋 1971
部落解放奨学生全国集会、狭山住吉区民総決起集会、全国水平社50年、
第16回全国青年集会

住吉74 216 （地区資料研究会封筒） 封筒 1971 1974
支部執資料、中卒者の進路状況、教対会議、教育の機会均等と教育闘
争、住中差別事件、同和教育学習会アンケート、統一地方選挙用作業場
投資、差別落書

住吉35 217
青年部少対部（執）　昭和
47年9月11日　川口隆男

ノート 1971 1972
教対会議、住吉子ども会夏季行事・取り組みの経過報告、子ども会夏季行
事総括、学力保障にかかる取り組みについて、部落解放研究第7回全国集
会、解同中央本部、クリスマス活動、児童館の施設

住吉77 218
（表題なし）新聞記事切り
抜きおよびコピー

ファイル 1971 1972
（新聞記事）、解放同盟が抗議、大教組が「左旋回」、同和行政の窓口一本
化、部落出身ほとんど市立校へ、部落差別は豊臣時代から？、身分制の
定説破る、差別教育への告発

住吉22 219 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1971 1983 民生委員委嘱状（住田利雄）

住吉14 220
貸付規定　財団法人大阪
府同和金融公社

冊子 1971
総則、借入申込の受付および調査、貸付の決定、貸付手続、回収および
利息の徴収、管理、債務者等に生じた異動その他の取扱、担保の取扱

住吉13 221 （表題なし） ファイル 1971

同和地区出身者雇用促進会議要綱、同和地区出身者雇用促進会議名
簿、新規高等学校卒業者の応募書類と企業指導について、同和問題の認
識について、同和地区出身者雇用促進会議中学校進路保障専門委、同
和地区出身者雇用促進会議高等学校進路保障委

住吉97 222
「解放路線」第7号　昭和
49年12月5日　北原泰作

紙袋 1971 1974 解放路線（大阪府下市町村同和関係予算・決算一覧表）

住吉71 223 （地区資料研究会封筒） ノート 1971 1972
（書記局ノート）、扶養共済について説明会、府連市内ブロック生活対部会
議、支部執、企連総会、（解放新聞）、1971年度「同和」対策関係政府予算

住吉74 224 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1971
住吉婦人部のとりくみ、妊産婦対策、保育、講習事業、婦人部学習、仕事
の問題

住吉73 225 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1971
住吉青年部の発展＝狭山糾弾闘争を通して＝（手書き原稿）、府連青年行
動隊結成

住吉97 226 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1971 「部落解放」解放研機関紙№6・学生部差別事件糾弾

住吉93 227 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1971
市内ブロック青年代表者会議、全国青年集会、狭山差別裁判を糾弾し無
実の石川青年を取り返そう

住吉73 228 （表題なし） 紙袋 1971 1972
1972年度大阪市内髙友役員研修会、労働青年白書支部青年部、青年部
活動者会議資料、青年白書実調、青年部第2回定期大会議案書、青年部
一泊研レジメ、第3回青年部大会にむけて、青年部規約、住吉子ども会

劣化

住吉71 229 （地区資料研究会封筒） 冊子 1971 1971年度支部大会議案書

住吉73 230 （表題なし） 紙袋 1971 1972

支部第3回青年部大会議案書、雑誌「解放教育」原稿案（支部青年部）、部
落解放センターとしての隣保館活動について、青年部三役会議案、実
ニュースNo．6、夏季子ども会総括、善枝ちゃん殺しの真実を暴く、同和教
育学習資料　狭山事件の経過とそのポイント（南陵中学校）

劣化



住吉91 231
狭山差別裁判糾弾要綱・
中央本部

ファイル 1971 狭山差別裁判糾弾要綱、中央本部

住吉38 232 障害児 ファイル 1971 1973
朝日ジャーナル・ぼく学校へ行きたいんや、府連松原支部同和地区衛生白
書、障害児の進路保障について、高等学校にも養護学級を設置すべきで
ある、養護学級生の進路保障についての参考資料

住吉34 233 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1971
第23回全国同和教育研究大会参加報告集（住吉同推協、教育諸条件、教
育集団、教育内容）

住吉92 234
部落解放運動百年の歴史
から学ぶ　府同促

冊子 1971
府同促、差別はいきている、部落解放運動の100年の歴史から学ぶ、教師
と社会「同和」教育、日本国憲法、世界人権宣言

住吉89 235
46年度学校要覧　市立住
之江小学校

冊子 1971 1972
住之江小学校、本校沿革の概要、同和教育の方針、ひとりひとりを生かす
教育の推進について、地域別児童数

劣化

住吉91 236
大阪市住吉区住吉町一○
八四　住田利雄様

紙袋 1971 1975
同和地区精密調査報告書（京都府、大阪府、福岡県、三重県、和歌山県、
島根県、埼玉県、山口県、高知県）、地方公共団体の同和対策の現状、同
和対策関係予算の状況、同和対策事業の実施状況、「1975年調査」につ

劣化

住吉91 237 C．1．ソ連対外経済関係 ファイル 1971 1976

ABCレポート総集「ソ連対外経済関係」（世界経済情報サービス・ワイス）、ソ
連概況（1975調査情報部、新5カ年計画期のソ連経済、科学技術交流
etc）、日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の1971年から1975年ま
での期間における貿易及び支払いに関する協定の付属書

住吉92 238 大阪府立久美浜臨海学校 紙袋 1971
市立青少年教育施設、久美浜臨海学校、1971年度夏季大阪府立久美浜
臨海学校申込み日程表、1971年度夏季大阪府立久美浜臨海学校利用者
説明会資料、7月の久美浜町天候・気温平均表

劣化

住吉32 239 社会を明るくする運動 冊子 1971 1972
住吉区保護司会、市立住吉第1中学校、中学生徒6名の意見発表、アン
ケート集計（親と子の関係）

住吉74 240 （地区資料研究会封筒） 複数 1971 1972
任命書（府連教対委員長）、同和教育のいままでとこれから、住吉結婚差別
自殺事件（資料）

住吉34 241
機関紙すいしん（特集）昭
和46年度・子ども会夏季
行事総括

冊子 1971
住吉同推協・住吉子ども会実、地域に守られる子ども会活動、作文集、子ど
も会夏季工事の目標、子ども会夏季行事参加状況、（学習会・野外活動・
キャンプ・交流会の内容）、青年指導者の反省、婦人常任の反省、学校側

住吉34 242
機関紙すいしん（特集）昭
和46年度・子ども会夏季
行事総括

冊子 1971
住吉同推協・住吉子ども会実、地域に守られる子ども会活動（住田利雄）、
作文集

住吉93 243
民生事業のあらまし　1971
市民生局

冊子 1971 民生局報告第170号

住吉22 244 藤本民委殿 紙袋 1971 1982

生活保護基準額表（第38次改定、1982年大阪市）、生活保護状況（1982年
住吉区福祉事務所）、1981～1982年度住吉区民生児童委員協議会歳入
歳出決算書、消防計画届出書（防火管理規定、建物及び消防用設備概
要、自衛消防組織表、消防用設備等維持点検記録）、区民になられた方へ
窓口ごあんない（市）、民生委員児童委員活動メモ（1973年度）、おおさかラ
イフ～手続き案内～、すかいブルーおおさか施設案内



住吉06 245 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 1974

住吉解放会館内社会教育施設利用状況表、1973年度生活関係集会、
1973年度貸し会場、1973年度御崎集会所利用状況、1973年度老人憩いの
家利用状況、1973年度地区内各種団体集会、1973年度教育関係集会、
1973年度定期講習会利用状況、1973年度クラブ活動利用状況

劣化

住吉71 246 支部執資料　Ｓ47・8・3 紙袋 1972
支部執資料（No．1～2）、市内ブロック会議について、民政局・保護課・身
障課交渉について、建築局・用地改良・立て替え交渉について、総合10カ
年計画の推進について

住吉77 247 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972
狭山差別判決取消し・2．14住吉区民総決起集会経過報告書、狭山百万
人署名達成住吉区実、日程経過、署名カンパ達成状況

劣化

住吉75 248 第1期解放学校 ファイル 1972 1973
支部解放学校、学習資料、レジュメ「特別措置法と狭山闘争」、受講証、事
業年表、部落解放運動史、総括、日本共産党による差別キャンペーンにつ
いて、第2回地区研、（地図）、狭山事件の深層

住吉94 249 京都問題 封筒 1972 1973

解放新聞京都版、分派活動の本質を徹底的に究明し解放運動の戦線から
分派を追及しよう、日本共産党の悪質なデマ・デッチあげ、部落差別を支え
る日本共産党を糾弾しよう、弾圧をはねのけ、1200人の参加者！画期的な
第20回（臨時）京都府連大会おわる、第20回京都府連大会を臨時大会とし
て開催した理由、分派の崩壊を早めた分裂大会、部落解放同盟から離脱、
警察の殺人を糾弾、「分派」の正体をあらわす「運動方針」

住吉71 250
1972年度第13回支部大会
議案書

冊子 1972
第13回支部大会議案書、大会の意義、正常化連、組織の強化、特措法具
体化要求、環境改善、産業労働対策、生活福祉

住吉77 251
狭山差別裁判反対住吉区
実

ファイル 1972 1973
南住吉狭山共闘会議、二百万人署名、狭山の黒い雨、狭山差別裁判反対
住吉区実加盟要請について、狭山差別裁判の現状・課題・展望、南住狭
山共闘会議規約案、寺尾正二裁判長殿（ハガキ）、解放教育、実ニュース

住吉73 252
（表題なし）南大阪青年総
決起集会にむけての支部
青年部の態度

ノート 1972
南大阪青年総決起集会、府連青年部常任委、亀山発言、支部青年部の態
度、総選挙、第1回全国部落解放奨学生活動者会議参加要請

住吉33 253
第4回部落解放全国奨学
生集会報告集　支部青年
部友の会

仮綴じ 1972 支部青年部友の会、全国奨学生大会に参加して、分科会報告

住吉01 254 第2次総合実調 ファイル 1972 1981
中間報告（総計実行本部）、認識と態度に関する調査、世帯数、実調実施
計画（打合せ会議）、世帯調査、家族類型

住吉91 255
第31回全国同和教育研究
大会資料

紙袋 1972 1979
第十分科会、解放保育への条件整備の闘い（高知県同教）、解放教育へ
の軌跡・申込書、三大闘争勝利をめざすアピール、福岡部落史研究会、全

住吉93 256
大阪府適正就学委　昭和
55．11月

ファイル 1972 1984
大阪府適正就学推進委資料、適正就学推進に関する経過（1980～
1983）、不適正な区域外就学児童生徒実調（1980～1983）、同和地区出身
者雇用促進会議・中学校進路保障専門委設置要領、入学志願書



住吉71 257 老人聞き取り
二折ファ
イル

1972 1974

みおつくし、自治体労働者と部落解放のたたかい、同対審共闘、共産党の
差別的発言はきびしく批判してゆく、指導要録を大幅改訂、総計支部執用
資料、浪高差別事件「爆破事件」の糾明集会、差別解放教育への背景と問
題点、狭山個別100万人署名わりあて、狭山差別裁判闘争勝利住吉区民
総決起集会へのアピール

劣化

住吉93 258 （地区資料研究会封筒） 冊子 1972 市民生児童委員（新任）研修会資料（市民生委員連盟）
住吉87 259 住吉地区実調分析 ファイル 1972 1972年住吉地区実調の分析

住吉69 260 講演参考　ｓ50．5 ファイル 1972 1976

住田利雄への講師の依頼、差別を商う者（中央本部）、大正十年頃住吉地
区見取図覚書、支部解放学校学習資料、江戸時代の浅香、宮崎県の差別
教育の実態（宮崎県教職員組合）、解放新聞大阪版第201～202号、大阪
市政だより　住之江区版No．322～326、解放新聞707号

住吉33 261 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 第4回部落解放全国奨学生集会報告書、青年部友の会、（参加者名簿）
住吉76 262 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 狭山差別裁判6月公判斗争現調報告、住吉小分会

住吉12 263
社会保障基本文献・生活
福祉

ファイル 1972 1973
住吉区福祉事務所・住吉地区における生活保護法の実施状況と問題点、
社会保障の基本文献・中央社会保障推進協議会

住吉71 264 教育（校舎建設計画） ファイル 1972 1974
住吉小学校第1期校舎落成式並びに室戸台風殉難児童追悼式実すべて
の子ども父母の願いと要求にこたえて、校舎建設計画推進に関する対市交
渉の場の建設についての要請

劣化

住吉71 265 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 1984

支部　真願寺書院増改築問題をいかに闘うか、アサヒ衛陶跡地差別事件
糾弾要綱、住之江区人推協名簿、差別事件集約票、2．15、3．11の拡大三
役・書記局合宿をふまえて、教育闘争の重視・とりわけ子どもの低学力を克
服させよう、1984．3．14三役会議資料、2．5三役・書記局（拡大）合宿、11．
28三役・書記局・特別執員・執員1日合宿、第21期第12回支部執資料

劣化

住吉89 266
すべての子ども父母の要
求に応えて－新校舎完成
（第1期）

冊子 1972
住吉同推協について、解放教育いっそうの推進のために、校舎建設の意
義

住吉77 267 狭山資料 紙袋 1972 1977

狭山闘争の大前進を「当面の活動案」（1975）、11．23住吉支部全研・狭山
報告集会（1975）、第9回全国集会と10．31寺尾差別判決糾弾中央総決起
集会に3万人結集する、特集「狭山裁判の暗部を衝く」（朝日ジャーナル・大
野晋）、解放新聞、狭山闘争ニュースNo．7、支部各対策部の現状、狭山差
別裁判取消し（無実の部落青年石川一雄君の即時釈放）のため公正裁判
実現についてのご支援のお願い（1972）、大阪の社会福祉、（各種新聞）

劣化

住吉87 268 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 住吉総計実調票（住吉総合10カ年計画実）
住吉97 269 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 日本共産党の反人民的な分裂策動に糾弾する、久保井規夫
住吉34 270 機関誌すいしん　NO3 小冊子 1972 同推協、解放教育と解放運動、やさしい部落問題の解説

住吉34 271 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 1990
すいしん（第23・24・25合併号、第71・72合併号、第86・87合併号、第155
号）、同推協

住吉64 272
大阪市同和地区身障実調
集計表

小冊子 1972 市同促



住吉12 273 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1972 地区における生活保護法の実施状況と問題点（住吉区福祉事務所綿貫信

住吉34 274
機関誌「すいしん」－やさ
しい部落問題の解説－
No3　同推協

小冊子 1972

解放教育と解放運動－水平社創立五十周年にあたって－、部落差別と一
般差別、部落の歴史（起源、明治維新後の実態）、沖縄と部落差別（基地
問題）、偏見（狭山事件）、結婚差別（住吉結婚差別事件）、逆差別的意識
について（家賃、奨学金）

住吉92 275 藤本時春 紙袋 1972 1982

1974年度対府交渉要求項目（府連）、1972年度大阪府同対事業関係予算
（大阪府企画部同対室）、創立25周年記念式典（府同促）、府同促協議員
会議事次第（「同対特別措置法」強化延長を中心とする三大闘争につい
て）、第31回総会役員選出名簿、大阪府同対審議会委員（名簿）、同和事
業（個人給付）執行についての補足説明、「特措法」強化・延長要求国民運
動大阪実ニュース、委嘱状（府同促協議員）

住吉91 276 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1973 地方改善施設設備整備費の国家補助について　厚生事務次官 劣化
住吉92 277 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1973 福利厚生環境改善事業補助金交付要綱 劣化

住吉89 278 東大阪短期大学 紙袋 1973

部落解放研究会からの質問・要求書（回答・四天王寺女子大、四天王寺女
子短大）、朝日ジャーナル（1972）、教育活動（教科内容・指導法・行事・そ
の他）の点検（同和教育推進委・東大阪短大）、部落問題をもっと深く認識
しよう－生徒協議会新聞第39号の反省に立って－（桃谷高校生徒協議会）

住吉77 279 支部狭山闘争委 ファイル 1973

狭山公判参加要員（名簿）、松原パークレーン、現調にむけて（資料）、現
調のためのてびき（支部婦人部）、狭山差別裁判取り消し、無実の石川一
雄即時釈放要求の現状と課題！、狭山差別裁判の現状と方向、支部闘争
委、客観的事実にもとづく科学的な証拠・石川一雄の無実を証明

住吉01 280 住吉総計・六原則 ファイル 1973
住吉地区総計経過報告、住吉地区総計の当面する議題、住吉地区総合
十ヶ年計画の取り組み、住吉地区実調、住吉地区計画図支部案・行政案、
建設局局長交渉要綱・報告

住吉71 281 住之江郵便局 封筒 1973 1977

住之江郵便局一連の差別落書事件、差別落書の原因分析と方向、差別落
書に対する見解、差別落書に対する修正、差別落書発生に伴う措置、住之
江郵便局差別（落書）事件の真相、差別落書事件の経過、郵便物調査アン
ケート、差別落書発生以降の取組、住之江解放研究新聞、解放だより、同
和問題について（ノート）、職員の皆さんへ（ノート）

劣化

住吉02 282 社会保障第1回地区研 封筒 1973
第1回地区研レジメ、総計十ヶ年計画に対する現在までの住吉地区のとりく
み、住吉における教育闘争、住中・住小差別落書事件、支部（名簿）、解放
新聞大阪版、部落解放研究第6回全国集会、支部における社会保障のた

住吉35 283 夏期子ども会総括集 紙袋 1973 1974 差別と闘う子ども会育成、低学年の日常活動、児童館の建設めざして

住吉35 284 子ども会 紙袋 1973

解放新聞、わきたつ福岡の狭山運動、共産党が差別扇動、住吉子ども会1
年の歩み、大阪市同和地区子ども会ジュニアリーダ宿泊研集会、第2回ス
ポーツ祭典、市同促、思い出（文集）、じげっこ、加島支部子ども会中友、平
野支部子ども会の報告、南方むくの木子ども会活動報告、大同教通信



住吉71 285 支部書記局組織・教宣 ファイル 1973 1974

狭山新百万人署名貫徹必読書、支部書記局、同対審闘争勝利、総合十ヶ
年計画助役交渉資料、狭山個別署名てびき、支部幹部一泊研討議資料、
支部選挙対策本部組織体制、参議院補欠選挙の取り組みと総括、選挙闘
争財政部案、狭山差別裁判公判闘争参加者資料、狭山差別裁判公判報

住吉73 286 支部青年部　川口隆男 ノート 1973

青年部基本方針、オルグ団結成にむけての趣意説明、オルグ団準備会結
成の意義、狭山差別裁判糾弾闘争準備委代表者会議レジメ、青年部幹部
研修レジメ、青年部執討議資料、狭山闘争の完全勝利を！、青年部狭山
闘争取り組み経過、全青報告書「子ども会」、青年部運動の現状、執（ノー
ト）、常任会議（ノート）、三役会議（ノート）

住吉73 287
（表題なし）各種委記録な
ど

ノート 1973 1974

狭山差別裁判糾弾闘争青年部闘争再建大会、クリスマス実、オルグ団、府
連青年部常任委、9月狭山公判動員、旗びらき（府連青年部）、中国青年代
表団歓迎委機構、松山パークレーン真相報告、スキー参加者集会、討議
資料（青年部執）、学習会（オルグ団）、合宿（オルグ団）、第18回全国青年
集会、拡大府連委、支部執、（経費）

住吉93 288 教育　48・3 ファイル 1973 1974
新任教員夏期研修会計画案、新任教員第2次研修会計画案、矢田子ども
会低学年部、教職員一覧表・市立敷津浦小学校、同和教育施設説明会資
料、特就費、教育懇談会ごあんない、教育懇談会で話しあったことがら

住吉97 289
（表題なし）新聞記事切り
抜きおよびコピー

ファイル 1973 1974
（新聞記事）、解放新聞大阪版、大阪民主新報、赤旗、社会新報、大阪春
闘共闘ニュース、大阪総評、朝日新聞、第45回大阪地方メーデー

住吉73 290 （表題なし）
二折ファ
イル

1973 1974

支部青年部第4回定期大会プログラム、第3回支部執討議資料、活動方針
（1973年支部青年部）、総合10年計画実現の闘い決議案（第4回支部青年
部大会）、住吉地区身障児（者）教育医療センター総合実行本部討議資
料、教対会議討議資料（住吉小・中、南大阪支部）、教育懇談会、支部教
育関係者一泊研（日程、参加者リスト）、参議院補欠選挙の取り組みと総括

住吉11 291 住田顧問へ　川口 紙袋 1973 住宅平面図、面積表、住吉入居組合要求及び交渉経過、住吉地区実調 劣化

住吉35 292
第二次教育検討委　Ｓ59．
10

ファイル 1973 1984
保育部会中間報告、第5回社会教育部会の報告の方向、子ども会部会、第
2次解放教育計画検討委　第6回論議まとめ、全国隣保館実調報告書、解
放教育計画検討委ニュースNo．5

住吉97 293 （地区資料研究会封筒） 冊子 1973
結成大会議案書（大阪郵便局連合解放研（準））故松本治一郎・松田喜一
氏｢胸像｣竣工記念集会（プログラム、両氏の略歴、各人の祝辞、言葉、水
平社宣言）

住吉61 294 (秘)加配教員について 紙袋 1973 1977
1977年度同和教育推進にかかる教職員増員総括表（小・中学校）、（各小
中学校の）同和教育推進のための教職員増員要望書

劣化

住吉01 295 （地区資料研究会封筒） 複数 1973 1984

用地買収現況図、壁画事業推進委、住吉総計予算案、住吉駅前の再開発
に伴う業種選定について、住吉地区総計経過報告、住吉地区総計実行本
部中間会計報告、総計の当面する課題、6．19解放会館建設要求対市同
対部長交渉資料、対市要求書（政治共闘対策部）、3．30対市点検交渉に
むけて、住吉生活保護者組合要求書

住吉97 296 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1973 水道解放研（準備会）に結集しよう!、年表（1969～1973）同対審共闘



住吉85 297 駅前事業委資料 ファイル 1973 1976

6．25青年部総選挙勝利決起集会、地区生協定款案、7．9駅前事業委資
料、部落解放浪速地区生協創立総会議案書、婦人部班別集会レジメ、生
協設立認可関係書類例、1．16第1回駅前事業委に向けた資料案、支部書
記局駅前計画並びに消費者運動センター

住吉14 298 生業資金利用者組合総会 ファイル 1973 1974
住吉同和生業資金利用者組合総会資料、活動報告、1973年度決算報告、
会計監査報告

住吉03 299
完成図（機器取扱説明書）
解放会館ホール棟新築空
調設備工事

ファイル 1973 1978

エハラ標準送風機取扱説明書、シーズンマスターFS形取扱説明書、三菱
ウォータークーラー水神（説明書）、製品仕様書（ウォータークーラー）、三
菱換気扇（設計図）、三菱ダクト用換気扇（設計図）、三菱ベントキャップ（設
計図）、エアーハンドリングユニット説明書、完成図（エハラSRM型片吸込マ
ルチエースファン）、ES－V・ES－10の取付方法、御承認図面、FIRE
FIGHTING EQUIPMENT（完成図面）

住吉94 300 （地区資料研究会封筒） 複数 1973 柏原北方の概況－改訂－、柏原隣保館
住吉01 301 総計ニュース バイン 1973 1976 総計ニュース（1973～1976）

住吉73 302 青館関係パンフレット 紙袋 1973 1975
八尾市立安中青館のご案内、南方青館ご案内、住吉公園体育館、市立千
島体育館、日之出青館建設記念誌、大阪府臨海スポーツセンター、中央
体育館1974年9月行事案内、体育館指導員めざす会

住吉01 303 （地区資料研究会封筒） 複数 1973 1978
総計の当面する課題、青館・乳児保育所落成会、支部総計建設と文化、第
1回地区研集会レジメ

住吉97 304 （地区資料研究会封筒） 単葉 1973
被差別部落の史的研究（安達五男著）、大学の中の被差別部落像（目
次）、（ドキュメンタリー「火の旅」のお知らせ）、明石書店郵便はがき

住吉01 305 （地区資料研究会封筒） 複数 1973
解放会館建設家基本計画案、図面（宝酒造跡地利用計画、東住吉東公園
計画図、診療所見取り図）

住吉71 306 不参加状況 ファイル 1973 11．8以降運動参加状況、学習会参加状況

住吉77 307 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1973
すいしん住吉第30号（「住中差別落書事件」糾弾要綱、住田利雄、住吉中
差別落書き事件の経過、部落の生徒の意識と行動）

住吉92 308

全国水平社創立50周年記
念事業　故松本治一郎・
松田喜一氏「胸像」竣工記
念集会

紙袋 1973 1975

松本治一郎・松田喜一「胸像」竣工記念集会（次第、府連）、第7回青年部
大会（議案書）、石川市との医療接見報告書、狭山闘争ニュースNo.4「狭山
批判大学習会8月定例会報告特集」、府連第23回定期大会議案書（解放
新聞大阪版）、毎日放送テレビ番組現代を生きる「若いこだま」－第1部・第
2部－（府教委、台本）

住吉03 309 解放会館（解放会館建設） ファイル 1974 1976
住吉解放会館建設について（経過）、1975年度理事会・評議員会議案書、
解放会館建設の現状と課題案、解放会館建設の現状についての要求書、
解放会館建設の経過、（図面）

劣化

住吉03 310 解放会館（解放会館建設） 紙袋 1974 住吉解放会館児童館等建設計画案 劣化

住吉01 311
部落解放住吉地区総合
10ヶ年計画中間総括資料

冊子 1974 （住吉地区総合10カ年計画実行本部）

住吉87 312 住吉地区実調分析結果 冊子 1974 住吉総計策定討議資料、世帯と人口、生活と文化、教育状況、住宅と環境



住吉77 313 （地区資料研究会封筒） 複数 1974
石川青年完全無罪判決要求・狭山同対審闘争勝利・住吉・住之江区民総
決起集会（ポスター・資料）、広告、スローガン、狭山闘争、狭山現調につい

劣化

住吉91 314
74部落解放全国大行進
日誌　第1隊　記録者氏名
川口隆男

ノート 1974
川口隆男、愛知県支部、名古屋市支部、東日本第1隊打合せ、足立支部
で交流会

住吉91 315
部落解放全国大行進東日
本第1隊　書記局　川口隆
男

ノート 1974
部落解放全国大行進東日本第一隊報告書、全国大行進打合せ、狭山差
別裁判とは？、参院選・杉本英一の得票、部落解放全国大行動隊行政要
請行動東京都出席者名簿、同対事業の概要と現状、特別講演山上弁護士

住吉79 316 支部教宣原紙　№1 ファイル 1974 1977
狭山10万人中央集会（上告棄却に対する）、解放会館図書室アンケート、
参院選必勝にむけて、住之江郵便局差別落書事件、700km更新日程表、
第4回地区研日程、敷津浦学園移転問題、「夜明けの旗」ポスター

住吉71 317 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1974 1979

部落解放理論の根本的問題（大賀正行）、1977年度中央本部一般会計予
算（更生案）、当面の基本方針について（中央執）、同和問題研修（課長
級）の講師について依頼（1977）、第11回隣保館長研究協議会について
（通知・1974）、参議院及び参議院内閣委会議録抜粋（第96回国会）、日本
共産党の反人民的な分裂策動を糾弾する（久保井規夫）、1979年度「科

住吉88 318 資料　八鹿高校事件
二折ファ
イル

1974 1975
解放新聞八鹿高校差別教育糾弾闘争、八鹿高校差別事件資料集、解放
運動前史、住吉部落の起源、産業労働の実態、教育調（部落台帳）、米騒
動、全国水平社創立と融和事業

劣化

住吉99 319
地図で見る大阪展　都市
集成図大阪

紙袋 1974
地図一覧図、地図でみる大阪展、基準点の標石を大切にしましょう、国土
地理院（仕事、地図）、二五〇〇〇分の一集大成図大阪

住吉88 320 （地区資料研究会封筒） 複数 1974 1979

声明書、解連協1978年度事業計画案、住吉地区平面図、住吉小学校通学
区域変更案による児童数調、泉北ニュータウンへの交通、行政区再編成
図、住吉区詳細図、住吉区町界町名図、社会（同和）教育実施の手引、三
陵・万代・帝塚山・万領・西長居地区の皆さんへ

住吉91 321
解放路線　Ｓ50．5（国民融
合通信1976も）

ファイル 1974 1976

国民融合通信（1～2号）、解放路線（5～6、8～15、17号）、解放路線社、部
落問題全国会議結成大会報告、婦人差別をなくし男女平等の社会をつく
ろう、憲法と公選法の改悪を阻止しよう、石川一雄君に対する不当判決に
抗議する、「同和行政」の現実を弊害

住吉92 322
ＰＴＡ連絡会　昭和55年1
月

ファイル 1974 1980

PTA連絡会（1980年1月）、大阪「同和」教育推進校PTA連絡協議会結成趣
意書案・規則案、日本育英会（大阪府支部）奨学生採用者数の推移（1974
～1980）、1979年度大阪府育英会奨学事業（奨学金の額及び人員採用状
況、日本育英会大阪支部→各中学）、1975年度高校奨学生募集通知、大
阪府育英会奨学生募集要項（1973年度）、1974年度特別貸与奨学生募集
要項、1980年同和推進校一覧表

住吉77 323
52年6月　住之江郵便局
差別落書事件

ファイル 1974 1981

住之江郵便局差別落書き事件の経過、第1回糾弾会（1977年6月25日）修
正、差別落書事象の事実関係と問題点、住之江郵便局差別落書に対する
見解（住之江郵便局長笠野隆次）、住之江郵便局一連の差別落書事件
（住之江郵便局解放研）、住之江郵便局連続差別落書事件糾弾要綱、教



住吉92 324
大阪府子連10周年記念
昭和57．10．25

ファイル 1974 1983
部落解放子ども会大阪連絡協議会結成10周年記念事業、部落解放子ども
会大阪連絡協議会結成趣旨書、第1回全体チーフ会議、子連結成10周年
記念事業について案、子連結成10周年記念事業

住吉71 325 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1974 1982

1983年度「同和」（地域改善）対策関係予算概算要求分析表、同和向住宅
家賃改定案、住吉地区実調・調査の手引、建築局局長交渉要項、総計実
行本部会議資料、第1次要求闘争の成果と問題点、第1次労働実調、総計
ニュース61号、1975年度同対事業予算、2．5総計対市課長交渉資料、対
市民生・教育委交渉要求書、第3回地区研集会総計資料、アカハタ

住吉01 326 （地区資料研究会封筒） 冊子 1974 1980
SUM部落解放住吉地区総合10ヶ年計画（住吉総計・計画概要、前代未聞
の住宅闘争、基本的路線）

住吉01 327
住吉住宅建設工事　試験
報告書

ファイル 1974 ＰＣくい曲げ試験成績報告書、東海耐火工業株式会社岸和田工場

住吉79 328
支部解放だより　支部書記
局

ファイル 1974 1975
解放だより（地区協慰安会・中国展、8月9月狭山闘争月間を闘おう、8．29
決起集会に全国行進隊を迎えよう、全国行進隊と合流と全国から二万五千

住吉92 329 区内教育　ｓ50．5 ファイル 1974 1975

第6回部落解放夏期講座のご案内、第6回夏期講座司会．記録．係名簿、
部落解放研究所第5回（合宿）研究者総会、大阪市政だより（1975年7月
号）、1975年度新任教員第1次研修会、すいしん（矢田同推協）第73号矢田
6校PTA研修会特集、解放教育計画をともに創造しよう!中間報告・討議資
料（解放教育計画検討委）

劣化

住吉91 330 （地区資料研究会封筒） 複数 1974 全婦のしおり（開催要綱、特別報告、分科会報告）、分科会一覧表

住吉88 331 （地区資料研究会封筒） 複数 1974
住吉の歴史（1918～1973年、手書き・年表）、（水平社に対する感情）、住吉
における歴史（手書き）、社会と健康の関係（被保護者の傷病の状況医療
扶助における要求事項）、子ども会春季活動について

住吉01 332 総計に関する資料 No2 ファイル 1974

地区総合10ヶ年計画中間総括資料（実行本部、住吉地区の概況と運動の
歴史、総計実現への闘いの経過、現時点での成果と問題点、今後の課題
と方向、その後の取り組み）、住吉の部落白書、日本奉仕団住吉第五分
団、解放会館・国・府及び同和地区における建物・用地基準

住吉84 333 （表題なし）障害児関係 ファイル 1974
「障害者」解放通信No.20、身障児教育・医療センター総計実行本部、身障
児教育・医療センター建設闘争の方向、住吉地区総合10ヶ年計画中間総

住吉92 334 （表題なし） ファイル 1974 1976

社会同和教育指導員配置状況（1974～1975）、1．28斗争集約（内部資
料）、「同和教育」（第26～28、30号）、1975年度大阪市職員（社会同和教育
指導員）採用試験要綱、大阪同和保育No．9－第7回総会特集－、1975年
度社会同和教育指導員に関する市町村事情聴取のまとめ、社会同和教育
指導員研修会出席簿、部落解放子ども会指導者研修会資料2

劣化

住吉99 335 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1974 大阪市鯰江公設市場　祝完工

住吉76 336 （地区資料研究会封筒） 1974
大阪市労連住吉地協・住之江地協結成大会、1974年度活動の指針につい
て、会計について、規約について、役員選出について

住吉91 337
狭山差別裁判第30号～43
号

紐綴じ 1974 狭山差別裁判（第30～31、34～37、40、42～43号）



住吉76 338 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1974 住吉支部企業連結成総会（議案書）
住吉77 339 狭山上告棄却決定 ファイル 1974 決定（石川一雄の上告棄却・その理由）

住吉78 340 すいしん・共斗 ファイル 1974 1975
同対審共闘、狭山・住吉・住之江区民共闘会議結成一周年記念区民決起
集会、自治労大阪、「なにわ」教宣ニュース、すいしん、日本女子大学教職
員組合組合新聞解放の砦

劣化

住吉92 341 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1974
同和対策事業を実施している府下の市町村の1974年度の同和対策事業
費について

住吉01 342
三座6、7号館建設工事
（雑資料）

紙袋 1974 1975

1974年度住吉住宅建設工事、SANZAARCHITECTS、地区総合10カ年計
画設計作業の位置づけについて、みさき保育所の件、実行本部の作業に
ついて、地区総合10カ年計画宝酒造跡地部分（の諸件、に関する三座建
築事務所の作業経過資料）、住吉住宅建設計科算定に関する要望書（市
長宛）、住宅建設工事総合打ち合わせ、宝酒造跡地配置計画、住吉計画

住吉94 343 八鹿高校問題資料 紙袋 1974 1975

八鹿高校解放研支援決議、狭山差別裁判14号、解放新聞（第703～704）、
兵庫県同和教育協議会無惨な八鹿高校「民主教育」の内容、八鹿高校問
題の真実はこうだ、兵同建ニュース、兵同協「八鹿高校問題調査団」報告、
大同教通信（No．28～29）、部落解放の教育、日本共産党の反部落解放
キャンペーンに抗議し反省を求める決議、要望書

住吉08 344
部落解放住吉地区総合
10ヶ年計画中間総括資料

冊子 1974
住吉地区総合10ヶ年計画実行本部、住吉地区の概況と運動の歴史、総計
実現への闘いと経過、現時点での成果と問題点、今後の課題と方向、その
後のとりくみ

住吉01 345 （地区資料研究会封筒） 複数 1974
解放会館建設の現状と課題案、総計の当面する課題、国民年金加入につ
いての相談会のお知らせ、児童館平面図、総計ニュース、社会新報（日本

住吉41 346 （地区資料研究会封筒） 複数 1974 識字運動各支部報告（府連）、識字運動経験交流会総括会議討議概要

住吉71 347
52年度　市同促理事会資
料

紙袋 1974 1979
実態要求白書（地区総合10ヶ年計画実行本部）、第15回支部大会議案
書、部落解放研究第11回全国集会（中央本部）、第17回支部大会議案書、
第5回地区研、部落解放研究第6回大阪集会・資料、第18回支部大会議案

住吉71 348 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 6．19解放会館建設要求対市同対部長交渉資料
住吉05 349 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 住吉解放会館図書館計画案、（図面）、（備品購入表）

住吉08 350
昭和45年度議案書資料在
中　財団法人住吉隣保館

紙袋 1975
議案書（住吉隣保館）、住吉隣保館評議員会議事録、住吉隣保館理事会
議事録

劣化

住吉41 351 （地区資料研究会封筒） 冊子 1975 輪読会文集「まなび」第6集（識字運動経験交流会、支部住吉輪読会） 劣化

住吉98 352 （地区資料研究会封筒） 複数 1975 1982

第2回部落解放文学賞・記録部門入選・「私の歩んだ道」伊藤辰夫、「破戒」
チラシ・題本・大阪新劇団第1回共同公演、現代を生きる・作られた部落・近
世編・脚本戸高恒彦、読本「にんげん」指導計画、劇「岸田村」（全四幕五
場）・亀井啓一作（題本）、「夜明けの旗」（パンフレット）

劣化

住吉77 353 住之江区役所差別落書 ファイル 1975 1984

住之江区役所庁内便所差別落書事件、落書事件第2回確認会、別紙・具
体的な取り組み・1984年3月、いわき敷津浦学園移転に関わる差別事件、
住之江ショッピングプラザ内差別落書事件、西成高校差別発言事件、北粉
浜小学校調理員差別発言事件、マンション「メゾンロイヤル」差別落書事件



住吉88 354 （表題なし） ファイル 1975 1981

浅香の歴史と生活1－浅香のおこり－（浅香のなりたち、江戸時代の浅香の
生活）、浅香の歴史と生活2－老人たちの若いころ－（明治・大正の浅香、
老人の話、米騒動）、住吉地区総計の現状と課題、全員研修住吉区人推
協、浅香地区総計運動と浅香の実態「地域見学の手引き」、支部創立20周
年記念・住吉部落の歴史（住吉村誌、住吉地区整理事業概要）、地図

住吉61 355 （地区資料研究会封筒） 冊子複数 1975
市同和地区老人・身障巡回奉仕事業運営要綱（市同促）、市同和地区巡
回奉仕員就業規則（市同促）

住吉92 356 （地区資料研究会封筒） 複数 1975 1985

解放研究所出版・図書案内（1983）、別冊資料・第8回部落解放夏期講座、
1985年度地域改善対策関係予算要求額一覧（総括表）、国民融合通信
（No.124、129）、第8回部落解放夏期講座受講者ノート（1977）、第26回全
婦のしおり（1981）、第6回部落解放夏期講座受受講者ノート（1975）、研究
所通信No.1（1975）

住吉92 357 （地区資料研究会封筒） 複数 1975 1976
解放教育読本「にんげん」検討用教材ニュース（No.1～6）、編集部報告（解
放研究所）

劣化

住吉88 358 住吉歴史
二折ファ
イル

1975
住吉の歴史、総計事務局、「住吉部落解放運動史」編纂委、部落の自治、
米騒動、全国水平社、ヒロポン撲滅運動、（住吉の歴史）レジメ、部落解放
運動史レジメ、日本の革命歌、大正年間の住吉部落の実態

住吉92 359 （表題なし） 紙袋 1975 1985

住吉住宅要求地区別世帯人数表、解放会館に関する要求書、大阪府下の
解放会館概況、解連協の歩み、解連協第15回総会、1984年度経過報告、
1984年度事業日誌、1984年度決算、1985年度予算案、解連協新転任職員
研修会資料、解放会館の現状と方向、解放をめざす隣保館活動、館所在
地（名簿）、府解連協第15回総会

住吉91 360 （地区資料研究会封筒） クリップ 1975

同和教育の手びき（部落の現状と教育の破壊、中央教育審議会答申と同
和教育、同和教育運動の原点、同和教育における学力、同和教育におけ
る教育内容の創造と「自主編成」、同和教育と集団教育、生徒の自主活動
の保障、進路保障の確立、同和保育運動、教職員組合と同和教育、現代
における部落解放運動、被差別部落の歴史のあと、「同対審答申」全文、

住吉77 361 狭山 ファイル 1975

狭山闘争の大前進を「当面の活動案」、同対審・狭山住吉住之江区民共闘
会議・事務局、府連のとりくみと中央への提案、支部全研・狭山報告集会、
第9回全研と10．31寺尾差別判決糾弾中央総決起集会に三万人結集す
る、狭山差別判決批判大学習会－十月集会－

住吉71 362 支部 ファイル 1975
市内ブロック会議用資料　支部－住吉地区総合10ヶ年計画地域の一部変
更に関して－、総計第16回支部大会議決書案、総計支部執用資料、明る
いまちづくりのために

住吉06 363 （地区資料研究会封筒） 新聞 1975 1977
「やわらぎ」第2号・1977年12月20日・大阪同和会、住吉要求者組合だより、
総計だより、総計ニュース

住吉01 364 電波障害関係 ファイル 1975 テレビの電波障害対策について、新聞・部落解放住吉総合10ヶ年計画

住吉92 365 25周年記念（府同促） 紙袋 1975 1976
府同促設立25周年記念会誌資料、創立25周年記念式典、記念式典進行
次第、レセプション配席図、出欠状況



住吉12 366
昭和50年度生活保護者組
合総会　住吉解放会館

仮綴じ 1975 1975年度生活保護者組合総会

住吉84 367
障害児（者）解放センター
建設闘争委（準）結成総会
資料

仮綴じ 1975
「地区総会10カ年計画」、障害児（者）解放センター建設闘争委（準）結成
集会（資料）

住吉93 368 教委特就費　ｓ50．5 ファイル 1975
1975年度（就職促進強化学習会実施要項、同和教育テレビ番組企画構
成、新任教員第2次研修会案、同和教育施策説明会資料）

住吉12 369 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 1975年度生活保護者組合総会、支部（経過報告、活動方針、会計報告）
住吉31 370 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 1976 住吉保育所父母の会総会資料、活動日誌、会計報告
住吉71 371 （地区資料研究会封筒） 冊子 1975 第16回支部大会議案書
住吉73 372 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 青年部オルグ団「新しい秩序」№1、（結成趣意書、規約、総括）
住吉79 373 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 学習機関誌創刊号、支部

住吉33 374 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975
第1回大学奨学生大会、支部、住吉大学友の会結成に向けて、総計と人材
養成、学園解放研活動、解放歌

住吉84 375
（表題なし）脳性麻痺・総
計・社会保障（はがれた模
様）

ファイル 1975 1977
（事業予定表）、実調報告、病児保育の当面における取り組み方、脳性ま
ひの話、「障害児」保育、手足の不自由な子どもの医療、障害児解放セン
ター建設闘争委（準）結成集会

住吉77 376 支部狭山闘争委事務局 ファイル 1975 1976

支部狭山闘争委（最高裁）、支部書記局・狭山事務局会議、特集狭山裁判
の暗部を衝く、支部執で「1．28狭山同盟休校貫徹・住吉闘争委」結成以後
のとりくみ、1．28狭山同盟休校を闘い抜いて、狭山差別裁判の現状、狭山
ニュース、狭山差別裁判批判学習会資料、新聞（赤旗、大阪民生、毎日、
サンケイ、朝日、読売）

住吉92 377
大阪革新府政再建のため
に　府連

冊子 1975
政府・独自の革新自治体破壊に手をかす日本共産党の役割、日本共産党
の自治体政策、大阪新府政の基本方向、革新大阪府政の前進と自治体の
民主的改革のために、府連

住吉92 378
公正・民主的「同和」行政
論では、部落解放・自治
体の民主的改革は勝ちと

冊子 1975
地方財政の危機の深化と「同和」行政、行政闘争は反独占民主主義闘争
の重要な一環である、これからの自治体に対する要求と我々のたたかい、
資料（同対審答申経過の概要、特措法）

住吉88 379
支部創立20周年記念　住
吉部落の歴史

冊子 1975
江戸時代（住吉部落の起源をさぐる）、明治年間の住吉部落、大正年間の
住吉部落の生活、米騒動（住吉部落との関連）、全国水平社創立と融和事
業、昭和初期の住吉部落、戦時中～1952年頃（解放運動のあけぼの）

住吉92 380
「あいつぐ差別事件」1975
府同促

冊子 1975
市民の中にはびこる差別、職場の差別をえぐる、教育現場での差別事件、
あらゆる差別に反対して、あいつぐ職業差別、府同促

住吉31 381 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1975 1976 1975年度住吉保育所父母の会総会資料 劣化

住吉92 382
第2期部落解放大学講座
受講生のしおり　部落解放
研究所

冊子 1975 開催要綱、講義概要、部落解放研究所



住吉93 383
越境入学について　昭和
50年度　市教委

冊子 1975
越境入学防止について、越境入学防止対策基本方針、1975年度越境入
学防止対策実施要項、通達（1975年度越境入学防止について）、関係法
規等（抜粋）、校区外通学状況（1968年度ー1974年度）

住吉91 384
市長会政府交渉要求項目
（全同対含ム）　大川

ファイル 1975 1977
自治省（要望事項・1977年度同和対策関係政府要望に対する）、大蔵省
（要求事項・回答）、労働省（要求事項・回答）、厚生省関係要望及び回答、
通商産業省、文部省、農林省（要求事項・回答）、建設省（要求項目）

住吉12 385 生活保護 ファイル 1975 1975年度生活保護者組合総会

住吉01 386 総計実行本部　前田秀男 ノート 1975
公共施設部門、解放会館、対市交渉、事務局会議、青年部映像部会、体
育館運営委結成にむけて、支部教宣会議

住吉91 387 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 1976 1976年度第1回理事会総会報告、全隣協

住吉92 388
かいほう・差別とたたかう文
化会議

冊子 1975 差別とたたかう文化会議

住吉01 389 （地区資料研究会封筒） 単葉 1975 10．13対市用地交渉への動員、（平面図）

住吉11 390 住宅 ファイル 1975 1976
住宅設計図、家屋解体撤去工事設計書、住吉小集落改良地区区域図、公
営住宅建設要求資料、総計の当面する課題、8．7大阪市助役交渉資料、
住吉共同住宅（宝酒造跡地）計画書、入居基準案

住吉01 391 （地区資料研究会封筒） 複数 1975
少年館の計画にあたって、住吉青館比較表、総計少年館建設委、住吉少
年館厨房室内部設備配置図、住吉児童館

住吉01 392 （地区資料研究会封筒） 複数 1975 1981 総計合宿資料「総計と教育」、特措法、（支部）

住吉91 393 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1975 全隣協会則（1975年改正）

住吉35 394 （表題なし） ノート 1975 子ども会対策部通信、（情報誌年表
住吉72 395 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1975 第5回婦人部大会議案書

住吉78 396 （地区資料研究会封筒） 複数 1975
部落解放運動と解放行政、就職状況、わすれてはならない自主解放（草
稿）、近代身分制について（年表）、身障福祉縞

住吉88 397
部落解放同盟住吉支部創
立20周年記念「住吉部落
の歴史－解放運動前史」

冊子 1975
支部、住吉地区総合十ヶ年計画実行本部、同推協、米騒動に於ける住吉
部落の動き、都市部落の人工と家族

住吉93 398 住田利雄殿 紙袋 1975 1976
住吉区民生児童委員協議会議題、一般生活費認定基準表、住吉地区民
生児童委員協議会歳入歳出決算書（1975年度）、1975年度解連協収支予

住吉93 399
10．11．13　（読めない）会
ナニワ会館

仮綴じ 1975 1976 越境入学について（市教委）、第16回大阪市適正就学推進委（議案書） 劣化

住吉71 400 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1975 第16回支部大会議案書

住吉12 401 身障 ファイル 1975 1986

身障センター運営委メンバー（1984）、体育館運営委（討議事項、1984）、
住吉スポーツセンター日程表（1983）、身障組合新役員（1982）、地区身障
（児）者組合総合議案書、身障者福祉のあらまし（1975、市民生局）、恵生
園報告（55号）しあわせ創立3周年記念号（1979）、からだの不自由な人々
のために（1978、琴の浦リハビリテーションセンター）、日之出障害者会館、
身障センターだより、総会宣言案（1982）



住吉91 402
第34回全国隣保館長研修
会基調提案　1997年度

ビニケー
ス

1976 1997
第34回全国隣保館長研修会、「隣保館モデル活動事例集」、「人権世紀の
創造」、隣保館設置運営要綱、隣保館等における隣保事業の実施、大阪
市内識字学級実施状況

住吉98 403
資料　水平社創立時より
原本　51．5．10（年表）

紙袋 1976 1929年最近の社会運動（写、水平社創立時より） 劣化

住吉98 404 （表題なし） 紙袋 1976
毎日放送テレビ番組「現代を生きる・若いこだま」－第1～2部－（土方鉄、
大津一郎）、1976年度同和教育テレビ番組企画実

住吉91 405 中央委資料 紙袋 1976 1977

同和対策事業の推進について・自治省財政局発表、「同対審」答申・「特別
措置法」強化延長要求国民運動中央集会・基調提案、1976年・第2階中央
委・討議資料・解同中央本部、第31回大会以後の狭山闘争の中間総括と
今後の闘いの方向について案、「地名総鑑」確認事項（埼玉）、全国実調と
「特措法」の強化延長

住吉76 406
西成郵便局保険課差別事
件　真相と闘いの方向（2）

冊子 1976
大阪郵便局連合部落解放研究会、差別事件の経過と見解、南住吉狭山共
闘ニュース第23号

住吉77 407
川口隆男用　住之江郵便
局差別事件

封筒 1976 1977
住之江郵便局長・笠野隆次、郵便局差別落書事件特集号「解放新聞」住
吉版、住之江郵便局連続差別落書事件糾弾要項、差別落書に対する見
解、事件しんそうほうこく

劣化

住吉77 408
住小差別事件糾弾要綱
（研修会にむけて）

封筒 1976 1977
保育守る会に参加して、住吉小学校差別事件、住宅要求者組合、父母の
会学習会

劣化

住吉77 409 （地区資料研究会封筒） 複数 1976
住小差別事件、支部報告後の基本的取り組み、支部への報告にあたって、
差別発言と位置づける背景、支部書記局合宿、3．16教対会議確認事項、
書記局通達、支部執、糾弾要項骨子

劣化

住吉77 410 （地区資料研究会封筒） 複数 1976
婦人部狭山取り組み報告、狭山闘争、子ども会、参加状況、同盟休校、行
動・集会一覧表、狭山裁判、親の意見、再審請求

住吉92 411
部落解放研究第5回大阪
集会（中身は出版物案内
など）

紙袋 1976
依羅小学校のとりくみ、部落解放研究所、狭山差別裁判、解放教育計画検
討委、濡れ衣秘録・寛政五人衆

住吉92 412
「大阪の部落解放運動」部
落解放研究第5回大阪集
会報告集

冊子 1976
部落解放研究第5回大阪集会、部落解放中央共闘結成の意義と任務、権
力犯罪と狭山差別裁判、部落解放と反差別共同闘争の展望、部落解放総
計実現のために

住吉97 413
（表題なし）新聞記事切り
抜きおよびコピー

ファイル 1976
同和問題で連絡組織、人権問題同和問題に理解を、同和保育の全国集
会、「積極的に取り組む」・府連と初の懇談会・大阪財界3団体が約束、（新
聞記事）、朝日新聞

住吉92 414 №25　予算　昭和52年2月 ファイル 1976 1978

大阪府同和関係予算内訳、1977年大阪府同和対策事業の主なもの、大阪
市財政収支の推移、大阪市予算の概要（1976～1977）、大阪市同和対策
関係予算（1976～1977）、そくしん、解放会館が完成、壁面に大リリーフ、部
別当初予算推移表（1969～1977）



住吉98 415
№27　文化会議　昭和52
年3月

ファイル 1976 1984

スライド「部落解放の歩み（戦後編）シナリオ、討論の中から生まれた壁面彫
塑（毎日新聞）、差別とたたかう文化会議一年間の活動、大阪府民会議
ニュース、第4回部落解放文学賞NEWS、レリーフ（大壁面彫塑）運動の経
過、季刊「銀花」第二五号春、「甲山事件」調査団・調査はじめる、かいほ
う、公式的歴史発見論批判、住吉地区インド被差別民衆と交流して、人推
協結成総会議案書、山下菊二コラージュ展、観光の大阪

住吉92 416
大阪市解放会館（隣保館）
運営要綱案51．8．30

封筒 1976 1978
大阪府解放会館（隣保館）運営要綱案、解放会館運営委、第15回全国隣
保館職員研究集会開催要領、解連協第8回総会、隣保館（解放会館）運営
費の国庫補助基準を抜本的に改正し、大中助成を制度化する要望書案

住吉22 417
住田利雄殿（民生委員、
児童委員関係）

紙袋 1976
民生委、児童委のひろば、福祉の町をめざして、民生委・児童委必携第21
集、住吉地区民生委児童委協議会

住吉91 418 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1976
中央編集委、解放出版社編集部当面の編集、中央教宣パンフレット、研究
所出版物販売強化について、出版物内訳、奥田家文書、融和事業年間・
研究、東雲新聞、部落解放年鑑、出版物購入文学・図書館一覧表（76年2

住吉32 419
住教連のあゆみ（3年間の
あしあと）

小冊子 1976
教育改善教育費工事負担、増額運動住吉・住之江地区連絡協議会、「住
教連」の生い立ち、「住教連」運動のあゆみ、会員の声、規約

住吉88 420
地区歴史調査綴　昭51．7
～

ファイル 1976 1978

土地収用法実施の通知に対し意義申立書、宗教法人真願寺（意見書）、拝
復（三重県同和教育研究協議会）、意見書（三重県同和教育研究協議
会）、折口信夫全集第15巻「民俗学」に「三郷巷談」を所載した事実につい
ての質問書、平野部落史関係資料「祖先の闘いくらし」、江戸時代の浅香

住吉92 421
府同促理事会　昭和52．
12．16　大阪共済会館

紙袋 1976 1977

労政経済研究会発行「日本の部落」関係、府同和地区医療施設連絡協議
会第6回定例総会議案書、府同促理事会議事次第（主な業務日誌、行政
闘争ニュース、議会決議達成率等一覧、特措法の改正並びに期限延長に
関する意見書、決算特別委診査報告書、人権週間のとりくみ、「特措法」制
定にいたる歴史的経過）

住吉92 422
府同促第26回定例総会議
案書

冊子 1976 1977
府同促、1976年度事業報告・決算書、1977年度事業方針・市町村分担金
案

住吉92 423 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1976
府同促理事会議事次第、事業報告、府同促設立25周年行事について案、
1976年度固定資産税同和対策要綱案、狭山映画「造花の判決」各地域上
映実、記念誌編集について

住吉85 424 住吉生協　51．11 ファイル 1976
へき画事務局会議、分野別実調・資料、出席者名簿、理事会議案レジメ・
第4回、生協理事会レジメ第3回、設立趣意書案、住吉住之江地区消費生

住吉61 425 社団法人市同促定款案 冊子 1976
総則、会員、役員、総会、理事会、協議員及び協議員会、資産及び会計、
定款の変更、解散、事務局、雑則

住吉93 426 昭和52年度新任教員研修 ファイル 1976 1977
1977年度新任教員夏季研修会（要項、案）、1977年度新任教員第1期・第2
期研集会案



住吉77 427 52．6　人権問題資料 ファイル 1976 1983

大阪市人権協だより（創刊号、第2号）、狭山再審資料、丸八真綿の差別商
法（朝日新聞記事）、解放同盟組織の欠陥露呈（朝日新聞記事）、有賀弘
東大教授「差別」発言事件糾弾要綱案、大阪民主新法、蛇草支部、テレビ
番組制作員会、住之江区人推協、総会議案書、人権規約ニュース（1977．
4．20）、1977年度大阪市外国人教育研究協議会活動方針、部落地名創
刊・国際人権規約関係資料

住吉01 428 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1976
8．7大阪市助役交渉資料、総計実行本部事務局、各局担当者、住吉地区
診療所・身障児通園訓練センター・共同作業所計画案

住吉87 429 身障組合実調 ファイル 1976 身障組合実調（票）

住吉92 430
大阪府同和対策事業関係
予算案昭和51年度

仮綴じ 1976 1977 大阪府同和対策事業関係予算案

住吉92 431
府同促第25回定例総会議
案書

冊子 1976 第25回定例総会議案書

住吉92 432
府同促25周年誌　原稿未
更正

紙袋 1976 府同促史（初校）、府同促協記念誌編集委

住吉91 433
隣保館長研究協議会の開
催について　厚生省社会
局生活課長

仮綴じ 1976 隣保館長研究協議会の開催について

住吉92 434
財団法人府同促事務局処
務規程案

仮綴じ 1976 府同促事務局処務規定案

住吉92 435
財団法人府同促就業規則
案

仮綴じ 1976 府同促就業規則案

住吉92 436
財団法人府同促旅費規程
案

仮綴じ 1976 府同促旅費規程案

住吉92 437 （表題なし） 紙袋 1976
諸規定の整備状況及び一部規程の実施について（府同促）、府同促協の
諸規定の整備について

住吉71 438 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1976 地区総合10ヶ年計画の現状と課題、支部
住吉31 439 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1976 住吉保育守る会だより（障害児部会）、住吉保育守る会規約

住吉77 440
5．23に対する反対意見も
含む

紙袋 1976 1979

総計実行本部会議討議資料、解放だより、1．28狭山同盟休校を闘い抜い
て（上告棄却から同盟休校までの記録）、5．15支部全体集会（議事録、各
出席者のコメント、手書き）、（狭山事件に対する）闘争方針、支部書記局・
狭山闘争合同会（手書き、議事録、各人のコメント）、第1～4分散会議事
録・書記局議事録（手書き）、（住田一郎）「昨日の支部全体集会での私の
意見の補足」、青年部子ども会対策部総括・方針案、「すいしん」第48号、
73号、住吉子ども会の中学生会議（第4回決議文）、第5回地区研（レジメ、

劣化

住吉03 441 地区協総会 ファイル 1976 1978
住吉地区青館・乳幼児保育所落成式招待者名簿、落成式任務分担表、名
簿、支部関係名簿、業者各種団体・府連・市同促・他支部名簿、住吉地区
共同浴場（寿湯）改築記念招待者名簿

住吉66 442 （表題なし） ファイル 1976 地区協（新役員体制）



住吉08 443 （地区資料研究会封筒） 冊子 1976 1985 議案書（1976年度～1985年度）、住吉隣保館

住吉31 444
解放保育実現斗争委（保
育所建設部会）

ファイル 1976 1979

2．12民政局糾弾闘争委拡大会議資料（1980．2．12）、1980．8．12～15対
市交渉要求書（府連住吉）、府連民政局交渉支部要求事項、2．20保育所
建設闘争委討議資料、1．31解放保育実現斗争委討議資料、対民政局交
渉要求項目、保育所建設（幼児）討議資料、保育所建設ならびに部落解放
保育の確立をめざして、同和保育について、国際児童年について

劣化

住吉71 445 支部執外議事録 ノート 1976 1977
支部執、支部総計会議、生協実、総計実、支部狭山斗争拡大会、地区協
役員会議、支部教育問題会議、住吉生協発起人会、生協理事会、住吉身
障センター運委、解放学校父母集会、解放学校運委、体育館運委

住吉92 446
76市同教研究大会資料
市同教

冊子 1976 市同教、1976年度大阪市同和教育研究大会基調提案、分科会、討議課題

住吉92 447
「狭山闘争ニュース」№14
大阪府連狭山闘争本部

仮綴じ 1976
府連、狭山差別裁判を取り巻く情勢の局面と闘いの基本的方向案、上映運
動の現状と今後の予定、署名の達成状況、狭山斗争本部事務局、証拠開

住吉92 448
同和対策事業の概要（大
阪府）

ファイル 1976
同和対策事業の概要、企画部、生活環境部、民生部、衛生部、農林部、労
働部、土木部、建築部、教育委

劣化

住吉91 449 76政府交渉原案　大川 ファイル 1976 各省共通（要求）、（各省庁に対する個別要求書）

住吉93 450
昭和51年度大阪市災害対
策本部住吉区支部災害救
助対策要綱　住吉区役所

小冊子 1976 組織計画、地区協力隊の活動、避難計画、住吉区役所

住吉09 451 （地区資料研究会封筒） 複数 1976
隣保館長研究協議会の開催について、運営要綱の検討をめぐる問題点、
隣保館運営要綱改正意見書案、第13回隣保館職員研究協議会開催要領

住吉91 452 国民融合通信 紐綴じ 1976 1982
部落問題全国会議機関紙国民融合通信（No.3、28～39、41、43～50、52
～62、65～67、70～74、76～84、86～96、99、101、102）

住吉13 453 （地区資料研究会封筒） 複数 1976
同和地区出身者雇用促進会議、（委員名簿）、中高年齢者雇用促進専門
委設置要領、第6回理事会

住吉92 454 狭山闘争ニュース 仮綴じ 1976 府連狭山斗争本部事務局

住吉92 455 （地区資料研究会封筒） 複数 1976
第23回府連大会（支部執学習会）、「部落地名総鑑」差別事件の概要と闘
いの基本的方向、（分科別交流会の事務局分担）

住吉77 456 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1976 狭山闘争ニュースNo．11（府連狭山斗争本部事務局）
住吉97 457 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1976 新任教員第2次研修会案（企画研修係）

住吉97 458

人間結合の質とそのフィー
ルドとしての地域空間－直
接的コミュニケーションを
軸とするコミュニティの構
造に関する研究（その1）
－ 1975．7 日本工業大学
建築学科

小冊子 1976
日本工業大学建築学科、研究の目的・方法、コミュニティ志向要素につい
て、人間結合の構造、地域活動と施設と意識、ケーススタディ（地域の特殊
性と方向性）



住吉78 459 選対会議資料　住吉 ファイル 1976

上田卓三への（投票状況資料）、選斗活動家会議決定内容、蛇草選対6支
部オルグ団代表者会議、東大阪市行政区選対事務局会議、「いのちとくら
しを守る会」、東大阪いのくら、解放新聞大阪版、支部長・書記長・狭山担
当者会議、上田卓三選斗通達、選挙オルグの手引

住吉03 460 （地区資料研究会封筒） 封筒 1976 領収書（福岡部落研究会）

住吉73 461 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1976 1977
会員制に至るまでの経過、障害児を中心とした活動作り、活動のまとめ（12
月）、低学年会員制を想定しての12月の子ども会活動の総括、会規約案、
子ども会「ていがくねんぶ」（子ども会常任指導員）

住吉12 462 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1976 1983

生活保護者組合役員研修会（参加者名簿、研修会の意義目的、第1次要
求闘争の成果と問題点）、生活保護者に対する要求、生活保護状況（住吉
区福祉事務所）、生活保護基準表（一般生活費認定基準表、生活保護法
による保護の実施要領について案、医療扶助運営要領案）

住吉22 463 （地区資料研究会封筒） 複数 1976 1989 民生委員・児童委員のひろば（1976～1989）

住吉91 464 （表題なし） 紙袋 1976
市営住宅（既入居）家賃改定実施概要について、府下同和向公営住宅・住
戸面積表、第2回市内ブロック委、最低居住水準の目標、平均居住水準の

住吉86 465 （表題なし） 紙袋 1976 1977

壁画事業委資料、拡大三役会議、解放へのオガリ－と工場内学習会、文
化統一戦線と大壁画彫塑運動（草稿）、支部における解放のリアリズムと世
界的な美術史観（金城実、草稿）、体育館壁面彫刻見積、会館壁面彫刻見
積、会館レリーフ、体育館レリーフ

住吉76 466 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1977
清掃差別をなくすために討議案（市職員労組環境事業局支部・環境事業
支部協議会・部落研）

住吉71 467 （表題なし） ノート 1977
対市交渉、住吉への回答、「ねたみ」意識の解消の施策、支部代表の打ち
合わせ、各支部の要求

住吉79 468
部落解放住吉地区実態要
求白書（1977年7月現在）

冊子 1977 解放運動の歴史と現状、総合10ヶ年計画

住吉77 469
子ども会総括　川口書記
長

封筒 1977
子ども会5．23狭山闘争日程、住吉子ども会（狭山事件裁判）、5．23狭山闘
争資料、「狭山全体集会に集まれ」、5．23全学集会、南大阪青年総決起集
会基調提案

劣化

住吉79 470
支部教宣原紙　№2　52．9
～

ファイル 1977 1979

三大闘争、民生局、狭山再審、解放新聞、特措法、窓口一本化、解放講
座、片桐軍造、解放講座、オルグ団、支部大会、市教委課長、ステッカー
闘争、千葉刑務所所長、同盟登校、差別落書、全国行進隊、平沢徹、アサ
ヒ衛陶跡地差別事件

住吉71 471 解同班別集会資料 ファイル 1977

動員割当一覧表、（報告書）、6．27支部執解同班別集会、あみの目行動、
活動家手引書、住吉地区実態要求白書、解放同盟班集会（3．11）、（班名
簿）、班体制・班長名簿（支部）、解放だより、支部幹部一泊研、1．28同盟
休校について、住小差別事件について、三大斗争、住之江郵便局差別落
書事件第1回糾弾会

住吉98 472 （表題なし） 紙袋 1977
「東雲新聞」完結記念、祝賀会パンフレット、復刻東雲新聞別巻一、部落解
放研究所図書案内目録



住吉78 473 77　参議院選挙関係資料 ファイル 1977
府連選闘オルグ団参院選上田後援会A回り第一波行動、参院選宣伝計画
一覧、参議選社会党ブロック選闘体制構成図、参議選闘争の具体的行動
について、参議選スケジュール一覧表、名簿、参院選公示前の情勢（新聞

住吉97 474
№28　共闘関係　昭和52
年3月　№1

ファイル 1977 1979

国際人権規約批准促進大阪府民会議ニュース、三里塚行進隊歓迎交流
会日程、1977年度第7回同和教育受講者名簿、「部落地名総鑑」差別事件
糾弾連絡会議結成集会、ソ日協会代表歓迎レセプション受付、国際人権
規約に関する最近の資料（毎日新聞、解同第32回全国大会・大阪市政だ
より）、国際人権規約批准促進大阪府民会議結成大会資料

住吉92 475
№6　府同促協　昭和52年
2月　№1

ファイル 1977 1985

解放センター政策会議資料、実調について、国際人権規約の早期批准め
ざす（新聞記事）、府同促理事会議事次第、狭山8．23闘争とこれからのた
たかい（解放新聞大阪版）、第5回常務会、「解同」が団体名詐称の署名（赤
旗）、地方6団体のオブザーバー問題についての経過、第6回同和問題企
業啓発講座、進路追跡講座

住吉71 476
東大阪市詳細図（長瀬北
学区）

紙袋 1977 1978
9．3対市総合交渉資料、総合10ヶ年計画全体計画図（地図）、東大阪市詳
細図、面積表

住吉91 477
手引書作り資料　54．2．
16

紙袋 1977 1979
全国隣保館実調報告書、調査集計表、同和対策対象地域における隣保館
運営要綱、隣保館活動の意識付、教育対策、産業対策、財政について、

住吉61 478 51～54年同促理事会資料 紙袋 1977 1984

1982年度事業方針案、1981年度収支決算書案、1982年度収支予算書、大
阪市同和事業○○地区協準則（改正案）、第29回全婦開催要綱、理事会
（第3回、第9回、第10回）、1984年度市同和対策事業費、老人休養ホーム
塩楽荘管理の概要、1978年度収支予算書、1978年事業方針案、協議委資
料、浪速「窓口一本化」裁判・5．26判決について、第16回自治体職員同和
問題研究集会開催要綱

住吉35 479
№12　子供会　昭和52年2
月　№1

ファイル 1977 1985
1984年度住吉子ども会夏季活動総括子ども会だより、教育守る会だより、7
月2日少年館における「いじめ」問題について、80年度住吉子ども会夏季活
動、77年度部落解放大阪子ども大会、1977年度社会同和教育指導研修会

住吉99 480 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 巡回奉仕員勉強会テキスト、健康管理について、健康プログラム

住吉01 481
住吉地区実態要求白書
総合十ヶ年計画実行本部

冊子 1977
住吉地区の解放運動・歴史と現状、住吉地区総合10ヶ年計画のとりくみ、
実態白書（住吉地区1977年基本台帳、生活保護世帯の状況、身障者の実
態、医療実態、産業労働の現状、住吉地区教育実態）、総合10ヶ年計画実

住吉87 482 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 実調について

住吉01 483 №29　総計　昭和52年3月 ファイル 1977 1979
「まち」づくりの現状における簡単な「まとめ」とその方向性からの現状への
「提言」、駐車場利用者組合結成総会、総計実行本部会議資料、アサヒ衛
陶跡地3層住宅計画、総計実行本部討議資料、住吉住宅配置計画日陰図

住吉12 484
障害・福祉関係資料　昭
和57．2

ファイル 1977 1982
新法時代をむかえた住吉の部落解放運動（支部教宣部）、障害者福祉作
業センター運営費補助要綱、大阪市留守家庭児童対策事業実施要綱



住吉77 485 住之江郵便局差別事件 紙袋 1977

住之江郵便局差別落書事件特集号「解放新聞住吉版」、差別落書事件写
真集、住之江郵便局連続落書事件糾弾要綱、差別落書に対する見解（住
之江郵便局）、郵便局の回答書（中間）、確認会の記録、郵便局過去に差
別落書が、各団体声明ビラ

住吉71 486
1978年　第17回支部大会
議案書

冊子 1977 1979

支部、スローガン、三大闘争をいかに闘ったか、支部組織の強化と学習活
動のとりくみ、決算報告、会計監査報告、主な活動日程、三大闘争に決着
をつけよう、予算案、特別決議、「同和」事業実施の方向と部落解放運動の
発展について

住吉31 487 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 1978
1977年度住吉保育守る会住吉分会第8回総会議案書、（保育所建設代表
者会議報告、同和保育研究指定園実報告、職員求職要求委、学習会のま
とめ、同和保育研究部会報告）

住吉83 488 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 誠友老人会総会資料、経過と今後の課題

住吉77 489 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977
住之江中学「差別作文」インペイ事件（生徒作文の「主張」と問題点、学校
の取り組みの問題点）、住之江中学「解放研（準）」結成の経過における学
校当局の差別「妨害」事件について（事件の経過報告、支部の課題）

住吉14 490 （地区資料研究会封筒） 冊子 1977 大企連10年のあゆみ　（略史、略年表（1967～1977）、あいさつと祝辞）

住吉32 491 （地区資料研究会封筒） 冊子複数 1977
反省と決意（大領小学校PTA会長・藤井正治）、大領小学校における同和
教育の推進について、大領小学校における「差別はがき」のとりくみについ
て（事実経過）一覧表

住吉76 492 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977

住之江郵便局（糾弾会以降の取り組み）、1977年糾弾会以降の取り組みに
ついて、1979年度の取り組みについて、1979年6月9日以降原因探求をど
のようにやってきたか、同和研修計画、部落差別落書に対する見解につい
て、同和研修実施状況表、人権週間にちなむ局施策実施状況表、同和研
修カリキュラム、人権週間にちなむ局施策、部落地名総鑑に対する実施施

住吉92 493 （地区資料研究会封筒） 冊子 1977 1978 24時間の生活の組織化をめざして（第2、3集）、大阪同和保育連絡協議会
住吉31 494 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 1980 保育守る会だより（1977～1980） 劣化

住吉99 495 住吉中学体育館建設 ファイル 1977
体育館建設対市交渉要項（住中体育館建設共斗会議）、住吉中学体育館
平面図、住吉マスタープランと体育館建設

劣化

住吉91 496 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 全隣協、代表部会（報告、方針、具体的事業計画）

住吉92 497
大阪府解放会館実調集計
表（1977年10月実施）

冊子 1977
解連協、職務分担一覧、各種講習・講座一覧、解放会館運営費一覧、地
区内関連施設状況

住吉93 498
大阪市同和地区身障実調
集計表　市同促

冊子 1977 市同促

住吉34 499 （地区資料研究会封筒） 冊子 1977 平野同推協第2回定期総会

住吉11 500 （地区資料研究会封筒） 複数 1977
高架下利用計画（図面）、南海本線高架化に伴う側道高架下の利用につ
いて（側道整備・高架下利用の構想から実施までの手順、側道整備及び高
架下利用基本計画図案、公的施設分布表

住吉93 501 和田清一氏を偲んで 小冊子 1977 故和田清一氏追悼編集委、略歴、和田さんを偲ぶ、和田さんの闘いの足



住吉94 502
墨田・荒川実調（産業労
働・環境改善）計画

ファイル 1977
環境改善計画・産業労働計画の考え方と問題点、同和対策事業の執行方
式（東京都）、計画策定の考え方、計画推進場の問題点、東京都製革・化
製場等集約化意向調査の概要

住吉93 503 （地区資料研究会封筒） 冊子 1977
同和地区における「就学前教育」に関する調査（基本的生活習慣、自立状
況等に関する保護者調査第1回中間集計結果、自立状況等に関する保育
観察調査・3才・5才児）、同推協

住吉91 504
「同和」対策事業・事業量
調査票（52）

ファイル 1977
同和対策事業事業量調査表（中央本部）、実調について、府連の実調に対
する取り組みの報告、特措法の根本的改正を含む強化延長にむけての要

住吉87 505 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 労働実調結果（一部分要約）

住吉92 506 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1977
府解放会館実調集計表（解連協・職務分担表、各種講座・講座一覧、解放
会館運営費一覧、地区内関連施設状況）

住吉22 507
これからの民生委員児童
委員活動－「活動強化方
策」の解説書－

冊子 1977
全国社会福祉協議会、今後の社会福祉の展望と民生委員活動、民生委員
の基本的性格とはたらき、民生委員活動のすすめ方

住吉91 508
中央行政闘争関係資料1
大川

ファイル 1977

全国実調と「特措法」の強化延長、中央行政闘争本部第3回拡大事務局会
議、議会決議、法務省人権対策に関して、政府交渉日程について、第1回
中央行政闘争本部会議、中央行政本部の当面の任務、6．22大阪市との懇
談会のまとめ、全国実調資料一覧表、文部省交渉要求、府連実調委資
料、厚生省（実調）、農林省関係、各種雇用対策にかかる既存法等の背景

住吉92 509 52 府・市同和関係予算 ファイル 1977
1977年大阪市同対事業費調、一般会計歳入歳出予算内訳、1977年大阪
府財政、大阪府同和関係予算内訳、予算編成にむけての財政当局の構想

住吉93 510 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1977
同和地区における「就学前教育」に関する調査第1回中間集計結果、1977
年度同対事業関係予算一覧表

住吉92 511 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1977
府政推進に関する要求事項、（解放教育、文化対策、解放会館に関する要
求、生活対策、労働対策、産業対策、人権擁護対策）

住吉87 512
大阪市推進局55．1．26意
見調査資料

紙袋 1977 1979
大阪市民の「同和問題」に関する意識調査報告書、同和地区周辺住民の
啓発と解放会館の果たす役割、人権意識の啓発推進について、同和地区
解放会館条例、特措法の一部を改正する法律

住吉93 513
大阪市下水道事業の現状
と課題

冊子 1977 大阪市水道局

住吉31 514 S52大阪同和保育 紐綴じ 1977 1980

同保連事務局員についての協力要請、「同和保育」（第70、73～77、81、84
号）、住吉幼児保育所建設・御崎保育所一般化をめぐって、第1回同和保
育研究集会・第12回大阪同和保育研究集会開催要綱、ぺこぺこニュース
第1号、第11回大阪同和保育研究集会開催要綱

住吉87 515

部落解放住吉地区実態要
求白書（1977年7月現在）
住吉地区総合10カ年計画
実行本部

冊子 1977
住吉地区の解放運動・歴史と現状、住吉地区・総合10カ年計画のとりくみ、
実態白書、要求白書、



住吉93 516 市同促会長住田利雄様 紙袋 1977 1978
1977年度事務講習会（G）開催要項、部落解放運動と解放行政、部落子ど
も会と教育、（部落差別の社会的存在意義）

住吉91 517 （地区資料研究会封筒） 複数 1977 特措法の強化延長にむけて、「行政闘争強化のための実調」活動について

住吉41 518
輪読会文集まなび　第7集
支部住吉輪読会

冊子 1977 1978
支部、輪読会文集まなび、全国同和教育研究大会に参加して、第3回識字
経験交流会に参加して

住吉32 519 5回　執　大川ヶ 紙袋 1977 1986

第2回部落解放教育研究集会開催にむけて、拡大人権政治共闘局会議討
議資料、（子ども会30周年記念事業について）、支部執討議資料、、奨学
生再建強化総会（青年部奨学生友の会）、教対部報告、「パパママバイバ
イ」反戦平和親子映画会

住吉98 520 （地区資料研究会封筒） 単葉 1977 山下菊二コラージュ展、記録映画世界人民に告ぐ

住吉91 521 （地区資料研究会封筒） 冊子 1977
全国婦人活動者会議、第18回全婦第12分科会第1分散会「教育内容」（奈
良県同和教育実践会）

住吉71 522 （地区資料研究会封筒） 複数 1977
水平社宣言・綱領・決議、「狭山」上告審闘争の総括と今後の闘いについ
て、太陽の涙・石の証言

住吉97 523
内職工賃引き上げのため
に－2．19「家内労働最低
工賃問題研究」報告－

仮綴じ 1977
日本婦人会議大阪府本部、大阪地方最賃制共闘会議、最低工賃決定を
巡る問題点

住吉97 524
国際的人権規約批准促進
運動の発展のために

小冊子 1977
国際人権規約批准促進大阪府民会議（準備会）事務局、国際人権規約に
関する研究論文、国際人権規約批准にむけて各分野での位置づけや訴
え、国際人権規約全文と関係資料

住吉41 525 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1977 識字運動経験交流会報告集（文集）

住吉11 526
No26　住宅関係　昭和52
年3月　No1

ファイル 1977

（新規住宅に対する）住宅要求者組合「基本的見解」、住宅入居者組合幹
部一泊研、大阪府施策住宅一覧表、住宅新築資金等貸付制度について、
住吉同和鉄筋住宅要求者組合規約、アサヒ衛陶跡地住宅建設計画に対
する我々の見解（総計実行本部）、同和地区の持家対策について、支部に
関する「市内ブロック申し合わせ事項」の削除

劣化

住吉71 527 （表題なし） 紙袋 1977

住之江郵便局差別（落書）事件の真相、支部産労対策部、住吉地区1977
年基本台帳、解放だより、解放新聞大阪版、住之江郵便局連続差別落書
事件しんそうほうこく、「特措法」強化延長・実調要求白書の闘いについて、
1977年第2回総会議案書、住吉小学校（ほか住中、子ども会、各めざす会、
解放学校の実態白書）、支部幹部一泊研資料、狭山最高裁闘争勝利！
（組織内用）大阪～東京700キロ徒歩行進貫徹をいかに闘い抜いたか！

住吉71 528 （地区資料研究会封筒） 複数 1977 1980

支部幹部活動家合宿資料（当面する部落解放運動の課題、上田卓三行動
委総会）、組織の質的発展にむけて、同和対策（個人給付含む）、幹研開
催要綱、「同和」事業実施の方向と部落解放運動の発展について、府連拡
大狭山闘争本部会議討議資料、衆・参選挙の敗北と「特措法」闘争の方
向、「特措法」強化・改正「基本法」制定に向けて（支部のとりくみ、府連のと

住吉61 529 （地区資料研究会封筒） 単葉 1978 解放会館建設規模一覧表 劣化
住吉61 530 （地区資料研究会封筒） 単葉 1978 解放会館建設規模一覧表



住吉31 531 （地区資料研究会封筒） 単葉 1978 大阪市立住吉乳児保育所概要

住吉92 532
部落解放研究第6回大阪
集会

紙袋 1978
部落解放研究第6回大阪集会、野放し差別を商うもの－第8の部落地名総
鑑が判明－増補改訂版（中央本部）、松原郵便局集配課差別事件

住吉77 533 アサヒ（跡地めぐる問題） ファイル 1978
アサヒ衛陶跡地に公園を作る会、（新聞記事）、（地図）、アサヒ衛陶跡地差
別事件糾弾要綱、支部、申入書、回答書

住吉91 534
1978年度第2次政府交渉
政府回答と問題点　中央
行政闘争本部

冊子 1978 1979 特措法強化延長要求、中央行政闘争本部

住吉93 535 新任教師研修資料 ファイル 1978 1982

新任教員第1期研集会要領（1978～1982）、新任教員第2期研集会要領
（1980～1983）、新任教員研修の年間計画案、服装勤務条件研修、新しく
先生になられるみなさんへ、「生徒のもつ悩みや願いを、どのように受けと
めどのように指導すればよいか」、名刺

住吉92 536
府下地区協、同促協　59．
3．6（大東、池田、茨木な
ど）

紙袋 1978 1984

岬町同促多奈川地区協会則、池田市同促会則、貝塚地区協結成総会、高
槻市同促富田地区協規約、大東市同促会則、市同促沢良宣地区協の強
化確立について、松原地区協会則案、北芝地区協会則、茨木市同促（総
持寺地区協規約案、根本地区協規約、駐車場利用者組合（深野）規約、住
宅入居者組合規約）

住吉93 537
大阪市民生委員制度60周
年記念大会　大阪市民生
委員連盟

冊子 1978
大阪市民生委員連盟、市長表彰（名簿）、市長感謝状贈呈（名簿）、民生委
員連盟会長感謝状贈呈（名簿）、大阪市民生委員制度60年史年表
（1918ー1978）、大会宣言案、民生委員信条、児童憲章（前文のみ）

住吉92 538 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978 1980
府同促理事会議事次第、1979年度全同和予算分析表、人権啓発組織の
設置状況調、主な業務日誌（1978～1979）

住吉92 539 （地区資料研究会封筒） 単葉 1978
府同促、大阪府奨学金制度に関する通達、市同促協のつくり方と要綱づく
り、同更資金の償還と延滞問題

住吉92 540 （地区資料研究会封筒） 単葉 1978
自動車税免税廃止と78年度自動車税納付について、三大闘争、（プリン
ト）、府同促

住吉77 541
住吉小調理員落書件　昭
和59・7・18

ファイル 1978 1984
住吉小学校差別落書第2回確認会、労働対策部報告、住吉政友老人会、
支部幹部研究会報告、住小差別事象について（大阪教育委、大阪同対
部）、事実経過、第23期第5回支部執、

住吉01 542
総計実行本部用地部会資
料　大川惠二

ファイル 1978 1981

住吉地区総合10ヶ年計画実行本部討議資料、対市建築局交渉、支部、建
設局交渉にむけた要求書、対市交渉要求書、妊婦守る会、住吉地区総合
10ヶ年計画実行本部討議資料、市教委交渉要求書、住吉地区事業別用
地買収状況調査

住吉53 543
住吉地区総合実調中間報
告　健康と保健

仮綴じ 1978
健康状態、有病率比較、地区別の健康状態、年齢別の健康状態、傷病
名、地区別の傷病別件数、地区別医療費の支払い状況、病気の原因、治
療状況、地区別の治療方法、住吉地区総計実行本部



住吉71 544 （地区資料研究会封筒） ファイル 1978 1980

市教委交渉要求書、対市交渉要求書、支部幹部研修会資料、対市点検活
動（民生・環境）、第3期用地買収状況、対民生局交渉要求項目、対市点検
活動（教育）、住吉地区要求書、住吉地区総合10ヶ年計画残事業、住吉地
区環境改善残事業

劣化

住吉79 545
解放だより　1978．1．1～
1979．8．18

バイン
ダー

1978 1979

解放だより（「特別措置法」の強化延長をかちとろう、アサヒ衛陶あと地差別
事件、解同班別集会、上田・平沢選挙体制急ピッチに進む、新執行部任務
分担決まる、対市局長交渉、全国一斉同盟員加盟登録運動、特置法・狭
山総括集会、新証拠を武器に再審をかちとろう）、第4次総計実行本部体制

住吉44 546 住之江区人推協 ファイル 1978 1982 人権週間期中の大阪府の関係行事等、住之江区人推協総会議案書

住吉02 547 部落解放第5回地区研 冊子 1978
分科会の討議資料、第34回全国大会「運動の基調」、「特措法」3年延長に
関する中執決定、第17回支部大会「闘いの力点」、部落差別のとらえ方に
ついて、基調提案

住吉71 548 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978
要望書・支部大会成功に向けて・住田一郎（原稿）、生協の件、支部大会の
件、大会期間の件

住吉11 549 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978
全体集会（住宅入居者組合）、アサヒ跡地及び第2期3に関する入居基準及
び採点法案、基礎採点数案、運動参加状況

住吉76 550 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978
1978．2．2．28支部公務員部会第3回躍進総会（活動方針、支部公務員部
会新役員案、規約改正案

住吉32 551 （地区資料研究会封筒） 複数 1978 1984 教育守る会総会資料（第2～6回）
住吉85 552 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978 1978年第3回総会議案書（地区生協）

住吉34 553 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978 1979

53．9．12　同推協学力保障部会、第3回実調について案、住吉小事例研
究項目案、中学校事例研究項目、1979年度住吉同推協専門部会名簿、1
才児年間カリキュラム、4歳児年間指導計画、5歳児年間指導計画、住吉御
崎保育所保育計画、3歳児年間指導計画

住吉41 554
輪読会文集まなび　第7集
支部住吉輪読会

冊子 1978 支部

住吉89 555 （地区資料研究会封筒） チラシ 1978 大阪市立住吉乳児保育所概要

住吉34 556 （地区資料研究会封筒） 冊子 1978 1979
すいしん住吉（第57、58合併号）、同和保育（第74～第81号）、「すいしん住
吉」第55、56合併号

劣化

住吉31 557 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1978 守る会だより1978年度No.5 劣化

住吉91 558
今日の部落差別の実態
全国実調報告（その1）

冊子 1978

目で見る部落差別の実態、今日の部落差別の実態全国実調を踏まえて、
数兆円に達する「残事業額」政府発表「残事業額」の問題点、国家議員署
名状況、議会決議、首長・議長署名、学長・教官・署名状況、国会議事録、
全同対・全国市町会要望書

住吉92 559 （地区資料研究会封筒） 複数 1978 1983
「特措法」法案検討学者文化人の会報告、部落解放研究所創立10周年の
集い進行の手引き、第5回全国部落解放研究者集会　第18回部落解放研
究所総会　運営の手引き、部落解放研究所



住吉91 560
同和問題広報啓発資料展
示目録　自治体職員同和
問題研究集会第3分科会

小冊子 1978
小冊子の部、広報誌の部、パンフレットの部、ポスター、標語、第17回自治
体本職員同和問題研究集会第3分科会

住吉98 561
福岡聯隊事件と私－福岡
聯隊事件の思い出－　木
村京太郎

小冊子 1978

全国水平社と反軍闘争、「兵卒同盟」をどうみるか、反軍闘争としての福岡
聯隊事件と私、福岡における（「水平社同盟」、反軍教闘争）、福岡と筑豊、
北原直訴事件について、柴田太郎のこと、岩尾家定氏のこと、でっち上げ
の爆破陰謀事件、福岡聯隊事件の社会的背景、思い出・若き闘士たちのこ
と、平安中学校での苦学

住吉91 562
昭和53年5月「同和対策提
要」厚生省

冊子 1978
厚生省、特措法、同和地区調査の概要、同和対策長期計画、厚生省に於
ける同和対策事業のあらまし、関連通知、同和地区府県別地区数・世帯
数・人口の状況（1975）、世帯規模別地区数、全国同和地区調査（1975）追

住吉94 563
第12回三重県同和教育研
究大会　三重県同和教育
研究協議会

冊子 1978
三重県同和教育研究大会、第12回三重県同和教育研究大会実、基調提
案、地元報告名張市同和教育推進委、特別報告就職の機会を奪うもの、
第12回県大会実・事務局一覧表、三重の同和教育

住吉34 564
「すいしん住吉」第55．56
合併号

冊子 1978 同推協、「障害」児教育討論集会、障害者運動と教育 劣化

住吉93 565 （地区資料研究会封筒） 複数 1978 1982

新任教員第2期研修会案（1978年度）、要項案（1980、1982年度）、新任教
員第3期（夏期）研修会計画案（1978～1980年度）、新任教員研修の年間
計画案（市教委）、服装・勤務条件・研修（市教委）、生徒の指導の仕方（幼
稚園ー高校看護）

劣化

住吉97 566 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978
目で見る大阪市の同和行政の実態、日本共産党大阪市（会議員団、委）、
同和地区人口調べ、同和地区内に新たな差別、暴力団と癒着して利権を
あさる「解同」幹部、教育への不当な介入、同和予算見直し決議

住吉71 567
1978建設省交渉記録
（テープ起こし）

ファイル 1978
同和向公営住宅、小集落地区改良事業、持家対策、都市計画、災害危険
区域、部落内、地域環境、建設省独自の部落問題の取り組みについて

住吉09 568
全同対意見書S53．2．14
厚生省手引書体制原案
S53．2 在中

紙袋 1978
全隣協常任理事会報告、全国隣保館実調案（全隣協）、1978年度福祉係
当初予算調、（隣保館運営費補助金交付基準改正案）、隣保館運営等に
関する懇談会資料、資料「運営の手引」編集計画案

住吉71 569 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1978 1981

第16回支部執討議資料（隣保館運営要綱をめぐる諸論議）、民生局保育
部長との話し合い、いのくらNo.10、狭山「異議審」斗争の現状と住吉支部
のとりくみ、班別集会まとめ、総計だより、「障害児」進路闘争の現状と課
題、新聞記事、拡大S会議資料、9号棟設計変更要求、支部1978年度役員
改選案、自動車検査証

住吉11 570 （地区資料研究会封筒） 複数 1978 1979

総計実行本部討議資料、総合10カ年計画の総括と方向、「特措法」の現状
と課題、プール建設、総計本部合宿資料、用地買収現況、店舗前通行量
調査結果、総計実行本部住宅部会討議資料、住宅平面計画、用地買収現
況（地図）、住吉生協施設の立地状況

住吉71 571 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978 1982
週刊朝日82．10．8（皇軍による沖縄久米島住民20人虐殺）、明治時代「無
政府状態」にできた大阪のスプロール（大阪人1978年3月号・玉置豊治郎）



住吉31 572

部落解放第1回全国「同
和」保育研究集会、第12
回大阪「同和」保育研究集
会報告書

冊子 1978 1979
大阪住吉・住田利雄、全国同和保育連絡協議会（準備会）現地実、国際児
童年（資料）、基調提案、分科会報告（第1～12分科会）

住吉92 573
大阪同和保育－第10回総
会特集－

冊子 1978 大阪同和保育連絡協議会

住吉91 574

部落解放第1回全国「同
和」保育研究集会・第12回
大阪「同和」保育研究集会
討議資料

冊子 1978 全国同和保育連絡協議会（準備会）現地実、基調提案、分科会報告

住吉02 575 部落解放第6回地区研 冊子 1978 1979
開催要綱、基調提案、分科会の討議資料、今年の闘いの基調と部落解放
運動の課題

住吉91 576 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978
同和行政の効果（全日本同和対策協議会専門部会、生活環境、住宅環
境、福祉保健対策、産業経済対策、職業対策、啓蒙啓発対策、人権擁護
対策、特置法と行政組織

住吉92 577 （地区資料研究会封筒） 複数 1978
対象地域の実態、同盟員登録の記入に関しての要項、（解放同盟員家族
構成カード）、再登録運動（についての考え方、実施要綱）、政治結社国粋
同和会の結成とその特徴について

住吉78 578 平沢資料　78平沢 ファイル 1978 1979

住監協新聞、大阪府の軌跡と展望、大阪市政シンポジウム基調報告、日本
社会党大阪市議員団大阪市政要綱、大交自動車部住吉区政治活動委結
成総会について、本部通信第22号、地域・教育・福祉関係者名簿、「原稿」
のご依頼（平沢徹）、部落解放の市政推進に関する要求書、浅香地区買収

住吉94 579
平群中学「同和教育」の実
相－あばかれた二枚舌

小冊子 1978 奈良県連、平群中差別教育糾弾闘争中間報告

住吉91 580 （地区資料研究会封筒） 冊子 1978
三大闘争勝利・組織強化月間（7～9月）闘争要綱（中央本部）、「特措法」
闘争の経過と今後の方向、狭山再審闘争－行動要綱、部落地名総鑑」糾
弾闘争の方向、国際人権規約批准運動の先頭にたとう

住吉73 581 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978 1980
第9回青年部大会議案書（1978年度活動報告、1979年度活動方針案、ス
ローガン採択）、解放学校中学3年生合宿要項（第2次試案）

住吉02 582 部落解放第5回地区研 冊子 1978
総計の現状と課題、部落地名総鑑糾弾闘争の方針、狭山闘争の現状と課
題、部落解放と共同闘争

住吉93 583
1978年度大阪市災害対策
本部　住吉区支部災害救
助対策要綱

冊子 1978
住吉区役所、災害救助対策計画、組織計画、地区協力隊の活動、避難計
画、消防計画、水防計画、給水計画、ガス関係、電気関係

劣化

住吉77 584 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1978
5．22支部総決起集会（支部狭山闘争委、狭山闘争の現状と闘いの方向、
「狭山再審闘争」）



住吉71 585 （地区資料研究会封筒） 複数 1978 1979

解同班別集会資料、第5回地区研（要員用）、狭山闘争討議資料（支部
執）、組織建設3ヶ年計画資料1「住吉の現状」、同和会との闘いをいかに進
めるか、支部狭山闘争委参考資料1、「人間に光を」（同和会）、住之江郵便
局差別事件（事実経過）、抗議と申し入れ（同和会府連事務局長）、支部執
討議資料、「松本治一郎」記念会館建設大衆カンパとりくみ

住吉91 586
第12回全国解放教育研究
集会（書き込みあり）

紙袋 1978 1982
山中一揆（山中一揆義民顕彰会）、全国解放教育研究集会参加者名簿、
貝塚の被差別部落の実態

住吉71 587 （地区資料研究会封筒） 単葉 1979 支部幹部研資料（総計実行本部事務局）
住吉93 588 都市混住大部落対策 ファイル 1979 大都市部落における住宅地区改良事業の推進について、浪速・西成地区

住吉76 589 （地区資料研究会封筒） 複数 1979 1980
1980年10．22公務員部会第5回総会（支部公務員部会）、1979年度公務員
部会会計報告、1980年度公務員部会予算案

住吉71 590 （地区資料研究会封筒） 複数 1979 1986

全国青年集会報告集、執、解同班別集会分担表、中3名簿、中3合宿指導
者体制、指導者スケジュール表、86年度住吉子ども会対象者数、第8回教
育守る会総会資料、会計監査報告、活動報告、教育守る会だより、回答書
（支部長宛）、部落解放大阪子ども会大会中学生討論集会、（小学生文集）

住吉71 591 教宣会議 ファイル 1979 1980
地区研報告書配布計画、教宣部会議、住吉同推協、1979年度総会資料
（同推協）、総計第5回合宿報告書、第5回地区研、教宣活動の方向、日常
組織内教育学習活動の現状、日常組織内教育学習活動基本構想

住吉71 592 支部決起集会準備資料 ファイル 1979 1980

第20回支部大会、住吉・住之江区内実結成総会、1017支部狭山総決起集
会資料、解放だより、「松本栄一歓迎」および統一行動、同盟休校への連
帯アピール、（電報）、（スケジュール）、石川一雄（要請書）、解放だより、
「特措法」強化改正の現状と方向、狭山再斗争の現状と課題、「地名総鑑」
糾弾斗争について、「狭山・特措法」闘争本部体制

住吉71 593
支部教宣原紙　No．3
1979 9．10－

ファイル 1979 1981

障害者家庭教育訪問調査、班別集会、特措法第4波闘争、同和会粉砕、
解同班別集会、第19回支部定期大会、御崎保育所閉所、解法講座、狭山
斗争、土地研（第6回・7回）、10．31狭山全国闘争、中3合宿、支部幹部研
修会、衆・参同時選挙

住吉99 594
№13　昭和56．12．22より
（新聞記事切り抜き）

ファイル 1979 1985
大阪毎日（同対法期限切れ目前）、被差別部落法相が初視察、えせ同和
団体、山口組の暗殺退院同和住宅に不正入居、婦人年16年最終季ナイロ
ビ民間会議、（手紙のコピー）

住吉71 595
住田顧問へ　第1０回支部
執討議資料　川口

紙袋 1979 1980

教宣部会議報告、民生局差別行政糾弾支部決起集会、解放だより、狭山
再審請求棄却区民レベルの抗議を、守る会だより号外、反動的な民生局の
保育行政を糾弾する、1．28狭山闘争総括資料案、支部緊急抗議集会、第
2回住之江郵便局差別落書事件確認・糾弾会にむけて、解放同盟第35回
全国大会開催要綱

住吉92 596
府同促第29回定例総会議
案書

冊子 1979 1981
1979年度事業報告・決算書、1980年度事業方針・予算案・市町村分担金
案、○○市同促規約

劣化



住吉91 597
師岡理論　解放新聞　54．
7．2～8．6

ファイル 1979 1981

今日における部落差別についての理論的状況、部落解放理論の正しい方
法的視点のために、部落解放理論における階級と身分の問題、解放新聞、
一家の苦難は不当逮捕から、全力で三大闘争訴える、各地で10．23狭山
情宣、部落史と中世史、「特措法」闘争の現段階

住吉92 598
解放新聞大阪刷紙判　昭
和54

ファイル 1979 1984 解放会館だより（第18～19号・福山市）、解放新聞大阪版（355～607号）

住吉97 599 同和新報綴り込 ファイル 1979 1982
新聞（民報、悪の根源府同促方式）、解放の道（第113～115号）、同和新報
（第21～27号）

住吉92 600
ナニワ裁判　54年7月30日
判決資料

ファイル 1979 1981

「浪速窓口一本化裁判の和解」について、判決理由の要旨（4件共通、12．
10「和解」の主な経過、第3期中央解放学校、毎日新聞（7．31）「訴えは適
法」と差し戻す、解放新聞大阪版（いわゆる「浪速窓口一本化裁判の和解」
について日支・全解連の分裂主義とわれわれのたたかい

住吉91 601
部落問題研究所　昭和55
年2月

ファイル 1979 1984

部落問題研究所会報（第16、33・34号合併号・36、46、49号）、部落問題研
究ニュース（No．82～83、89、92、全国部落問題研究協議会）、第36回同援
研全国集会案内（1984）、第33回全国部落問題夏期講座案内、部落問題
研究所案内、第33回同援研全国集会要項、第17回部落問題研究者全国

住吉77 602
住之江郵便局差別落書事
件　55年1月18日

ファイル 1979 1981
一連の差別落書事件、同和教育推進校PTA連絡協議会結成趣意書案、
解同班別集会記録用紙、解放新聞大阪版　第393ー394

住吉86 603
差別と斗う文化会議　54．
8

ファイル 1979 1982
差別戒名、広島原爆被害の概要、差別とたたかう文化会議、「戦争と人間」
全国キャラバン実、広島平和記念資料館、国際人権規約について、「過去
帳」に関するアンケート

住吉99 604
新住居（資料住吉区）　昭
和55．2．29

ファイル 1979 1980
住吉区国勢調査実施本部、わかりやすく便利になる新しい住居表示（大阪
市総務局市民部）、生活保護状況

住吉31 605
部落解放住吉地区総合実
調（教育）

ファイル 1979
5才児年間指導計画、同和地区保育所児の言語能力について、幼保との
連携を通しての取り組み、幼児の就学前教育に関する調査、児童・生徒の
生活と学習に関する調査、学校教育調査、就学前地区保護者用個人調査

住吉79 606
解放だより　1979．8．18～
1980．5．26

バイン
ダー

1979 1980
解放だより（上田卓三委員長当選、解同班集会、部落解放に敵対する政府
自民党、同盟休職・同盟休校・ハンストで再審を要求、御崎保育所閉所を
撤回させる）

住吉91 607
第2回近畿地区隣保館職
員研究集会開催要項

仮綴じ 1979
第2回近畿地区隣保館職員研修会開催要項、隣保館職員研究集会第5回
実

住吉01 608
「まち」づくりの現状におけ
る簡単な「まとめ」とその方
向性からの現状への「提

紙袋 1979
「まち」づくりの現状における簡単なまとめとその方向性からの現状への「提
言」、住吉総計日光大グループ

住吉71 609
1979年　第18回支部大会
議案書

冊子 1979
支部、三大闘争のとりくみ、統一地方選挙について、衆議院選挙・参議院
選挙について、会計監査報告、活動方針及び予算案、1978年度決算報告
案、1979年度予算案



住吉02 610 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979
支部、第6回地区研実、地区協、｢同対審｣・｢狭山｣・住吉・住之江区民共闘
会議、狭山再審要求闘争、部落解放をめざすまちづくりの闘い、解放教育
闘争、部落の労働実態と仕事保障、部落問題を区民のものに

住吉02 611
部落解放第5回地区研・報
告書

冊子 1979
総計と特措法、差別事件と部落地名総鑑、狭山再審闘争の現状と課題、
部落解放と共同闘争、反差別共同闘争の前進のために

住吉72 612 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979 第24回全婦報告集会、婦人部
住吉77 613 （地区資料研究会封筒） 複数 1979 抗議文（第5の部落地名総鑑）、申入書（地名総鑑）、府連執上田卓三

住吉73 614 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979
第9回支部青年部大会議案書（1978年度活動報告、1978年活動日誌、基
調と任務、1979年度活動方針案、狭山闘争方針、三大闘争に勝利するた
めの決議案、組織強化にむけての決議案、「同和会」粉砕への決議）

住吉82 615 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979 町営寿湯営業権賃貸借契約書、住吉第5町会

住吉72 616 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979
第7回婦人部大会議案書（活動報告案、各対策部活動方針案、「妊婦守る
会」について）

住吉79 617 （地区資料研究会封筒）
新聞コ
ピー

1979
人間に光を（新聞）、同和会府連東支部、この教育崩壊から子どもたちを救
え

住吉71 618 （地区資料研究会封筒） 複数 1979
第18回支部大会議案書、投資資格証、委任状、第18回支部信任投票分担
表、信任投票用紙、選挙管理委員補佐配置名簿、投票所別得票一覧表

住吉76 619 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979
公務員部会第4回総会、1978年度活動報告、活動日誌、1979年度活動方
針案、今期総会以降の執行体制について、公務員部会規約

住吉77 620 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979 1980 住之江郵便局連続差別落書き事件糾弾要綱案、要求書（対住之江郵便

住吉73 621 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979

第9回青年部大会議案書、支部、1978年度活動報告、1978年度活動日
誌、第9回大会の基調と任務、1979年度活動方針案、大学友の会活動方
針案、教宣部活動方針案、狭山闘争方針、共斗部活動方針案、部落解放
三大闘争に勝利するための決議、組織強化にむけての決議、「同和会」粉

住吉91 622 西光萬吉 冊子 1979 水平社宣言、西光萬吉略譜、西光萬吉劇作目録、追悼文

住吉31 623 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979

1979年度地区保育守る会総会、保育守る会総会、病児保育検討委、職員
給食要求委、｢同保連｣研究指定園実のとりくみ、絵本申しこみ書、住吉幼
児保育所建設運動、保育内容交流部会、洋裁同好会、保育守る会ダンス
講習会活動報告、活動日誌、1978年度会計報告、1979年度活動方針

住吉76 624 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979
公務員部会第4回総会　支部公務員部会、公務員部会第4回総会（規約改
正案、活動日誌、新役員案）、1978年度活動報告

住吉02 625 部落解放第6回地区研 紙袋 1979
24時間生活実調集計報告書・住吉・御崎保育所、地区研第3分会子どもた
ちの現状、第6回地区研、支部教育運動20年の取り組みをふまえ地域ぐる
みの闘いを

住吉31 626
24時間生活実調集計報告
書－住吉・御崎保育所－

冊子 1979
住吉の保育のあゆみ、24時間生活実調、第11回大阪同和保育研究集会、
第12回大阪同和保育研究集会、大阪同和保育教育連絡協議会研究指
定・調査項目、同和教育とは、同推協就学前教育部会

住吉31 627 御崎保育所閉所反対署名 紐綴じ 1979 御崎保育所閉所反対住吉・住之江区民の会
住吉77 628 （地区資料研究会封筒） 封筒 1979 1981 質問状（同和会宛） 劣化



住吉71 629 部落解放「基本法」学習会 ファイル 1979 1985
部落解放基本法案（試案）、解放会館職員研修（1979．10．2ノートコ
ピー）、解放だより（第123号）、「地対協」意見具中と部落解放基本法、「基
本法」制定要求国民運動の基本期間

劣化

住吉89 630
住吉同推協　にんげん公
開授業指導案　市立敷津
浦小学校

冊子 1979
市立敷津浦小学校、国語科学習指導案、図画工作科学習指導案、道徳科
学習指導案、社会科学習指導案

劣化

住吉93 631
初めて教壇に立つ人のた
めに　－手引き書－

冊子 1979 市教委、同和教育、学級経営、在日外国人子女教育、養護教育

住吉93 632
大阪市民の「同和問題」に
関する意識調査報告書
（分析編）

小冊子 1979

大阪市、大阪市同推協、調査の概要、差別についての考え方と風習に対
する意見、「同和問題」の認知について、「部落」という言葉のイメージと「同
和問題」についての意識、同和対策についての意見と部落差別をなくす方
法について、啓発活動と同和教育、その他の人権問題と行政への要望、付
録・依頼状と調査票

住吉93 633 （地区資料研究会封筒） 複数 1979 1982
越境入学について－1981年度－（市教委）、1980年度越境入学防止広報
実施結果、第21回大阪市適正就学推進委資料（1980年度）、すいしん
（71、72合併号、78、79合併号）

住吉92 634 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979 第1回府連委、Cap会議レジュメ、（資料）内外情勢について（大賀正行） 劣化

住吉71 635 （地区資料研究会封筒） 複数 1979 1983
部落解放大阪市政推進に関する要求書（府連・1983）、1982．8．6身障者
用日局の設置について（手書き）、建設省交渉報告書

住吉71 636 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979 1981
信任投票結果（支部）、信任投票用紙、第1回室、1980．8．12～15．対市交
渉要求書

住吉87 637 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1979

同和問題に関する意識調査アンケート、同和地区における老人福祉調査、
人権問題に関する意識調査アンケート、未組織部落実調項目案、危険地
部落災害実調案、教育実調案について、世帯名簿－障害者－、労働実調
の実施要領、部落企業実調…通産省関係案、就学前教育に関する調査ア
ンケート、農林漁業実調の実施要領

住吉31 638
24時間の生活の組織化を
めざして－大阪の同和保
育運動10年のあゆみ－

冊子 1979
大阪同和保育連絡協議会、大阪の同和保育運動十年のあゆみ（年表）、大
阪同和保育基本方針、映画とともに生きる

住吉94 639
部落解放第2回全国「同
和」保育研究集会・第4回
奈良県解放保育研究集会

冊子 1979 基調提案、分科会報告、決議

住吉97 640 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979
同和地区職業育成費給与規則、同和地区老人調査委の概要（市大生活
科学部社会福祉学研究室）

住吉97 641
都市政策について1979．2
日本工業大学建築学科
高橋恒

小冊子 1979
日本工業大学建築学科、計画に内包される問題点、政策の内容として望ま
しいこと

住吉34 642 （地区資料研究会封筒） 冊子 1979 1979年度総会資料（同推協）



住吉71 643
1979年18回支部大会議案
書

冊子 1979 支部、第17回大会以降の特徴、活動方針及び予算案

住吉71 644 住吉支部 紙袋 1979 1985
1985年度地区生活保護受給者組合総会議案書、第11回地区研報告書、
支部執討議資料、全館常任会議（意見集約）、三役書記局（拡大）合宿、支
部幹部研修会資料、地区研設置運営委報告

住吉88 645 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1979 差別を生き抜く…大川恵美子（66）放送1979年12月第2週（英語訳あり）

住吉94 646
部落解放第24回関東婦人
集会

小冊子 1979
関東ブロック協議会、組織と日常の強化、就学前教育、婦人と行政闘争、
学校教育と子ども会活動、狭山闘争

住吉87 647
24時間生活実調集計保育
所－住吉・御崎保育所－

冊子 1979
同推協就学前教育部会、住吉保育のあゆみ－住田利雄氏・大川恵美子氏
に聞く－、24時間生活実調集計－住吉・御崎保育所－、（第11～12回大阪
同和保育研究集会資料）

住吉08 648 （地区資料研究会封筒） クリップ 1979
隣保館活動の意識付（原稿、住田）、意見書（井元鱗之、住田氏の「草案」
への意見書）

住吉91 649
1979年第1次政府各省交
渉・1979年度予算批判と
各省要求書

冊子 1979 各省要求書、1979年度「同和対策関係予算批判」、三項目の附帯決議

住吉97 650 （地区資料研究会封筒） 複数 1979
（第5の部落部落地名総鑑事件に対する）抗議文（上田卓三）、（部落地名
総鑑事件関係）新聞記事

劣化

住吉71 651 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1979
支部執レジメ（支部労働対策部報告事項）、第5回執討議資料、府連上田
選挙総括会議（資料）、11．22対市話し合い仕事要求内容、解放新聞（狭
山闘争週間）

住吉92 652 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1979

府同促協議員会議事次第（「地名総鑑」の新たな闘いついて、大阪府の人
権週間に向けての取り組み、人権週間中の主な啓発行事計画、全国実調
推進担当者会議、同保連10周年事業、巡回バス運営要領、1980年度国家
予算に対する要求書、部別予算表）

住吉02 653 第6回地区研 小冊子 1979
支部、狭山再審要求闘争、部落解放をめざすまちづくりの闘い、解放教育
闘争、部落の労働実態と仕事保障

住吉87 654
24時間生活実調集計報告
書ー住吉・御崎保育所

冊子 1979
同推協就学前教育部会、住吉の保育のあゆみ、大阪同和保育研究集会、
大阪同和保育連絡協議会研究指定・調査項目

住吉32 655 解放学校資料 ファイル 1979 1980

「すべての子ども、父母の願いと要求にこたえて」（第2期工事完成、住吉小
校舎落成式実）、青館ごあんない、解放会館ごあんない、解放学校拡大運
営委、中3名簿合宿参加状況、中3合宿指導者スケジュール表、中3合宿指
導者体制、進路保障のとりくみ

住吉84 656 住吉スポーツセンター ファイル 1979 1982
1982年1．2月住吉スポーツセンター貸館日程表、1982年1．4．7月住吉ス
ポーツセンター予定表、4月勤務予定表、1979～1981年度青館付属体育
館使用状況

住吉91 657 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980
全隣協、厚生省（山田市民館運営委1980年度運営方針、55年度決算見込
額）、第17回全国隣保館職員研修集会九州ブロック研修会

劣化



住吉91 658 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980
全隣協、厚生省、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、第17回全国
隣保館職員研修集会中国ブロック研修会

住吉91 659
第17回隣保館職員研修会
資料　東日本ブロック　全
隣協

冊子 1980
第17回隣保館職員研修会基調提案、第1分科会（隣保館で行う啓発活動
について）、第2分科会（隣保館運営上の問題について）

住吉03 660
住吉解放会館就業規則
57．1．29

ファイル 1980 住吉地区解放会館職員就業規則、1980年度住吉隣保館評議委議事録

住吉09 661
隣保館手引、作製資料
昭55．4

ファイル 1980 1982 隣保館運営の手引

住吉91 662 建設省 紙袋 1980 要求書（対建設大臣）、（「特措法」強化・改正要求国民運動中央実）

住吉71 663 （地区資料研究会封筒） 複数 1980 1983
空想より科学へ、要求書（対建設大臣）、全国大行動要綱、中央本部、
1980年支部旗びらき、支部をとりまく現状と課題・方向について、今日にお
ける部落差別の理論的状況

住吉79 664 （地区資料研究会封筒） 複数 1980
解放だより（狭山1～2月決戦、解同班別集会、狭山村争、中3合宿、同盟休
職・同盟休校・ハンスト、東京高裁、支部狭山総決起集会）

住吉35 665 原紙綴り　1981．4．9～ ファイル 1980 1981

仁川ハイキングうたの本、子ども会だより、（第1～9号）、夏季子ども会予定
表、住吉解放学校だより（1989．6．8）、支部大会子ども会方針、1981年春
季活動学年別結集状況（住吉子ども会）、住小差別事件のとりくみ（1980．
10．4）、狭山闘争のとりくみ

住吉91 666 （地区資料研究会封筒） 単葉 1980 部落問題研究ニュース（No.73～74・全国部落問題研究協議会）

住吉91 667
部落解放第25回全婦（高
知）

紙袋 1980
討議資料、狭山差別裁判第76号、部落解放文学賞応募要項、中央選挙闘
争ニュースNo1、’80権利とくらし・平和のための婦人集会（案内）

劣化

住吉92 668
国際人権規約　昭和59年
2月

ファイル 1980 1984
国際人権規約連続学習会世界人権宣言大阪連絡会議結成総会、現代の
貧困、「人権革命」の意味、全隣協出張旅費請求書（メモ）

住吉92 669
府同促第30回定例総会議
案書

冊子 1980 1982
1980年度事業報告・決算書・監査報告、1981年度事業方針、予算総括表、
1981年度市町村分担金案、事業別予算表、府同促寄附行為、同対事業の
推進

劣化

住吉92 670
部落問題資料控　昭和
54．12

ファイル 1980 1984

部落問題研修生講座、部落問題研究ニュースNo．88、大阪府青年部「経
過と見解の反動性を弾劾し、全青統制処分を粉砕せよ（府連）、同和対策
事業の総括と見直し、1980年度大阪市同和対策事業関係予算　別表、
1987年2月12日朝日新聞（同和問題解決ほど遠く）、差別事件（1980．6住



住吉61 671 大阪個人給付資料　昭57 ファイル 1980 1984

地区住民福祉対策単価表、市町村個人給付事業一覧資料5、大阪府同対
審答申（84．2．25）資料8（断片）、神戸市個人的事業の対象者決定の具体
的基準（84．3）資料6、兵庫県単独事業の取り扱い方針（82．4．6）資料1、
埼玉県同和対策総合五カ年計画（83．1）資料7、尼崎市個人施策の検討
結果一覧表（83．4．1）、尼崎市同和対策個人給付的事業に係る支給の制
限に係る要項（83．4．1）資料5、北九州市同和行政の基本方針に基づく運
動団体との対応等について（資料4）、北九州市個人給付的事業の整理、
八尾市同和対策協議会中間提言（82．3．13）、大津市個人制作の検討結
果について（80．1．8）大阪府個人給付事業所得基準表案（81．6）、大阪府

住吉01 672 建設工事点検委 ファイル 1980 1981 総計実行本部、建設工事点検委報告（工期、施工内容、指示、点検内容）

住吉71 673 部落解放住吉地区総計 ファイル 1980
民生局交渉総括会議、対市交渉総括会議、民生局交渉打合せ会、住吉地
区総合10ヶ年計画実行本部、老人解放センター建設委、対市交渉要求
書、総計実行本部教宣のとりくみ

住吉01 674 点検委 ファイル 1980 1981
住吉地区総計実行本部建設工事点検委、手直し工事完了届、住吉住宅4
号館改造工事

住吉01 675 総計関係会議　原紙№1 ファイル 1980 1981
民生局交渉（要員闘争）集約、住吉地区総計実行本部規約案、民生局交
渉総括会議、対市教育委交渉要求書、住吉地区総合10ヶ年計画実行本
部組織体制、老人解放センター建設委（準備会）

住吉87 676
住吉地区労働実調分析結
果

冊子 1980
労働実調実施経過、就業状況構成、勤務者（単純分析・クロス分析）、勤務
先の不満状況、無職者に関する調査、労働実調票、勤務者調査、就労希

住吉79 677
解放だより　1980．6．6～
1981．5．22

バイン
ダー

1980 1981
解放だより（解同班別集会、戦争と増税政策を打ち出す自民党、「窓口」問
題で学習討論会、同和会五つの悪事、障害者家庭訪問調査60％達成）、
総計だより（中央総決起集会に2万員結集）

住吉83 678 老人解放センター ファイル 1980
平面図、老人解放センター建設、老人解放センター建設委準備会、老人
解放センター早期建設に向けて

住吉71 679
1980年　第19回支部大会
議案書

冊子 1980

支部、スローガン、三大闘争をいかに闘ったか、支部組織の強化と学習活
動のとりくみ、決算報告、会計監査報告、主な活動日程、三大闘争に決着
をつけよう、予算案、特別決議、「同和」事業実施の方向と部落解放運動の
発展について

住吉71 680
1980年　第19回支部大会
議案書

冊子 1980
支部、スローガン、三大闘争をいかに闘ったか、支部組織の強化と学習活
動のとりくみ、決算報告、会計監査報告、主な活動日程、予算案、決議案

住吉02 681 部落解放第7回地区研 冊子 1980
住吉における環境改善、社会保障、仕事保障の現状と課題、解放教育に
とって残事業とは何か？、差別事件と人権啓発、狭山闘争の現状と課題

住吉02 682
部落解放第6回地区研・報
告書

冊子 1980
狭山再審要求闘争、部落解放をめざすまちづくりの闘い、解放教育闘争、
部落の労働実態と仕事保障、部落問題を区民のもとに

住吉74 683 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980 住吉解放学校中学三年生合宿要項、基本スケジュール案

住吉12 684 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980
部落解放生活保護者組合総会議案書、活動報告、活動法針、会計報告、
会計監査報告

住吉71 685 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980 支部幹部活動家合宿（メモ）



住吉71 686 第20期支部執 ファイル 1980 1981
支部執資料（第8～10、12回）、「上住吉」校区等問題市プロジェクト中間報
告、府連荒本支部の債権問題に関する報告、支部第20回定期大会、第20
期第1回支部執、第2回支部執資料、政治共斗部・人権対策部合同会議報

劣化

住吉32 687 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980
教育守る会第2回総会議案書、教育守る会第2回総会議案書、参議院選挙
闘争勝利・組織内松本英一候補の必勝のための決議、特別決議｢主任制
度化に反対｣案

住吉14 688 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980 第1回地区組合担当者研修会（桃山荘）、（上田卓三）後援会へのおさそい
住吉31 689 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980 住吉保育守る会規約（草稿含む） 劣化

住吉92 690
差別は生きている　「特措
法」強化改正要求国民運
動大阪実

冊子 1980

みんなの力で「特措法」強化改正を！、部落地名総鑑差別の根は深く、大
阪の部落の実調から、日本の人権と福祉を守る、「答申」「特措法」は闘い
の中で生まれた、興信所調査の98%は「部落出身かどうか」、多発する差別
事件、解放同盟の強化改正試案、全国市長会の強化案、私たちの課題と
して、同対審答申、特措法、「特措法」強化改正要求国民運動大阪実

住吉71 691
「特措法」実・企業同和推
進委員一覧表

ファイル 1980 1981

「特措法」強化改正要求国民運動住吉・住之江区実構成団体及び体制案
（1980．10．13）、参加者確認（名簿）、「特措法」強化改正要求住吉・住之
江区実1981．9．8、「特措法」強化改正要求国民運動大阪実ニュース第8
号、「特措法」付帯決議の早期実現に関する協力要請について、会員、（名

劣化

住吉92 692
「解放共闘大阪」第319号
部落解放大阪府民共闘会
議

新聞 1980 1987 解放共闘大阪第319号、河内新報第95号 劣化

住吉74 693 教対部 ファイル 1980 1981

（読売・朝日・サンケイ・毎日）5．26、1981校務検討委、市教組南大阪支部
「非行・校内暴力とたちむかう実践の創出のために、住吉中学校平面配置
図、教育委交渉打合せ、住吉小要求書、敷津浦小学校　校舎建設等につ
いての要求書、住吉小差別事件（第1回確認会、支部検討分析会「第2
回」）、学校給食の改善を、住吉小学校校舎建設・改善進行状況と主な残

劣化

住吉85 694 生協・店舗 ファイル 1980 1981
住吉改良住宅（9号館）建設工事、Kマートチェーンの組織運営制度につい
て（Kマートチェーン本部）、ケイマートチェーン協同株式会社　会社概要、
南海流通事業本部・店舗開発部主任浜崎氏との話し合い

住吉77 695 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980
あいつぐ住之江郵便局の差別落書き事件をいかに闘うか、住之江同和対
策5カ年計画

住吉89 696 （表題なし） ファイル 1980 1983

住吉小学校増築及び改造工事、住小校舎・施設整備の改善整備につい
て、住吉小学校1982年度教室配置、住小講堂周り外構計画要求内容、住
小校舎建設マスタープラン、住吉小学校校舎建設の現状と課題、住吉小
学校校舎建設・改善進行状況と主な残事業

劣化

住吉08 697 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980 1986

住田利雄さん追悼集会運営要綱　川口隆男、解放会館責任者会議教育関
係報告、1986年度夏期活動第1回実・資料、市内ブロック「同和」保育推進
研究討論集会（部落解放センター）、1980年度地区保育守る会総会、大阪
市同和保育の現状

劣化



住吉71 698 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980 1981

（大阪市長宛）「特措法」強化改正部落解放基本法制定　部落解放市政推
進に関する基本要求、すいしん第78～79号合併号、市職民生局との話し
合い、府連第129号「当面する諸活動についての」動員要請、同和保育所
職場委員連絡会、1980年度決算報告、1981年度予算案、「特措法」強化改
正要求国民運動住吉・住之江区構成団体及び体制案（1980．10．13）

劣化

住吉93 699 （地区資料研究会封筒） 冊子 1980 1983 研究紀要№20～23　同和教育の推進　市立敷津浦小学校 劣化

住吉71 700 （地区資料研究会封筒） 複数 1980 1984
矢田教育差別事件（住吉同推協）、解放理論3つの命題、、住吉小学校（差
別落書き事件第2回確認会、差別事象について）、住吉誠友老人会報告
（支部執へ提出）、事実経過（住吉小の落書き事件）

劣化

住吉92 701 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1980

府連第6回執（当面の闘争計画（府連）、「特別措置法」強化改正要求国民
運動大阪実ニュース、市町村議会「特措法」決議状況、「再審法改正を求
める大阪府民の会」よびかけ文、10．31寺尾差別判決6ヶ年糾弾狭山再審
要求中央総決起集会集会次第案、法務局、婦人部解放講座受講者カー

住吉89 702 住吉小学校学習内容 ファイル 1980 1981
児童の実態に目をすえて住吉小学校、1980年度住吉小学校学習内容、
1981年度住吉小学校学習内容

住吉03 703 総計実行本部通達No．1 ファイル 1980 1981

総計実調実施についての打ち合わせ会議への出席要請、総計実行本部
への加入および本部員の選出方御願い、総計一泊研日程のお知らせ、総
計実行本部会議開催のお知らせ、総計実行本部一泊研のお知らせ、12．
16民生局交渉にむけた打合せ、（各種通知案内文）

住吉92 704
大阪同和保育－第12回総
会特集－

冊子 1980 大阪同和保育（連絡協議会、研究集会開催要綱）

住吉92 705 （地区資料研究会封筒） 複数 1980 解連協教対部会実調集計資料、生活対策

住吉93 706
同和地区高齢者対策のあ
り方についての意見

冊子 1980
大阪市同和対策推進協議会、大阪市における同和地区老人対策のあり
方、同和地区高齢者調査の概要、同和地区高齢者対策のあり方について

住吉34 707 （地区資料研究会封筒） 複数 1980 1982
児童・生徒の食生活の実態（同推協）、すいしん（第78～79合併号、同推
協）、うたの夕べ季順子望郷を歌う

劣化

住吉93 708

私たちは生きたい　文さん
一家九人に特別在留許可
を！　文さん一家に特別
在留許可を求める会

小冊子 1980
文さん一家に特別在留許可を求める会、入管体制と在日韓国・朝鮮人、済
州島と日本、取組みの経過、大阪地裁判決の骨子

住吉71 709 （地区資料研究会封筒） 封筒 1980 1983 請求書（住吉支部、解放出版社、弁護士松本健夫・民事報酬報酬金）
住吉06 710 総計だよりNo．2 ファイル 1980 1981 総計だよりNo.1～18

住吉06 711 総計だより　原紙 ファイル 1980
民生局保育行政糾弾、対市交渉（建築局、民生局、教育委）、特措法強
化・改正、消費税導入反対、住小・住中に米飯給食を実施させよう！、「特
別措置法」強化・改正

住吉02 712
部落解放第6回地区研・報
告書

冊子 1980
分科会報告、狭山再審要求闘争、部落解放をめざすまちづくりの闘い、解
放教育闘争、部落の労働実態と仕事保障、部落問題を区民のもとに



住吉71 713
1981年第20回支部大会議
案書

冊子 1980

1980年度活動報告、第19回支部大会以降の活動報告と特徴、三大闘争を
いかにたたかったか、闘争日誌、部落解放運動を取り巻く情勢と今大会の
基調、三大闘争の課題と組織・共闘の課題、課題別闘争のとりくみ、（資料）
いわゆる「浪速窓口一本化裁判の和解」について

住吉22 714 部落解放第7回地区研 冊子 1980
住吉における環境改善、社会保障の現状と課題、解放教育にとって残事業
とは何か？、差別事件と人権啓発、狭山闘争の現状と課題、解放同盟の強
化改正試案

住吉91 715
1981年度　全隣協報告書
第1回

小冊子 1980 1982
全隣協事務局、第1回理事会の報告、1980年度（事業報告、月別活動状
況、全隣協歳入歳出決算書）、1981年度事業計画、大蔵省・厚生省交渉の

住吉71 716 （表題なし） 紙袋 1980

班別集会資料～みんなでくらしの砦－部落解放生協－を盛り上げよう、解
放だより、「特措法」強化改正要求国民運動住吉・住之江区実結成総会へ
のご案内、支部拡大執兼オルグ団結成レジュメ（支部オルグ団再建に関す
る統一認識と部落解放運動を取り巻く情勢について、班別集会に向けて）、
住吉生協共同購入注文書

住吉71 717
1980年第19回支部大会議
案書

冊子 1980
支部、第18回支部大会議案書・活動報告、決算報告案、活動方針案、
1980年度予算案、本部提案の決議案

住吉91 718 第32回全同教大会 紙袋 1980
第5分科会、第32回全同教大会資料、第32回全同教大会提案資料・社会
認識「C」「この空き地になにが建つんや」（神戸市立御蔵小学校）、「かるむ
父母の学習会」学習の概要、解放新聞

住吉92 719 7．9　住吉 紙袋 1980 1981

第2回府連委（解放新聞大阪版、大阪実ニュース、箕面市議選－松本悟執
の出馬とすいせんについて（選挙結果）、上田選挙行動委員について、第
35期中央行政闘争本部体制について、今次八・九間闘争の位置づけと意
義について、「同和対策事業」特措法強化改正・部落解放市・町・村政確立
要求統一要請行動について）、1980年度部落解放大阪府民共闘定期総会
議案書、いつになったら時代は変わるのだろう（パワーソングバンド・水平

住吉35 720 少年館資料 ファイル 1980 1982

子ども会のかつどうにさんかしよう、夏期活動低学年部（子ども会）、82年度
夏期活動（低学年部）、1～2月低学年部、低学年部冬季活動、第5回支部
早朝ラジオ体操実施に向けて、たいかんとざん（子ども会・教育守る会）、82
年度住吉スポーツセンター使用状況、1980年度住吉青館付属体育館使用
状況（貸館として）

住吉71 721 特措法 ファイル 1980

特別措置法団体署名（企業、労組、宗教）、「特措法」強化改正要求国民運
動住吉・住之江区実結成総会（「特措法」附帯決議の早期実現に関する協
力要請、運営要項案、「特措法」強化改正要求国民運動住吉・住之江区実
構成団体及び大制衆

住吉92 722 大川恵二様 紙袋 1980 1987

河内新報、第12回府連執（第44回全国大会開催要綱、第1回大会運営委・
選挙管理委の決定事項について、府連第34回定期大会開催要綱、府連
役員選挙規定、高校奨学金貸与化反対闘争について、1986年度一般活
動報告、1987年度一般運動方針案、第44回全国大会運動方針の基調に



住吉92 723
解連協一問一答集編輯綴
昭56．12

ファイル 1981 解放会館業務一問一答集（茨木市同促？）

住吉86 724 住田利雄さんの古稀を祝 冊子 1981 古稀をお祝いして（吉田信太郎）、住田利雄さんの著作目録

住吉77 725 （地区資料研究会封筒） 単葉 1981
一連の差別落書（投書）事件に対する当局の回答（骨子）への抗議と申し
入れ、支部長野村君

住吉87 726
1府4県アンケート実調報
告　大阪郵便局連合解放

冊子 1981 大阪郵便局連合部落解放研、和歌山、滋賀、兵庫、京都、奈良

住吉99 727
住田利雄さんの古希を祝
う　天王寺ホテルエコー

冊子 1981
住田さんのあゆみ、私の隣保館活動、著作目録、「住田利雄さんの古希を
祝う会」実

住吉01 728
ＴＯＲ（ギリシャ文字）小川
隆久追悼文集

冊子 1981
小川隆久が係わった建築活動、住吉地区総合10ヶ年計画、八鹿高校のこ
と、狭山差別裁判闘争の山場を迎えて

劣化

住吉92 729 1982．7．6住田会長 紙袋 1981 1983
1982年度一般運動方針案、部落解放運動をとりまく情勢とたたかいの基
調、1982年度役員名簿、解連協、一問一答集、同対審答申、1981年度収

住吉66 730
1985年度大阪市同和事業
地区協総会

紙袋 1981 1985
新聞（サラ金の借金肩代わり団地に解禁、解放同盟退職の欠陥露呈、地区
協総会）、解放新聞第1049号、1088号）

住吉92 731
採用と人権ー従業員採用
の手引ー大阪府労働部
昭和56年4月

冊子 1981
雇用情勢の見通し、雇用計画とは、募集活動について、採用選考のあり
方、採用から入社まで、企業内同和教育の必要性、定時制・通信制高校通
学者の修就学保障、学卒申込手続、公共職業安定所在地一覧、求人票受

住吉02 732 地区研　昭和56年11月 ファイル 1981 1983

第10回地区研第1回実、第9回文化のつどい総括、解同班長要求組合代
表者合同会議、’82年度第2回役員会開催について（手紙）、地区協だよ
り、参加券（第8回地区研）、開催要綱（第8回地区研）、進行要領と任務分
担（第8回地区研）、全体集会要員分担、分科会の要員分担

住吉92 733
1982年4月28日第31回総
会資料

紙袋 1981 1983

府同促内規、府同対事業関係予算、事業別予算表、1981年度決算書、
1981年度監査報告、1981年度事業報告、1981年度差別落書（投書）一覧
表、主な業務日誌、1982年度事業方針、1982年度事業計画、予算書
（1982～1983）、府同促理事会次第、役員選考

劣化

住吉91 734
解同第36回全国大会　昭
和56年3月3日　東京大会

紐綴じ 1981

府連第28回役員選挙公報、第28回定期大会議案書、1980年度一般活動
報告、狭山再審闘争、闘争日誌、1981年度一般運動方針案、三大闘争の
課題と組織共闘の強化、第36回全国大会、「部落地名総鑑」糾弾闘争と差
別糾弾闘争、解放新聞

住吉34 735 すいしん綴 ファイル 1981 1983
会館だより（寝屋川、松原、虻草）、1982年度総会資料（住吉同推協）、りん
どくかいあきの社会見学、すいしん（第86～95号）

住吉92 736
部落解放研究所　昭和
56．5

ファイル 1981 1985
部落解放研究所通信、国際人権規約連続学習会、訪欧報告（部落解放研
究所）、反差別国際会議開催要綱、質問状（朝日新聞宛）

住吉31 737
子どもの生活実体（保育
児）昭和56・10

ファイル 1981 1982
御崎保育所の閉鎖攻撃に対する経過報告、大阪同保連第15回保育研究
集会



住吉12 738 巡回奉仕員　昭和56・8 ファイル 1981 1984

1981年巡回奉仕員一泊研日程表・資料・テキスト（お年寄りの介護）、府立
病院近代化整備事業のあらまし（奨学金貸与制反対についての）「そくし
ん」記事切り抜き（1982年）、大阪市同和地区老人身障巡回奉仕事業運営
規則の改正案、巡回奉仕員勉強会テキスト「寝たきり生活者の介護」、長寿
者保健栄養調査結果のあらまし、住吉誠友老人会報告（執）

住吉92 739
研究所理事会　昭和56．
12．26

ファイル 1981 1983

部落解放研究所理事会、大阪同和問題推進連絡協議会設立総会、所員
会議、文献目録作成に関する寄付金をつのるについての趣意書（原稿）、
部落問題文献目録・分類表、「部落問題文献目録（仮）予算案、研究所通
信、事業計画（1981～1982）

住吉92 740
部落解放研究所第4回研
究者第15回総会　57．2．
13

ファイル 1981 1982
部落解放研究所（第4回研究者会議、第15回総会）、「原爆の図」展実、府
立高校同和教育アンケート、高校生の部落問題意識実調の分析、「特措
法」、法案検討学者文化人の会報告、不戦の近い＝大阪・「原爆の図」展

住吉88 741
テレビ台本（社会教育）
昭和56・8・25

ファイル 1981 1983

第1回「明子の愛、そして」上映運動実、府連映画制作委と府・市映画制作
者関係者との懇談会について、毎日放送社会教育番組放送台本（あなた
の老後は？～独居老人のつぶやき～）、住吉の盆踊り考・住田利雄、住田
さんと授産所と旅行（吉村美代子）

住吉99 742
大阪市巡回奉仕員資料
昭和56年3月

ファイル 1981
巡回奉仕員勉強会テキスト（大阪市東淀川保健所）、患者の体位と体位交
換

住吉99 743 図書館資料　昭57・10 ファイル 1981 1982
図書館通信「図書館図書館年報」、中央図書館あんない、第37回民生委、
児童委大会、大阪市の図書館「図書館要覧」

住吉93 744
大阪市職員自治研報告
一部　昭和57．8

ファイル 1981
同対部支部職場自治研活動について、第3章　職場自治研集中推進月間
を終えて（同和対策事業の推進、大阪府解放会館運営要綱、同和地区解
放会館条例、同和対策対象地域における隣保館運営要綱、同和行政の手

住吉87 745
部落解放住吉地区総合実
調　№2（集計作業）

ファイル 1981
生活環境調査、個人基本台帳、世帯基本調査、生活状況、第2次地区総
合実調分担表、実調参加者名簿

住吉01 746 総計点検委 ファイル 1981 1983
住吉住宅14号館第2期建設工事、13号館建設工事、2号館増築・改善工事
行程表

住吉92 747
現行雇用諸制度のあらま
し－仕事保障のための活
用手引－

冊子 1981
解放研究所労働部会、同和地区住民の雇用対策、雇用対策諸制度、社会
保険、国の労働政策の概要

住吉79 748
解放だより　1981．6．16～
1984．5．31

バイン
ダー

1981 1984

解放だより（支部執行体制、解同班別集会、特措法・狭山総合推進本部設
置、宗教界で相次ぐ差別、石川さん無実の決定的証拠発見、支部の現状と
課題について討議、侵略展、狭山差別裁判の流れ）、総合実調を武器にさ
らなる闘いを（総計だより）

住吉92 749
財団法人府同促理事会次
第

仮綴じ 1981 1982 府同促理事会次第

住吉71 750
1981年　第20回支部大会
議案書

紙袋 1981
支部、スローガン、大会プログラム、第20回支部大会議案書活動方針案、
支部規約一部改正案、いわゆる「浪速窓口一本化裁判」の和解について、
綱領、第20回定期大会（執信任投票対象者一覧）



住吉02 751 部落解放第8回地区研 冊子 1981
環境改善、社会保障、仕事保障、解放教育、差別事件と人権啓発、狭山闘
争、部落問題入門

住吉32 752 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981
1981年度第3回教育守る会総会資料（1980年度教育守る会活動報告、会
計決算報告、会計監査報告、1981年度活動方針案、教育守る会規約、不
買同盟を組織する決議

住吉71 753 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981
第20回支部大会議案書案、支部、1981年度運動方針案、生協運動の発展
にむけて、（メモ）

住吉88 754 （地区資料研究会封筒） 複数 1981 1982
住吉の解放運動史（全国水平社創立と融和事業、米騒動）、支部解放運動
年表、平和をめぐる情勢と当面の課題、部落差別と特措法、1982年度の重
要ポイント「運動の基調」

住吉71 755
1981．9．10．11闘争　「特
措法」狭山総合推進本部

ファイル 1981
9～11月狭山・「特措法」斗争の取組、現在の局面は、闘いの基本は、具体
的なとりくみ、具体的任務と分担、闘いの体制ー総合推進本部、労組オル

住吉92 756
府同促第31回定例総会議
案書

冊子 1981 1982
1981年度事業報告・決算書・監査報告、1982年度事業方針・事業計画案、
予算書、1981年度決算書

住吉97 757 （地区資料研究会封筒） 封筒 1981 公開討論の申し入れえの返答文（同和会より支部） 劣化
住吉77 758 （地区資料研究会封筒） 封筒 1981 公開討論の申し入れについて（同和会宛） 劣化
住吉97 759 （地区資料研究会封筒） 封筒 1981 解答文（同和会より支部） 劣化
住吉78 760 （地区資料研究会封筒） 封筒 1981 誓約書 劣化
住吉97 761 （地区資料研究会封筒） 複数 1981 誓約書（コピー）、抗議と申し入れ（同和会宛）、回答書（同和会より支部） 劣化

住吉08 762 （地区資料研究会封筒） 複数 1981 1982
1982年度第1回常任理事会事項書、隣保館運営費の大幅増額と基本法の
制定を要望する決議案、第96回国会衆議院内閣委員会議録第4号、地域
改善特措法案、

住吉31 763
住吉乳児保育所　総計実
行本部

ファイル 1981
病児保育室増築計画に関する打ち合わせ、住吉乳児保育所病児保育室
増築計画

住吉74 764 教育 ファイル 1981 1983

私学訴訟ニュース第28．31号、住中マスタープランに関わる事業請求、同
和保育とは？、住吉保育所要求書、1983年度住吉乳児保育所資料、大学
奨学金「貸与化」反対対府交渉報告、住吉小学校計画図、市教委点検活
動（支部行政斗争本部

劣化

住吉92 765 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981
「特措法」強化改正要求国民運動大阪実、活動報告について、94国会に
おける質問、鈴木首相等国会答弁、56．5．23知事会議知事発言要旨、解
放新聞大阪版第458号、取り組みの経過（1980～1981）

劣化

住吉97 766
いのくら1981年春地域集
会　東大阪版

仮綴じ 1981
福祉と人権・平和護憲草の根運動を、現行制度の100％活用を（国民健
保、保育etc）、生活保護基準表

劣化

住吉92 767
「活動家通信」第8号　府
連

冊子 1981
府連、第28期府連執行体制、（国・府）の「同和」予算の紹介と分析
（1981）、府「同和」対策関係予算表

劣化

住吉92 768
故山口春信さん故中野次
夫

冊子 1981
追悼集会実、山口春信中野次夫同和教育を全市民の学校で部落の解放
をみつめて、山口さん・中野さんと解放運動（年表）、住田利雄

住吉92 769 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 府連荒本支部の再建問題に関係する報告



住吉66 770 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 1982

1982年度地区協総会「住吉地区協第2回拡大協議委、住吉地区協役員
会、住吉地区協第3回拡大協議委、住吉地区協第4回拡大協議委、申請及
び決算・推薦事務に関する総件数1981．7．17～1982．7．16迄、1982年度
事業方針、地区協組織図及び体制、住吉地区協協議委員名簿、住吉地区

住吉77 771 同和会粉砕闘争資料 ファイル 1981

同和会粉砕斗争関係資料（同和会粉砕の闘いをどのようにすすめるか（支
部）、公開書簡「申し入れ」及び「回答」、4.11以降各要求者組合決議）、解
放だより、自由民主党同和対策要綱、住吉支部・同和会粉砕斗争本部、
4.11特措法強化改正要求支部総決起集会

住吉89 772 同和加配要求資料 ファイル 1981 1982
1982年度同和教育推進のための教職員増員要望資料（住吉中学校・住之
江中学校・住吉小学校）、推薦事項、1981年度の推進内容等、1982年度の
推進計画、教科別教員数算出のための計算書

住吉34 773 同推協 紙袋 1981
年末S総会（議事録・日之出）、全国書記長会議資料、「特措法」闘争・今後
の闘いの方向、年末合宿研究会のお知らせ（大賀正行）、日ソ経済シンポ
ジウム総括案

住吉97 774 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 平和と社会主義第789号、日刊APNプレスニュースNo.2440～2443

住吉97 775
第12回部落解放夏期講座
大川

紙袋 1981
学習のひろば第237号、平和と社会主義（第785～788号）、学習資料（社会
主義的）、関西労働講座9月例会報告、経過と議案・第36回年次大会（大阪
市職員労働組合）、新聞記事

住吉97 776 住吉解放会館 紙袋 1981 平和と社会主義第791号

住吉13 777 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 1982

市同和地区技能修得奨励費支給要綱改正案、大阪府下の専修学校一覧
表及び専修学校に係る修学奨励金の取扱いについて（説明会資料）、事
前研修に参加する人へ（人材雇用開発人権センター）、大阪市同和地区職
業転換準備資金貸付要綱（1981）

住吉87 778 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 地区実調調査の手引

住吉97 779
部落解放研究所　住吉
（大川）

紙袋 1981
1981年度予算編成についての党の態度（日本社会党政策審議会）、労働
通信講座、平和と社会主義（759～761）、81年春闘学習・教宣資料集（労働
者教育協会）、学習のひろば2月号（1981・労働者学習センター）

住吉01 780 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981
総計実行本部規約、総計局並びに教育委に対する申し入れ、建設工事点
検委、構成団体（総計実行本部）、組織体制（総計実行本部）

住吉13 781 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 仕事要求者組合規約案、仕事要求者組合結成集会（結成にいたる経過）

住吉71 782 支部活動 ファイル 1981

書記局会議、総計実行本部規約、総計実行本部構成団体、「特措法」強
化・改正にむけて、国会闘争速報、解同班別集会資料、解放新聞住吉版
新年号編集会議、研究集会の日程・任務分担、第1次オルグ団対象者、大
学解放奨学金の「貸与」化に反対する抗議決議

住吉71 783 執 ファイル 1981

支部執資料（第1．3．6～8回）、当面する活動日程、市教委点検行動、第8
回地区研、「障害児・者」の地域生活を公的に保障させよう！、11．12～13
第八波中央行動、全国委員長・書記長・組織部長会議、「特措法」強化改
正の団体署名獲得数、「行政改革」と「同和」対策個人給付攻撃に関する
討論集会、生活対策部会議報告、住吉だより、1981年度地区協総会、総計



住吉01 784 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1981 1984
今後における啓発活動のあり方について（意見具申、地域改善対策協議
会）、今後における同和関係施策について（意見具申）

住吉91 785 全隣協だより　再刊4号 冊子 1981 1986
全隣協、地域改善対策関係予算（厚生省分）、隣保館費等予算分析表
（1981～1985年度）

住吉91 786 （地区資料研究会封筒） 複数 1981 1982
第2回解連協役員・事務局会議、1981年度事業日誌、新転任研修会、代表
部会、各ブロック会議、解放講座研修

住吉91 787
昭和56年度第3回全隣協
報告書

冊子 1981 全隣協事務局、ブロック研修会、館長研修会、常任理事会（第3回・4回）

住吉91 788
第4回近畿地区隣保館職
員研究集会報告集

冊子 1981 全隣協近畿ブロック協議会

住吉09 789 （地区資料研究会封筒） 複数 1981

部落施設の民主的運営について、私の隣保館活動、隣保館の年間活動、
自治体労働者からみた隣保館活動のあり方、隣保館から解放会館へ（座談
会内容）、解放会館活動は隣保事業か？、解放をめざす隣保館活動、「大
阪府隣保館の歩み」、（座談会原稿）、記念誌資料集録論文の送付につい

住吉93 790 解放行政をめざす組織集 冊子 1981 大阪市職員労働組合、自治省通信、住民基本台帳法、戸籍法
住吉11 791 （地区資料研究会封筒） 仮綴複数 1981 平面図（住棟）、断面図（住棟）、緊急補修工事、現場記録

住吉91 792 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1981
「日中友好青少年交流についての私の提言」、財団法人「日中友好青少年
交流センター」の任務

住吉75 793 上級解放講座 ファイル 1981 1984

運動方針起草委での討議の要旨、上級解放講座の御案内、世界人権宣
言35周年と部落解放基本法制定にむけて、世界人権宣言35周年の記念に
関する国連総会決議、22回支部大会の狙い（手書き）、物の見方、考え方
について（その2）、唯物論と観念論について（その2）、唯物論と観念論につ
いて（第2回）、社会科学入門（第1回）、部落解放子ども会のあり方、1982年

住吉08 794 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 総計に関する総括（東京・日光大グループ）

住吉34 795 1981年度総会資料 冊子 1981
同推協（趣意書、規約）、会計監査報告、専門部会活動、学習活動、啓発
活動、組織運営、1981年度同推協役員案

住吉34 796 （地区資料研究会封筒） 冊子 1981 1982
1981年度総会資料（同推協）、総会議事次第、同推協趣意書、同推協規
約、1980年度住吉同推協運営費精算報告書、1981年度啓発活動予算書

住吉34 797 （地区資料研究会封筒） 冊子 1981 機関紙「すいしん」第10号、正和のことしてきたこと、同推協
住吉41 798 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1981 第8回識字運動経験交流会基調提案
住吉02 799 部落解放第8回地区研 冊子 1981 開催要綱、基調提案、分科会の討議資料、集会アピール

住吉01 800
1981年度部落解放住吉地
区総計実行本部総会資料

冊子 1981

住吉地区総計実行本部、特別措置法強化改正闘争の現状と課題、住吉支
部の現状と課題、住吉地区総計の現状と課題、総合実調実施について、
身障者実調を成功させ障害者（児）解放センターの建設を!、住吉地区総計
における教育闘争を盛り上げよう！、生協店舗を成功させよう！、住吉総計

住吉91 801
全国高校奨学生集会（報
告集）

冊子 1981
中央本部・中央教対部、石川一雄さんからのアピール、学園で相次ぐ差別
事件と解放斗争、狭山斗争と共同斗争、「措置法」強化・改正斗争と「部落
地名総鑑」糾弾の斗い、奨学生の組織化と地域活動、私のおいたちと部落



住吉87 802
部落解放住吉地区総合実
調No．1

ファイル 1981

住吉地区住民の認識と態度に関する調査、総計実調票、調査基本台帳、
病名（表）、実施予算案の世帯調査、個人調査、就業分野別、農業以外の
自家営業従事者調査票、健康調査、総計実行本部だより（特集号）、（医療
機関名簿）、地区住民の同和問題に関する認識と態度に関する調査、地区

住吉93 803 解放教育の創造7 冊子 1981 大阪市同和教育研究（協議会、大会実践報告集）

住吉34 804
1982年度　総会資料　同
推協

小冊子 1981 1983
同推協、総会議事第、同推協議会趣意書、1981年度同推協運営費精算報
告書、1981年度会計監査報告、1982年度啓発活動費予算書案、1981年度
同推協活動経過（日程）、同推協新役員案

住吉02 805 第9回地区研 紙袋 1981 1982
第9回地区研討議資料、1981年度総計実行本部総会、第9回地区研進行
要領と任務分担

住吉92 806 住吉　藤本時春　殿 紙袋 1981 1983

「全隣協だより」（再刊1号）特集「新報」の制定をむかえて、地域改善対策
高等学校等進学奨励費補助金（大学）交付要綱、地対法地対法施行令、
解連協（No．13）、1982年度一般運動方針案、「解放会館業務一問一等
集」の発行にあたって

住吉93 807
帝塚山東5－6－2－401
藤本時春殿

紙袋 1981 1982
1981年度住吉区震災訓練実施計画書（市災害対策本部住吉区支部、赤
十字奉仕団訓練特別参加人員内訳書）

住吉34 808 藤本民委殿 紙袋 1981 1984
同推協・役員一泊研、教育体制強化案、1982年予定表、すいしん、住吉解
放学校だより（ジュニア・リーダー一泊研、子ども会高学年の活動報告、みさ
きの活動について）

住吉92 809 解連協だより ファイル 1981 1985 解連協だより、全隣協ニュース・1983年度地域改善対策関係予算概算要

住吉34 810
1981年度総会資料　同推
協

冊子 1981
同推協議会趣意書、1980年度同推協運営費精算報告書、1981年度啓発
活動予算書案、1980年度活動報告および1981年度基本方向

住吉61 811 住田資料　市同促 紙袋 1981 1984

理事会（市同促）、大阪市同和事業各地区協役員一覧表、「同促協」方式
のより一層の徹底のために、1981年度同和事業の課題整理について、機
関誌「そくしん」アンケート調査結果、大学奨学金制度の貸本化に伴う対応
について、1983年度子ども会キャンプ実施一覧、市同促・拡大協議員会・

住吉71 812
1982年第21回支部大会議
案書

冊子 1981 1983 1981年度活動報告、闘争日誌、1982年度運動方針案

住吉92 813
特措法新法資料　昭和57
年3月10日

紐綴じ 1982
革新市政の継続で福祉と人権の行政を、「特措法」強化改正「部落解放基
本法」制定要求十波中央行動、推薦状

住吉03 814 職員会議　昭和56．8 ファイル 1982 職員会議

住吉71 815 支部執資料　昭57・3 ファイル 1982 1984
三役・政策会議資料（1984）、支部執、教宣部報告、全国水平社60年・支部
第21期第1回解同班別集会、1981年度決算報告、3.21ヒロシマ行動行動要
項（府連）、臨時大会開催にあたり全同盟員に訴えます（上杉佐一郎）

住吉91 816 大川惠二様 紙袋 1982 地対法施工令、内閣委議録・第4号

住吉93 817
同和対策1982年度計画
住之江郵便局

冊子 1982 同和対策1982年度計画



住吉08 818 支部動員控（書記局） ノート 1982 1984

会館責任者会議（ノート）、11．28三役・書記局・特別執・執1日合宿、9～11
月狭山・「特措法」闘争の取組み、妊婦健診について、83政治決戦勝利に
むけて常任会議資料、住吉解放会館運営委託料（1981～1983）、1983年
の闘いの方向、第10回地区研の総括と今後の課題、教育体制強化案、解
連協会館別学習会、新生活運動の推進にむけて、住吉会館自営消防訓練
と労災学習会順序、解放会館職員任務分担案の特徴、世界人権宣言35周
年住吉・住之江区記念行事について

住吉93 819
にんげん実践の記録1
「にんげん」実践と子ども
達　市同教

冊子 1982 「にんげん」が問い続けるもの、実践記録（小学校1～6年・中学校）

住吉71 820 （地区資料研究会封筒） 複数 1982 1988

同和対策新法制定と今後の課題、「特措法」強化改正闘争と「地対法」の制
定、同対部支部職場自治研活動について、「特措法」の強化延長を要求す
る決議案、産業労働対策部会、同和ちく出身者雇用促進会議要綱、生活
対策部総括案、（差別落書発生場所一覧表）

住吉71 821 （地区資料研究会封筒） 複数 1982

反差別国際会議第1回大阪実資料、同和地区出身者雇用促進会議の開
催について依頼、1982年度同対関係予算、反差別国際会議大阪実（呼び
かけ団体）、同促協方式の仕上げにともなう組織改革について案、反差別
国際会議開催要綱

住吉91 822
部落解放研究第16回全国
集会ご案内（福岡）

紙袋 1982
討議資料、福岡県活動報告集、開催・運営要綱、隣保館（解放会館）活動
の現状と課題、解放新聞大阪版（第16回全研への報告集）、「同和新法」の
成立と展望、中央本部

劣化

住吉92 823
盛田先生追悼実　昭和
57・3

ファイル 1982
第2回盛田嘉徳先生追悼実、盛田嘉徳部落問題集、盛田座談会、「盛田文
庫目録」について

住吉97 824 反差別国際　昭和57・7 ファイル 1982
反差別国際会議第3回大阪実討議資料、反差別国際会議記念レセプショ
ン、反差別国際会議大阪実事務局会議、反差別国際会議討議資料案

住吉71 825
全隣協新法研修会講師講
演記録　昭和57年11月15
日

紙袋 1982
全隣協九州ブロック役員研修会、月刊「晨」見本誌の配布停止と回収につ
いて、東日本ブロック研修会、地対法、大阪市大教授村越末夫、行政会に
どう取り組むか（座談会）

劣化

住吉92 826 題名なし 封筒 1982 人間として生きたい、解放新聞（府連第29回定期大会議案書）

住吉92 827
第4回全国部落解放研究
者集会、第16回部落解放
研究所総会

封筒 1982 1983
部落解放研究所、第4回全国部落解放研究集会ならびに第16回部落解放
研究所総会のお知らせ、「憲法集会」記念行事、西光萬吉遺作展、人推協

住吉92 828 府同促理事会　57．6．22 紙袋 1982 1983
兵庫県単独事業の取扱い方針、府同促理事会、業務日誌、府同促事務局
体制、政府各省共通の質問と要求、1982年度事業計画表、地対法の施行
について

住吉92 829 （地区資料研究会封筒） 封筒 1982 部落解放研究所（盛田嘉徳先生追悼文依頼）

住吉92 830 第29回府連議案書 紐綴じ 1982
解放新聞大阪版、第29回定期大会議案書、1981年度一般活動報告、「特
措法」強化改正・「基本法」制定のたたかい、闘争日誌、三大闘争の課題と
組織・共闘の強化、本部提案の決議案



住吉91 831 特措法資料　57・1．28 ファイル 1982
特措法、地域改善対策特別法案（解連協会長・住田利雄）、朝日新聞（切り
抜きコピー）、同対協意見具申、市町村個人給付事業

住吉89 832
少年館、体育館関係　昭
和57正月より

ファイル 1982 スポーツセンター予定表（1月）

住吉34 833
子供の生活実体調査（小
学生）昭和57・2

ファイル 1982
同推協学力保障部会（小・中学生対象、生活への満足度、身体的な面、健
康管理の面、家庭での人間関係、家庭での学習環境、家庭での文化環
境、社会的人間関係、家庭での学習面）

住吉91 834
解同本部意見書資料　昭
和56・12

ファイル 1982
同対協意見具申の功罪、中央幹部学校における意見、中央幹部学校・大
源議長および松井委員長の総要旨

住吉91 835
各種大会開催要項　昭和
57・3

ファイル 1982 1983
「暖かいふれあいのまち」部会予定団体案、大阪21世紀計画大阪市民運
動趣意書、第9回地区研開催要綱、部解研16回全国集会、第270回全婦の
しおり、婦人集会アピール（第27回全婦　石川一雄）

住吉79 836 各地区広報資料　57．9 ファイル 1982
侵略展、ふみあと、すいしん、侵略展ニュース、明日の浅香のために　第56
号、私学訴訟ニュース　第27号

住吉61 837
第31回年次総会報告並議
案書　市同促

冊子 1982 1983
1982年度（事業報告、会計決算報告書、収支決算書、会計監査報告）、財
産目録（1983．4現在）、1983年度（事業方針案、収支予算書案）、1983年
度同和対策事業関係予算一覧表、役員リスト

住吉87 838
部落解放住吉地区実調報
告書

冊子 1982
地区総計実行本部、世帯と人口、就学の状況、住宅と生活環境、福祉と医
療、就労の状況、暮らしの評価

住吉01 839
住吉新五ヶ年計画につい
て　日工大グループ

紙袋 1982
住吉新五ヶ年計画について（日工大グループ）、平面図（10号館周辺広
場、11号館北側広場、12～14号館広場、15～16号館広場、駅前買物広
場、14～15号館間サービス路）

住吉87 840
住吉地区実調中間報告
昭和57・2月

ファイル 1982
部落実調一問一答、住吉地区総合実調中間報告、「写真で見る今と昔」解
説要旨

住吉92 841 府連（9．10）実調用紙 紙袋 1982
残事業に関する調査（実施要領）、施設利用調査、部落農家の実態、部落
実調票、実調説明会

住吉87 842 実調 紙袋 1982 部落実調（集計）、部落実調全体単純集計第1次分析

住吉01 843
№16　体育室　昭和52年2
月　№1

ファイル 1982 運営委レジメ、解放だより、体育館建設の経過

住吉71 844
1982年　第21回支部大会
議案書

冊子 1982
スローガン、大会プログラム、第21回支部大会議案書活動報告・活動方針
案、闘争日誌、支部規約、資料・地対法

住吉02 845 （地区資料研究会封筒） 冊子 1982
第9回地区研、分科会の討議資料、開催要綱、集会アピール、（見取図）、
実調の集計について、基調提案

住吉02 846
部落解放第8回地区研・報
告書

冊子 1982
環境改善、社会保障、仕事保障、解放教育、差別事件と人権啓発、狭山闘
争、部落問題入門

住吉88 847 （地区資料研究会封筒） 単葉 1982 （「語り継ぐ住吉の女たちの歴史」（仮題）の編纂の呼びかけ）

住吉72 848 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982
支部「婦人部のあゆみ」（仮題）内容、支部「婦人部のあゆみ」（仮題）編集
委（第1～4回）



住吉72 849 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982
婦人部大会資料（第12回）、大会スローガン、1982年度活動方針案、支部
婦人部活動報告、生活対策部、人権対策部、教対部、1981年度活動日
誌、大会宣言案

住吉92 850 （表題なし）同建協関係 ファイル 1982
部落企業の育成をめざす同盟・同連協の連携を強める研究会、部落解放
市政推進に関する要求書、大阪府同和建設協会設立趣意書、大阪府同
和建設協会規約

住吉12 851 各団体総会資料 紙袋 1982 1985
住吉地区市営住宅管理人組合規約案、保育守る会規約案、住吉地区身
障組合総会議案書、妊産婦守る会「規約」、総会資料（1985）、1985年度住
吉地区生活保護受給者組合総会議案書

住吉91 852 西岡、駒井意見書 紙袋 1982 「意見書」問題に関する討論集会、中央本部幹部学校

住吉92 853
57年6月19日　府同促三
役会議

紙袋 1982

解放奨学金「貸与」化をゆるすな!、山本私案、府同促理事会会議次第、政
府各省の質問と要求、機関紙「竹槍」No.72（上の島支部、1983年度以降の
同和対策の基本指針について、東今北支部の大会決議、「同促協」最終意
見具申、「特措法」強化改正、「基本法」制定をめざして

住吉87 854 実調説明会 紙袋 1982
解放新聞、集合案内（16回全研）、部落解放大奨「貸与化」反対闘争中間
総括、全国研修集会第6分科会報告書、住吉地区実調中間報告

住吉87 855
「残事業」及び、施設利用
状況に関する調査

仮綴じ 1982 大阪部落解放実調推進委

住吉91 856 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982 参議院内閣委会議録第3号（案件・地対法）

住吉93 857

同和委対策としての総合
福祉施策案　大阪市同和
対策に関する総合福祉施
策連絡会

冊子 1982
大阪市同和対策に関する総合福祉施策連絡会、（現状…13年間の成果と
課題）、（今後の方向）、（大阪市同和対策に関する総合福祉施策連絡会設
置要綱）、（資料）

住吉03 858 （地区資料研究会封筒） 単葉 1982 1982年度住吉解放会館給料表

住吉77 859 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982
「特措法」強化改正に関する要請書、1982．2．6中級解放講座兼狭山中央
集会拡大参加者集会、住之江郵便局連続差別落書（文書）事件第3回糾
弾会を進めるにあたって

住吉11 860 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982
環境整備の歴史、環境整備、住宅、環境破壊と災害、基調報告要旨、部落
企業の育成をめざす同盟・同建協の連携を強める研究会（1982）

住吉91 861 （地区資料研究会封筒） 冊子 1982 重複チェック中

住吉71 862 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982 1983
統一地方選大阪府議会議員選挙（住吉区）「岸府政の継続発展・革新議席
の獲得・部落解放府政推進に関する政策協定案」、部落解放府政推進に
関する基本要求、上田行動委員オルグ分担、解放同盟組織一覧表

住吉71 863 （表題なし） ファイル 1982

（各種通知・案内文）、10．7～9班別集会規約、10．24反核50万人大阪集
会、モスクワ国立ボリショイサーカス入場券販売について、南大阪決起集会
への参加要請、支部班別集会開催のお知らせ、調査員学習会への参加要
請、中級解放講座開催について、第18回住吉・住之江平和守る夕べへの
動員要請、中級解放講座への参加要請、民生局点検会の御案内



住吉71 864 書記局会議 ファイル 1982
11．28三役・書記局・特別執員・執員一日合宿、住吉組織強化会議資料、
書記局会議、地区「新法」総合5ヶ年計画の策定について、府連実調分担

住吉92 865
府連通達　住吉支部総務
部

ファイル 1982 1983
府連（38～308号）、水交会ニュースNo.16（大阪部落出身教員の会）、府連
荒本支部（再建）第15号、大阪市会各党新幹事団名簿、第38回全国大会
の開催にあたって

住吉93 866 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1982

政府交渉基本要求案、記念レセプション、人権意識の啓発推進について、
各種市民団体に対する同和問題の啓発に関する実施要綱、同和問題に関
する市民啓発活動についての意見案、理事会付属資料（「部落問題事典」
経過と今後の方向、「侵略展」教科書から消された歴史の真実、大阪部落
解放歴史資料館建設にむけて、反差別国際会議）、解連協アンケート集計

住吉91 867 （地区資料研究会封筒） 複数 1982 1984 国民融合通信（No．104～106、108～110、112～115、117）

住吉97 868
市民による市民のための
「市民都市」実現へ

小冊子 1982 東大阪市革新市政を進める市民の会、伏見格之助

住吉86 869 （地区資料研究会封筒） 複数 1982 1983
大阪築城400年まつり（確定行事一覧、行事の追加発表について、マスコッ
トマークについて）、御堂筋ストリートアート構想について、御堂筋展示型行
催事の実施案・メインテーマ「楽しく歩こう御堂筋」

住吉93 870 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982
研修会の開催について、人権週間行事について、ポスター・リーフレットの
作成について

住吉89 871
住吉－4、住吉－15、住吉
対資料

紙袋 1982
解連第12回総会、1980年度子ども会日常活動一覧表、（図面）、大阪市都
市整備局建設部設計課、総会討議資料（第7、9回、子ども会連協）

住吉92 872 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982 1983 解連協会館別学習会資料、1982年度経過報告、1983年度事業方針

住吉02 873
部落解放第8回地区研・報
告書

冊子 1982 開会行事、基調提案、各界からの決意、分科会、分科会報告

住吉02 874 部落解放第9回地区研 冊子 1982

開催要綱、基調提案、特別報告（実調の集計について）、分科会の討議資
料、第1分科会・環境改善、第2分科会・社会保障、第3分科会・仕事保障、
第4分科会・解放教育、第5分科会・差別事件と人権啓発、第6分科会・狭山
闘争、第7分科会・平和と人権

住吉02 875
部落解放第9回地区研・報
告書

冊子 1982 開会行事、基調提案、特別報告、来賓あいさつ、分科会、分科会報告

住吉97 876
第2回高校同和教育研究
集会討議資料

冊子 1982
大阪府立高等学校同和教育研究会、全体会開会挨拶、高校における解放
教育の現状と課題、同和教育アンケートについて、高校における同和推進
計画について、差別事件を通して

住吉92 877 府連第30回大会決定集 冊子 1982 1983
1982年度一般活動報告、闘争日誌、1983年度一般活動方針（基調提案、
三大闘争の課題と組織共闘の強化、課題別運動方針）、分散会討論、各
分散会の報告、全体集会と本部まとめ、本部提案の決議、大会宣言

住吉66 878 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1982 1983 申請推せん内容（地区協決算印）



住吉34 879
1983年度　総会資料　同
推協

小冊子 1982 1984

総会議事次第、趣意書、規約、1982年度同推協運営費精算報告書、1982
年度啓発活動事業費精算報告、1982年度会計監査報告、1983年度同推
協運営費予算書案、1982年度活動報告および1983年度基本報告、1982
年度同推協活動経過、1983年度同推協年間行事計画、同推協新役員案

住吉22 880
56～57　民生資料　藤本
時春殿

紙袋 1982

第37回民生委員・児童委員大会（事業報告・大会宣言）、9月定例地区協
議題（老人福祉月間関連行事について）、大阪市緊急援護資金貸付に関
する特例措置について、82民生委員・児童委員必携・民生委員・児童委員
－第27集－、居住ねたきり老人異動調査について（依頼）、生活保護のし
おり（大阪市）、民生委員・児童委員・活動記録（1982年度版）、民生委員・

住吉91 881
第34回　全国同和教育研
究大会

紙袋 1982
第34回全同教大会資料、同和教育、「差別戒名」資料（府同教）、第35回全
同教大会会場・宿舎・バス輸送案内

住吉92 882 解連協資料 紙袋 1982 1983

日之出地区実調報告書、生江地区実調短銃集計報告書、部落実調矢田
地区一時分析、大阪部落実調南方集計、加島部落の実態、解連協市内ブ
ロック会議、解放会館運営委規約、民俗伝承調査協力員養成講座基礎講
座のご案内案、（堺、寝屋川）市立解放会館運営協議会会規則、（府連30

住吉93 883
解連協資料　解連協第2
回学習

紙袋 1982 1983

市同促準則案、市同促協1983年度事業方針案、解連協会館別第2回学習
会のお知らせ、1983年度解連協会館別学習会資料（1982年度経過報告、
1983年度事業方針、30回大会に期する今後の部落解放運動の課題と方
向、国連総会決議「世界人権宣言35周年記念行事（仮訳）」）

住吉61 884 市同促　№3　Ｓ58～59
バイン
ダー

1983 1984

理事会、第1回地区協事務局会議報告、第10回部落解放映画作成委
（1984）、地区協事務局長会議、市同促・地区協のしごとについて（主として
市・解放会館とのかかわり）、市内ブロック・市同促協連絡会議、同和事業
の概要（抜粋・1983年度）、1983年度同和地区出身者雇用促進会議、市町
村個人給付事業一覧、市同促協30年のあゆみ（草稿）、1983年度市同促
職務分担表、入学者選考に当たっての留意事項について（通知）、市立専
修学校・各種学校の入学志願書様式の統一について（通知）、専修学校高
等課程又は国等の指定養成所への入学希望者に係る調査書等の様式の

劣化

住吉93 885 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 1985
大阪市同促協との協議会資料（個人給付事業）、同対関係補助基準状況
調べ（1983年）、同和向住宅管理戸数・空家戸数、相談員事業、地区内公
共施設の利用について）

住吉75 886
新生活運動（民主化運動）
の推進にむけて　1983．
11．5

ファイル 1983
新生活運動推進委、新生活運動の推進にむけて、真願寺増築問題総括パ
ンフレット、真願寺書院改築の経過と問題点

住吉02 887
部落解放第10回地区研集
会

封筒 1983
地区研集会、第5分科会・狭山のとりくみ・子ども会、部落解放と総計、部落
解放と仕事保障、部落解放と教育、差別事件と人権啓発、狭山再審闘争、
反差別共同闘争、おいたちと部落解放の議題、83年「狭山」現調に参加し

住吉71 888 （地区資料研究会封筒） 複数 1983 1984
さやまレポート2、住吉におけるまちづくりと教育問題、松原における一貫教
育計画の展開と課題、第40回全国大会基調、住宅要求者組合総会、解同
班別集会資料、中級解放講座（綱領・前文改正案）



住吉93 889
住田利雄氏の「市民表彰」
受賞を祝う会

ファイル 1983 （名簿）、住田利雄氏「市民表彰」受賞を祝う会、文化功労（新聞記事）

住吉66 890
大阪市同和事業地区協
1983．5．19～　川口隆男

ノート 1983 1985 申請・決算・推薦事務処理、地区協役員会・協議委、川口隆男

住吉93 891 釜ケ崎記録　59・12～ ファイル 1983 1984

釜ヶ崎差別と闘う連絡会（準）ニュース、釜ヶ崎15回越冬闘争に支援・連帯
を、新今宮小・中学校跡地の解放を、釜ヶ崎からの現場報告（労働・生活・
運動）、大阪市民生局無差別越冬実施状況、「釜ヶ崎」の子どもたちは今
…、大阪市教職員組合南大阪支部

住吉71 892
4月の主な日程、第23回支
部大会　ほか

ビニケー
ス

1983 1984

支部執資料、住之江区役所庁舎内便所差別落書事件、糾弾闘争での獲
得目標、第23回支部大会にむけての任務分担、狭山5月闘争のすすめか
た、近畿・東海ブロック解放学校の開催について、狭山再審・特別抗告審、
第31回府連大会の報告、解同班別集会資料、（新聞記事）、書記局会議討
議資料、府連大会にむけて

住吉78 893 公営選挙関係　昭和58・6 ファイル 1983 大阪府議会議員一般選挙用ポスター掲示場設置場所の借用方依頼につ

住吉92 894 府・市・解同最高幹部会議 紙袋 1983

同促協方式の仕上げに伴う組織改革について案、人事・給料・退職金問題
について、第30回府連大会の意義と路線の確認について、解放同盟の立
場から同促協方式の理解について、同促協方式の具体化について、第31
期の府連執行体制案、組織体制図、機関体制図、執行体制図

住吉66 895
1984．11．6　市同促第5回
理事会

紙袋 1983 1984
12月人権週間の企画について、地区事業の現状分析、大阪市同和地区解
放会館運営要綱案、同和向住宅の空家戸数、理事会資料、同和向住宅共
益電気料、同和保育料対国比等比較表、地区協事務局長会議

劣化

住吉92 896
採用と人権ー従業員採用
の手引ー大阪府労働部
昭和58年4月

冊子 1983

従業員採用の手引、従業員採用の基本的な考え方、雇用計画、選考のあ
り方、学卒求人の手続きと採用後の職場適応、住民票記載事項証明願、同
和問題研修推進員選任（異動）報告書、大卒等求人票、新規高等学校卒
業予定者採用状況報告書、求人連絡・推薦数一覧表、公共職業安定所一

住吉92 897
府同促協キフ行為　59．
3．6

紙袋 1983

同促協方式の仕上げにともなう組織改革について、「同促協」方式のより一
層の徹底のために、市町村同促協、府同促協、茨木市同促、府同促寄附
行為、あいつぐ差別事件、市民のなかにはびこる差別、丸八真綿差別販売
事件、清掃差別に対する闘い

住吉99 898 （地区資料研究会封筒）
パンフ
レット

1983 1984
大阪市制100周年記念事業基本構想（基本的な考え方、進むべき方向、事
業の内容）

住吉92 899
同和産業新タク経費資料
昭和57年10月

ファイル 1983 大阪同和産業振興会役員名簿

住吉41 900
大阪府社会教育検討資料
59

ファイル 1983 1984

社会教育部会中間報告、第2次解放教育計画検討委第6回委、臨教審の
教育「改革」の思想とそれに対置すべき思想、子ども会部会、全国隣保館
実調報告書、保育部会中間報告書、保育部会中間報告、「識字学級」のあ
り方について案、第4回大阪府識字学級生経験交流会基調提案、大阪市
内ブロック第10回識字運動経験交流会基調提案



住吉93 901
59．12．13　同対市内Ｂ市
同促会議

ファイル 1983 1984

目的外使用許可について（地方自治法、財産条例）、住吉地区住宅現況、
同和向住宅管理戸数空家戸数、同和保育料徴収基準改正案、58年度決
算特別委質疑応答要旨、大阪市同和地区解放会館施設（運営要綱案、運
営委準則案）、同和地区解放会館（条例、規則）、大阪府解放会館運営要

住吉79 902 №2　解放だより（原紙）
バイン
ダー

1983 1984
解放だより住吉版（支部旗開き、’83政治決戦勝利!、第22期執行体制決
定、真願寺増改築闘争総括集会、3．30対市総合点検交渉）

劣化

住吉92 903 1983（府同促） 紙袋 1983 ｢同促協｣方式のより一層の徹底のために、府同促寄付行為（現行）

住吉84 904
住吉総合福祉センター計
画案について

仮綴じ 1983 住吉総合福祉センター計画案について

住吉84 905 総合福祉センター 紙袋 1983 住吉総合福祉センター計画案について

住吉84 906 総合福祉センター ファイル 1983 1984

住吉総合福祉センター計画案、設計メモ、SANZA ARCHITECTS、立面と
全体性について、三対策会議、住吉会議　日工大、総合福祉センター建設
に向けて、住吉総計の現状における問題点、住吉総合福祉センターを計
画するにあったってのメモ

住吉71 907
1983年　第22回支部大会
議案書

冊子 1983
大会スローガン、大会プログラム、1982年度活動報告、1983年度活動方針
案、闘争日誌、支部規約、資料・綱領・要求と活動の基準改正に関する提
案、全国水平社宣言

住吉02 908
部落解放第九回地区研・
報告書

冊子 1983
（基調提案）、（特別報告）、（分科会）、（分科会報告）、（まとめ）、（集会ア
ピール）

住吉76 909 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983
解放研結成以前から今日までの状況、糾弾会における成果問題点、糾弾
会・確認会における確認事項

住吉12 910 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983
地区身体障害（児）者組合総会議案書、（活動報告案、新役員提案、地区
身体障害（児）者組合会則）

住吉93 911 （地区資料研究会封筒） 冊子 1983
大阪市同和保育基本方針、大阪市民生局、（同和問題に対する基本的態
度、乳幼児が受けている部落差別の実態、同和教育の目標、保護者の姿
勢、具体的な運営方針）

住吉71 912 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 上住吉住宅差別事件経過と基本的解決方向、1983．8．5支部町作り委

住吉66 913
84年度地区協記念資料
1984年7月28～29日塩楽
荘

紙袋 1983 1984
生活ハンドブック、1984年度住吉地区総会、同促協方式の徹底のために、
（電報）、83年度市同促拡大協議委

住吉92 914
部落解放同盟大阪府連第
30回定期大会記念集会

紙袋 1983

府連第30回定期大会（挨拶祝辞、表彰者名簿、1952年度府連大会議案
書、第6回府連大会討議資料、第13回府連大会一般活動方針書案、府連
第20回大会決定集、略年集「大阪における部落解放運動のあゆみ」、支部
の旗、記念バッジ、大阪人権歴史資料館ミニ展示のご案内

住吉92 915 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 1985 解連協第3回会館別学習会



住吉71 916 （表題なし） ファイル 1983 1986

第17回支部執討議資料、第24期第4回解同班別集会討議資料、部落解放
基本法闘争の現状と課題、診療所の取組経過、支部創立30周年記念事業
実施計画案、住吉部落歴史研究会報告、闘争本部ニュース、婦人部だよ
り、解放共闘大阪（86年2月1日）、住吉・住之江区実ニュース（86年2月）、
狭山再審闘争ニュース（86年2月）

住吉32 917 1983年度№2　教育守る会 ファイル 1983 1984

保育所・小学校・子ども会との連携・住吉乳児住吉保育所、地区研｢部落解
放と教育｣、教育守る会役員会（1983．10．12）、住吉暴力事件報告集会（1
～4）、10．17全体集会総括資料、拡大役員会レジュメ（1983．1025）、10．
25拡大役員会の集会、暴力事件についての事実経過、教育守る会拡大役
員会（1983．11．14、1983．11．25、1984．1．19、1984．2．9）

住吉71 918 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 1984
1983年度活動報告、第22回支部大会以降の活動報告と特徴、闘争日誌、
1984年度運動方針、支部規約改正について案、支部役員選挙規程、同盟
の前文に関する改正案

住吉92 919 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 「同促協」方式のより一層の徹底のために、同促協論の補足

住吉92 920 府同促理事会　58．12．22 紙袋 1983
テキスト・第1回同和事業入門講座（府同促）、大阪人権歴史資料館報第4
号、府同促役員会

住吉91 921 「はらっぱ」25　1983秋 冊子 1983
第4回全国保育集会報告、乳幼児発達研究所、分科会報告、保育者とは、
保育の視点、せかいのこども

住吉92 922
部落解放大阪市政推進に
関する要求書　府連

冊子 1983 府連

住吉94 923
故朝田善之助部落解放同
盟葬　中央本部

冊子 1983
中央本部、在りし日の朝田さん「写真より」、朝田さんの逝去を悼む、朝田さ
んの思い出、新聞報道より、完全解放への展望（朝田善之助）、「年表」朝
田善之助さんと解放運動

住吉65 924 「住吉地区協30年の歩み」 冊子 1983

30年をふりかえって、市同促協とはなにか、市同促協の現状と課題、市内
同和地区の概況（加島、日之出、飛鳥、南方、生江、両国、浪速、西成、住
吉、浅香、矢田、平野）、対策事業の10年の変遷、大阪市の同和事業（10
年の変遷）、30周年記念大会の概要、市同促、30周年記念事業実

住吉89 925
創立10周年記念誌　市立
住之江中学校

冊子 1983
住之江中学校、住之江中10年のあゆみ、教職員の在籍異動一覧、住之江
今昔

住吉93 926 （地区資料研究会封筒） 複数 1983 1987

人間都市へ－西尾正也の基本政策－、大阪市民連合ニュース、明るくす
みよい大阪No．61、明るくすみよい大阪市をつくる市民連合確認団体選挙
体制、大阪市長選、西尾正也候補必勝府連第1回選対会議、解放新聞大
阪版、全館常任会討議資料、参議院（大阪選挙区）補欠選挙闘争の意義と
具体的方針案、大阪市長選（1983年）資料

住吉84 927 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983
住吉総合福祉センターを計画するにあたってのメモ（日女大小川グルー
プ）、（図面）

住吉42 928 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983
第1会新生活運動推進委準備会のお知らせ、地区事業実施計画表、現況
図、配置図、平面図



住吉93 929 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 1985
第24回大阪市適正就学推進委資料、市教委、1983年度大阪市適正就学
推進委委員名簿、1983年度新1年生の適正就学推進状況、越境通学者数
調、越境通学者年度別推移、1984年度越境入学防止対策実施要項

住吉34 930 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 住吉同推協生活指導部会、義務教育無償部会（住吉同推協研修会資料）

住吉88 931 大阪人権歴史資料館報 小冊子 1983
民俗伝承調査順調に進む、建設基本設計まとまる、会報の母松田喜一、生
活が作り上げた絵画（八尾西郡の花緒の製造工程）

住吉91 932 （地区資料研究会封筒） 封筒 1983 1984
中央行政闘争本部の秋期取り組みに関する指示通達、今後の方向と課
題、基本法制定に向けてのとりくみ案、厚生省、解放新聞第1134号、建設

住吉01 933
総計一泊研集会1983．3．
26～27

ファイル 1983
一泊研修合宿、解放だより、住吉総合福祉センターを計画するにあたって
のメモ、幼児保育所南側用地を勝ちとるために、総計推進に関する要求
書、住吉総合福祉センター計画案について

住吉87 934 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 住吉の実態と課題、（執への提言）

住吉02 935 部落解放第10回地区研 冊子 1983

第10回地区研開催要綱、基調提案、分科会の討議資料、第一分科会（部
落解放と統計）、第2分科会（部落解放と仕事保障）、第3分科会（部落解放
と教育）、第4分科会（差別事件と人権啓発）、第5分科会（狭山再審闘争）、
第6分科会（反差別別共同闘争）、第7分科会（おいたちと部落解放の課

住吉34 936 生きていくということは 冊子 1983 大川恵美子講演集

住吉02 937 （地区資料研究会封筒） 冊子 1983
開会行事、基調提案、特別報告、部落解放と総計、部落解放と仕事保障、
第10回地区研・報告書

住吉61 938
第32回年次総会報告並議
案書

冊子 1983 1985
第32回年次総会プログラム、写真集、1983年度（事業日誌、収支決算書）、
1984年度事業方針案、関係資料、市同促協議委員

住吉93 939
1983年度事業報告（第32
回年次総会資料）

冊子 1983
1983年度事業報告（市同促）、具体的事業（団体助成、管理運営、その他
主な委託事業、巡回奉仕事業、個人対策給付、公務員採用）

住吉22 940

1984年　1983年度事業報
告書　1983年度歳入歳出
決算書　1984年度事業計
画書　1984年度歳入歳出
予算書

冊子 1983 1984 市民生委員連盟住吉区支部

住吉92 941 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1983 1986

第33期第5回府連執、住環対策部当面する課題、市営住宅家賃の適正化
について、収入超過者に対する措置、第3回府連委、第42回全国大会開催
要綱、解放同盟中央役員選出に関する推せん規定、部落解放行政推進要
求中央行動の展開について、1．23～2．23狭山闘争強化－反天皇制月間
活動計画案、部落差別身元調査規制条例（仮称）2月府議会制定実現大
阪府民集会、啓発推進闘争強化月間要綱案

住吉89 942
「すべての子ども、父母の
要求に応えて」（校舎建設
完成記念）　住小

冊子 1983 住小の校舎建設、校舎建設のあゆみ、住小校舎配置図

住吉32 943 （地区資料研究会封筒） 複数 1983 1984
住中暴力事件報告集会（教育守る会、全体集会総括資料、拡大役員会の
集約）



住吉34 944
1984年度　総会資料　同
推協

小冊子 1983 1985
総会議事次第、趣意書、規約、83年度活動報告・84年度基本方向、1983
年度同推協活動日程報告、1984年度同推協年間計画、1984年度同推協
役員案、1984年度同推協専門部会委員名簿

住吉35 945 住吉子ども会作文集 冊子 1983
子ども会夏季活動実、夏季活動の思い出、狭山現調に参加して、指導者・
婦人の感想、子どもへのアンケート、夏季活動の方針と総括

住吉92 946 興信所探偵社規制条例 紙袋 1983 1984

「興信所・探偵社規制条例」（仮称）制定にむけて（身元調査おことわり大阪
連絡会、個人情報処理に伴うプライバシー保護のあり方について）、住吉住
宅（4号館）住戸改善計画、身元調査おことわり大阪連絡会（集会決議案）、
住吉小学校差別落書事件第2回確認会、解放新聞大阪版

住吉66 947 地区協 紙袋 1983 1985
1984年度地区協総会（議案書）、同促協方式の徹底のために、地区協と解
放会館（諸施設）の関係、委託契約書（地区企画調査事務について）、地
区協創立30周年記念誌、地区協30周年記念集会決算報告

住吉06 948 隣保館資料 ファイル 1983 1985 住吉隣保館理事会開催のお知らせ、1983年度住吉隣保館総会のお知ら

住吉71 949 （表題なし） 紙袋 1983 1986
支部執討議資料（基本法2．26区民大集会報告、診療所の取り組み経過
（1983～1986）、差別事件発生報告書、解同班別集会・意見・質問集計）

住吉84 950 （地区資料研究会封筒） 複数 1983 1984

身障（児）組合総会議案書、第4回住吉総合福祉センター準備室事務会議
議事録、第5回住吉総合センター準備室事務会議、総合福祉センターにつ
いての調査、総合福祉センター計画案（平面図）、84年度身障センター運
営委、福祉総合センターのしおり

住吉91 951 全隣協実体調査　Ｓ59 ファイル 1984
全国隣保館実調報告書、第21回全国隣保館職員（館長）近畿ブロック研修
会開催要項、隣連だより（第43号）、第21回全国隣保館職員ブロック別研修
会第2回実事項書、解連協だより

住吉03 952 隣読会関係　59．10．31 ファイル 1984 解放会館りんどくかい

住吉98 953 （映画）試写会　住田会長 紙袋 1984
部落解放映画製作委、命どぅ宝試写会のご案内、命どぅ宝上映運動につい
て、記録映画おきなわ戦の図「命どぅ宝」（前田憲二）、美術館ニュース、第7
回部落解放映画制作委

住吉98 954 住田会長　脚本 紙袋 1984
第8回部落解放映画製作委、脚本・大津一朗・「それぞれの…青春の出発」
（仮題）

住吉92 955
第18回大阪「同和」保育研
究集会討議資料

冊子 1984 大阪同和保育連絡協議会

住吉32 956 会議録　1985．2．5～ ノート 1984 1985

保育こんだんひきつぎ（ノート）、解放教育（保育）闘争の課題、1985年度住
吉子ども会活動方針、第23期支部組織の現状と課題、第23期支部大会以
降の活動報告と特徴、（班別集会参加状況表）、第24期執行体制、謎の自
殺者奥富玄二（ノート）、支部教宣部の総括と課題（ノート）、生活対策部報
告、政治共闘部活動報告、人権対策部

住吉92 957 映画製作委員　Ｓ59．9 ファイル 1984 1985
部落解放映画製作委、人権映画フェスティバル、「それぞれの青春の出
発」、「現代を生きる」、大津一郎



住吉66 958 （表題なし） 紙袋 1984

第6回理事会、「原田伴彦記念基金」設立呼びかけ人のお願い、市同促年
間活動中間報告、第11回地区協事務局長会議－報告－、会計報告上半
期分、市同促・地区協の仕事について、地区事業の現状分析、ビデオライ
ブラリー利用者・効果表

劣化

住吉62 959
市同促協、地区協相談員
制度　59．2．29日

紙袋 1984
市同促・地区協と解放会館とのかかわりについて、同促協方式の仕上げに
ともなう組織改革について、相談事業の現状と課題、相談員制度再編充実
のための視点、第2回地区協事務局長会議

住吉61 960
解放会館御中（社団法人
市同促）

紙袋 1984 市同促事務局（職務分掌、事務局体系）

住吉60 961
1984．1985私立高等学校
入学試験合格状況ー比
較ー

単葉 1984 1985
○○地区協会則改正案、同促協方式の推進にともなう諸問題の整理、会
則内規、市立高校入学試験合格状況（表）

住吉92 962
1984住田様（府同促第1回
常務会）

紙袋 1984 1985

府同促第1回常務会、第33回定例総会の事業方針の具体化について、部
落解放総合福祉センターについて、第6回文化祭「熱と光の祭り」第1部ス
ポーツ・競技の部について、解放教育計画検討委のとりくみについて、産
業・農林業対策について、大阪府農協同和対策推進連絡会規約

住吉92 963
1984住田副会長（第6回理
事会）

紙袋 1984 1985

人権展、五郎の証、上映運動のすすめかた、府同促、大阪府における今後
の同和行政について（答申）、今後の同和行政の基本方向、府同促第6回
理事会、部落解放行政推進要求中央集会基調提案、1984年度「同和」（地
域改善）対策関係予算書、府同促補助一覧表、同和更生資金延滞解消の
とりくみについて、府同対事業関係予算

住吉77 964 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
7．18住吉小学校差別落書事件第2回確認会（議事録、教室配置図）、住小
差別落書事実経過、「差別落書」の背景と分析、「差別落書」の特徴と分析

住吉35 965 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
第1回子ども会運営委資料、住吉子ども会の現状と課題案、子ども会年間
活動計画、11月・12月子ども会活動全体方針案、11月・12月活動計画案、
少年館業務体制と任務

住吉35 966
84年度住吉子ども会夏季
活動総活案　部落解放住
吉子ども会

仮綴じ 1984 1985
夏期活動参加状況、子ども集団の状況、解放への自覚のとりくみ、他支部
交流会、解放だより、子ども会だより、住吉小で差別落書、教育守る会だよ
り

住吉92 967
各種ニュースファイル（1）
「すみよし」創刊号など

ファイル 1984 1986

すいしん、すいしん我孫子、解放新聞（大阪版・浅香版）、浅香地区総計実
機関紙、創造、うしお、なかま、解放共闘大阪、市立住吉勤労青少年ホー
ム、革新すみよし、住吉子ども会だより、そくしん、住吉子ども会中学生だよ
り、闘う母、地域共闘

住吉88 968
大阪市精密住宅地図（住
吉区）

冊子 1984 （住吉区詳細地図帳、区分図、世帯主記載）

住吉93 969 地区協事ム局長会議 ファイル 1984 1985

「定款」改訂の説明（市同促事務局）、機関活動の充実について（市同促理
事会資料）、地区協会則改正案、第13回地区協事務局長会議、大阪市へ
の要望及び協議事項（第7回理事会資料）、市町村個人給付事業一覧、老
人・障害者入浴料助成について



住吉71 970
支部幹部研　第23期
1984

ファイル 1984

支部幹部研修会報告、住吉小学校における差別事象について、住吉誠友
老人会報告、支部幹部一泊研資料、第23回支部大会の基調、第23期執行
部体制決定、第23期支部機関運営の現状と課題、第23期第1回支部委討
議資料、支部規約、支部役員実調中間報告、市同促協とはなにか、差別と
闘う子どもを地域から

住吉71 971
第23期　24期　班別集会
資料

バイン
ダー

1984 1987

解放奨学金の改悪を阻止しよう！（高橋正人）、第25期第2回解放班別集
会討議資料、第24期解同班別集会資料（第5～6回）、第23期解同班別集
会（基本問題検討部会報告、住吉東駅ホームに差別ビラ、部落解放基本
法闘争カンパ・狭山署名葉書集約一覧、解同ブロック別集会資料（第24～
25期）、地区協だより、支部あみの目集会資料（1984～1985）班別集会集計
用紙、住小差別落書事件、支部加入について

住吉79 972 №3　解放だより（原紙）
バイン
ダー

1984 1986

解放だより住吉版（第23期執行部体制決定、住吉小で差別落書、反戦・平
和・人権・狭山パネル展、解放ブロック別集会の日程、解放同盟綱領・前
文」24年ぶりに改正、高野線帝塚山駅で悪質な差別落書、「基本法」政定
にむけ一丸となって、第24期執行体制決まる、子ども会強化にむけた実調

住吉79 973
解放だより　1984．6．1～
1985．12．16　№93～150

バイン
ダー

1984 1985 解放だより（93～150号）、解放だより号外（第2回ピース・ボート）

住吉92 974
歴史資料館実　昭和56・
12

ファイル 1984
リバティ・おおさか、ミニ展示のご案内、ゆまにてなにわ’84、りばてぃ
OSAKA大阪人権歴史資料館報（No．9～13）、大阪人権歴史資料館報（創
刊号・第4～7号）、展示計画書「第3案」建物配置図

住吉71 975
1984年　第23回支部大会
議案書

冊子 1984
1983年度活動報告、第22回支部大会以降の活動報告と特徴、闘争日誌、
1984年度運動方針案、支部規約改正について

住吉02 976 部落解放第11回地区研 冊子 1984
｢部落解放基本法｣制定をめざして、部落解放と総計、部落解放と仕事保
障、部落解放と教育、差別事件と人権啓発、狭山再審闘争、反差別共同
闘争、おいたちと部落解放の課題

住吉02 977
部落解放第10回地区研・
報告書

冊子 1984

第10回住吉地区実、支部、地区協、住吉・住之江区民共闘会議、部落解
放基本法と住吉の実態、総計と周辺共闘、部落解放と教育の現状と課題、
あいつぐ差別事件と人権啓発の現状と課題、狭山再審闘争と司法の反動
化との闘い、私のおいたちと解放へのねがい

住吉88 978
部落解放第10回地区研記
念、朗読劇「住吉部落のあ
ゆみ」

冊子 1984
住吉同推協、（支部が結成されるまで）、（住吉部落のおこり）、（特措法制
定までのうごき）、（まちづくりはじまる）

住吉32 979 （地区資料研究会封筒） 複数 1984 1985
特就費個人別清算表1985年度前期、「特就費」前進のために、特就費学
習会資料、小中学生「特就費」申請・物品申し込み｛要領｝

住吉11 980 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 地区住宅要求者組合規約
住吉71 981 第23期執行部体制決定 ビニケー 1984 第23期執行部体制決定

住吉69 982 住吉地区協30年の歩み 冊子 1984
1953年～1984年の年表、30年をふりかえって支部創立者6人の座談会、写
真で見る今と昔

住吉63 983 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 拡大協議委報告　84．12．25　市同促事務局



住吉32 984 1984年度№2教育守る会 ファイル 1984

住吉小学校における差別事象について、住吉小学校「差別落書事件」第3
回糾弾闘争本部会議、第4回親子祭り総決算、広報役員会レジメ、教育守
る会だより、「7．18」差別落書集中実践学習計画の骨子、第11回地区研第
1回実討議資料、教育守る会拡大役員会、住吉同推協「障害」児教育講演
討論集会、夏季子ども会活動反省会資料、大阪市教育実交渉要項、四者
連携にとりくんで、6－3住田陽子・野村に対する差別発言について

劣化

住吉84 985 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 84．4．13　総合福祉センターに向けて（平沢徹）

住吉71 986 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
2．15、3．11の拡大三役・書記局合宿をふまえて、教育闘争の重視・とりわ
け子供の低学力を克服させよう！

住吉93 987 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984

別紙具体的な取り組み、住之江区役所、区の基本的な姿勢、市民啓発に
ついて、同和問題職員研修について、庁舎設備について、敷津浦第2住宅
の地域振興会への参加呼びかけについて、戸籍公開制度について、外国
人登録制度について、外国人登録制度における指紋押印について、御崎
南公園福祉会館老人憩いの家の利用について、税務事務における同和対
策について、民生・児童委員に対する同和問題研修について、御崎保育
所の運営について、敷津浦第2住宅における被保護者について、地区児童

住吉84 988
84年度身障センター運営
委

仮綴じ 1984
身障センター運営委、福祉総合センターのしおり、各種講座一覧表、（見取
り図）、福祉総合センター利用状況

住吉71 989 84各対策部
バイン
ダー

1984
まちづくり、第1回対策部長会議討議資料、労対部報告、住宅対策部、教
対部・現状と課題、生活対策部報告・23期第1回生活対策部会議、人権対

住吉92 990 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 府同促第6回常務会

住吉66 991 （地区資料研究会封筒） 複数 1984 1985
1985年度地区協総会、（電報）、第33回年次総会方針、地区協議員名簿、
お知らせ（総会）、（出欠確認）

住吉91 992
部落差別　写真で見るそ
の現実

冊子 1984
住吉結婚差別事件、宿毛結婚差別事件、久世結婚差別事件、硫酸事件、
福岡県結婚差別ガス自殺事件、大阪地裁判決、東郵便局差別事件、三雲
差別自殺事件、大阪芸術大学

住吉02 993 施設開放　地区研第16他 ファイル 1984 1990
第16回地区研「周辺共闘の具体的展開」（資料、報告、サブ報告、市への
提言）、1990年度徳島県隣保館関係職員研修会講演資料「これからの隣
保館活動」（白井俊一）

住吉98 994 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
冬来りなば春遠からじ　部落解放史ふくおか11号（福岡聯隊事件の犠牲者
を偲んで井元麟之年譜）

住吉02 995 第11回地区研　土橋孝博 ファイル 1984

第11回地区研の運行と任務分担、第3回地区研実、第11回地区研案内配
布先、1984年度文化のつどい展示の部出品、第11回地区研開催のご案
内、参加券、地区研開催要綱、地区研分科会の原稿依頼について、第11
回地区研第1回実委討議資料

住吉71 996 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1984 地域住民の安全対策に関する地下道設置についての要望書



住吉66 997
1984．4月～1985年3月迄
地区研資料

紙袋 1984 1985

理事会（第11、2、7回）、1984年高校新進級にかかる留年・中退状況及び
理由調べ、1984年度大学奨学金における留年・中退・辞退状況、第32回年
次総会プログラム、教宣・人権・啓発事業について、老人ホーム塩楽荘の利
用について、住宅問題に関する取り組み状況と空家の状況、拡大協議委
報告、大阪市への要望及び協議事項

住吉69 998 （地区資料研究会封筒） 複数 1984
解放だより、大阪市同和事業住吉地区協第1回役員会、地区協創立30周
年記念大会案、地区協創立30周年記念事業について、地区協30周年記
念集会決算報告、確約書、地区協創立30周年記念誌編集プラン

住吉88 999
民族伝承調査票（写）1984
調査

ファイル 1984

民族伝承調査票、住吉地区の歴史と地域の特徴、被差別体験・差別とのた
たかい（話者・住田利雄）、食（話者・住田利雄）、生産（話者・住田利雄）、
社会生活（話者・住田利雄）、人の一生（話者・住田利雄）、年中行事（話
者・住田利雄）、伝承芸能（話者・住田利雄）、調査地区要図

住吉91 1000
全戸隣保館各ブロック・府
県連絡協議会活動報告書

冊子 1984 1985
全隣協、各ブロック連絡協議会事報告書（東日本・近畿・中国・四国・九
州）、各府県隣保館連絡協議会事業報告書、全隣協分担金の増額につい

住吉91 1001 全国隣保館実調報告書 冊子 1984
全隣協、調査概要、隣保館の実態（設置状況、施設、位置づけ、職員、運
営）、対象地域の概況（世帯、人口、社会保障、住宅、地域内関連施設、進
路、差別事件）

住吉91 1002 （地区資料研究会封筒） 複数 1984 1985 国民融合通信（No.117～123、125～128、131、133）

住吉93 1003 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
「具体的な取り組み」住之江区役所、市民啓発について、同和問題職員研
修について、庁舎設備について

住吉01 1004 （地区資料研究会封筒） 複数 1984
（図面）、仕上げ表、4号館住戸改善計画（図面）、立体駐車場・プール計
画、住吉総合福祉センター計画案

住吉11 1005 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
大阪市営住宅付属施設使用証書、市営住宅家賃決定通知書、住吉8号
館・店舗の家賃について

住吉71 1006 （地区資料研究会封筒） 複数 1984
支部結成20周年記念事業（第1次案）、要望書（大阪府立新築について）、
三役・書記局・特別執・執一日合宿

住吉93 1007 今こそ問い返す！ 冊子 1984 「にんげん」実践交流会第1分科会より、住之江区「にんげん」実践交流会

住吉02 1008 （地区資料研究会封筒） 冊子 1984
地区研基調提案、部落解放と総計、部落解放と仕事保障、差別事件と人
権啓発、狭山再審闘争、反差別共同闘争、おいたちと部落解放の課題、
第11回地区研（議案書）

住吉34 1009 （地区資料研究会封筒） 冊子 1984 第10回地区研記念・朗読劇「住吉部落のあゆみ」、同推協

住吉41 1010 まなび　第8集 小冊子 1984
住吉輪読会、第35回全国同和教育研究大会第8分科会「識字運動」に参
加して、住吉小学校、住之江集学校、住吉中学校、住吉解放会館

住吉99 1011 関西電力株式会社 紙袋 1984
南港LNG発電所建設について、読売新聞1984．11．20、関西電力株式会
社南港発電所建設計画と環境影響調査のあらまし、新聞記事



住吉92 1012 大阪府連合会 紙袋 1984

女性に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約、「興信所・探偵社規
制条例」の9月・府議会での制定に関する申し入れ書、（大阪府における今
後の同和行政について・答申）、「人種差別撤廃条約」と部落解放、総務連
絡会・同促協方式についての資料集、「臨教審」と解放教育、第31期第1波
あみの目行動実施要綱、朝日新聞1984．6．20、府連活動家通信、解放新

住吉71 1013 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 1988 課題別交渉生活対策要求項目案、要求書（支部）

住吉97 1014
84組合委員講座プログラ
ム

冊子 1984
日程、映画「三池のたたかい」、自治労－30年の軌跡、アンケート、大阪市
職員労働組合

住吉93 1015
住之江工場建替に伴う環
境影響評価の概要（大気・
交通）

冊子 1984
大阪市環境事業局、調査目的、調査地域、調査事項、調査結果、まとめ、
環境調査業務受託者

住吉35 1016 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984

1984年度住吉子ども会夏季活動総括案、夏季活動における教育守る会の
参加について）、（解放だより1984．7．15）、（子ども会だより1984．7．9、
1984．7．24、1984．8．3、1984．11．7）、教育守る会だよりNo.5、第1回子ど
も会運営委資料、（11．12月子ども会活動全体方針案）、10月25日住吉小
主担酒井先生より子ども会指導員に問題提起された件について

住吉12 1017 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
1984年度地区生活保護者受給者組合総会議案書、（地区生活保護受給
者組合会則）、総合福祉センター建設委第4回生活対策部会議、（第11回
地区研第1回実討議資料）、（ゲートボール指導員養成講習会実施要領）

住吉77 1018 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
反戦・平和・人権・狭山八月行動住吉小差別落書事件糾弾支部総決起集
会、（原水禁広島大会参加行動報告）、（南京大虐殺視察ピースボート交流
団）、（解放だより）、（反戦・平和・人権パネル展）

住吉91 1019
解放研究所　第6回全国
部落解放研究者集会　第
20回

冊子 1984
研究所通信（No．70）、部落解放研究所、シンポジウム「部落解放基本法制
定に向けて」、研究報告、部落解放研究所第20回総会

住吉71 1020 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
書記局会議討議資料、第11回地区研の進行と任務分担、上田行動委・秋
期オルグレジュメ、第1回子ども会運営委・資料

住吉71 1021 （地区資料研究会封筒） 複数 1984
具体的な取り組み（住之江区役所）、住之江区庁舎内便所差別落書事件
について（住之江区役所同対部）、第2回狭山闘争委（議案書）、府連書記
局会議（資料）、解中央第40076号「第3波全国オルグ行動の実施につい

住吉92 1022 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
同促協方式の徹底のために（大賀正行）、地区協づくりについて、同促協
論の補足、地区協の構成及び運営について、地区協規約準則、日之出地
区協の例、「同促協」方式のよりいっそうの徹底のために

住吉66 1023 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984
地区協総会、事業報告について、地区協1983年度決算報告、1983年度会
計監査報告、1984年度事業方針案、地区協・協議員名簿、地区協役員及
び顧問・参事について案、地区協準則、市同促協とはなにか

住吉71 1024 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 支部大会役員選挙結果、1984年度決算報告



住吉66 1025 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 1985

1985年度地区協総会、地区協会則（改正案）、支部書記局会議資料、「部
落解放基本法」制定要求住吉地区闘争本部第2回会議、課題別交渉生活
対策部要求項目案、住吉青館改修計画、支部住之江中差別落書（5．8）・
差別落書メモ（6．13）事件確認会

住吉71 1026 第24期大川 ファイル 1984 1985

第24期第1回支部執、第24期執行体制、1984．支部支部員実調集計報告
書、「部落解放基本法」制定要求闘争二億円カンパ実施要綱案、住吉生協
一泊研開催要綱、いのくらニュース1985．5、1985．5．23千葉刑務所要請
行動、解放だより第127号、狭山再審闘争ニュースNo．3

住吉92 1027 解連協第15回総会 小冊子 1984 1985
1984年度経過報告（解連協の主な仕事、研究部会の取り組み、全隣協・近
畿ブロック協議会との連携、1984年度事業日誌）、1985年度事業方針案
（解放会館をとりまく状況、解連協事業の重点）、解連協会則

住吉71 1028
動員通達　組織通達　23
～26期

ファイル
ボックス

1984 1987

組織通達第24期1985．6月～（狭山闘争再審実現中央総決起集会、松田
かおる府会補欠、「中級解放講座」ナイロビ国際会議、民間フォーラム参加
報告）、組織通達第26期87．7～（第2次第2期初級解放講座実施の案内、
谷畑孝必勝団結署名のとりくみについて、西尾必勝サンデー行動、狭山草
の根署名行動）、動員通達第24期（地域護憲集会、「基本法」制定要求地
区周辺署名統一行動への動員、市行革大綱批判学習会への動員要請）、
動員通達1984．6～（婦人部狭山現調・中央3万人集会参加要綱につい
て、身元調査規制条例制定記念講演の夕べへの参加要請）、動員通達第
25期1986．6月～（反天皇ビラ・映画会、売上税反対5万人集会、支部創立
30周年記念式典及祝賀会への参加要請）、組織通達84．6月～（子ども会・
中学生部保護者集会のお知らせ、外国人登録法の根本的改正を求める署
名活動への協力要請、住吉小学校「悪質な差別落書き事件」に対する第2

住吉34 1029 671－3209 紙袋 1984
憲法と人権（市）、人間として生きたい（人推協）、世界人権宣言35周年記
念人権啓発資料、人推協だより、グラフ人権、人推協総会議案書、住吉社
会を築くために1984．3

住吉93 1030 同促　1983年度資料 紙袋 1984
市同促・地区協のしごとについて（大阪市各局主な同和対策関係事業、委
託事業、市同促定款、○○地区協会則、主な各種公共施設の事業概要）、
改訂同促協論の補足、第1回地区協事務局長会議報告、第8回理事会

住吉84 1031 総計実行本部 ファイル 1984 1985
1984年度総計実行本部会計決算報告、住吉総合福祉センター（仮称）の
位置づけと運営に関して（総合福祉センターの運営について、住吉総合福
祉センター「仮称」人員配置等の考え方案）

住吉71 1032 （表題なし） ファイル 1984 1985
支部執（資料）、千葉刑務所要請行動（狭山関係）、支部員実調集計報告
書、二億円カンパ実施要綱案

住吉71 1033 （表題なし） ファイル 1984 1985
第1回支部執（当面の支部日程、執行体制）、1984．支部支部員実調集計
報告書、「基本法」制定要求闘争二億円カンパ実施要綱（政教一泊研開催
要綱、「人権のまち」について）、千葉刑務所要請行動（狭山関係）

住吉71 1034 支部各資料 ファイル 1984 1985
（各種通知・案内文書）、地区研実討議資料、最高裁「狭山特別抗告」棄却
糾弾抗議中央集会について



住吉34 1035 同推協 ファイル 1984 1986 部落解放の教育、（各種通知・案内文書）

住吉71 1036 （地区資料研究会封筒） 複数 1984
解放だより、第6回支部執資料、地対協「意見具申」に対する見解、部落解
放講座・支部の現状と課題、部落解放の教育（同推協）

住吉77 1037 （地区資料研究会封筒） 複数 1984

住小差別落書糾弾闘争本部会議資料（住小における差別事象について
（市教委）、住小の見解）、支部幹部研修会報告、住小「差別落書事件」第3
回本部会議（第4回事実確認会、住小第2回「見解」要旨）、「差別落書」の
大衆的確認にむけて、反戦・平和・人権・狭山八月行動・住吉小差別落書
事件糾弾！支部決起集会

住吉71 1038 （地区資料研究会封筒） 複数 1984 1986

9月行動に向けた取り組みについて、各省統一交渉報告（回答の概要）、共
益費統一化に向けた打ち合わせ内容（平沢メモ）、第25回支部大会機長案
（草稿）、支部書記局会議討議資料、政治共闘部報告、人権対策部報告、
学生友の会（解放奨学生）再建へ向けての保護者への協力要請！、支部・
地区協・解放会館の任務を明らかにして部落解放運動の前進を！

住吉92 1039 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1984 1985
府同促第3回理事会（行動要綱（大阪実中央行動）、要望書、同和行政推
進に向けた全国部落総合実調実現への協力要請）

住吉35 1040 （地区資料研究会封筒） 複数 1984 1985
子ども会夏期活動実施要項、7．2に関わっての親集会（いじめ事件）、第1
回地区部落解放教育研究集会総括会議

住吉71 1041 解放運動　№7　住吉
バイン
ダー

1985 1987
住宅憲章、文化のつどいプログラム（1987）、第14回地区研プログラム、島
田事件、改悪は差別だ！（奨学金）、生活保護受給者組合総会議案書
（1985）、支部執討議資料、基本法制定要求国民運動住吉・住之江区実結

劣化

住吉08 1042 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 旧解放会館改造計画案

住吉62 1043 （地区資料研究会封筒） 複数 1985
大阪市同対部・市同促三役連絡会議、第7回理事会資料、大阪市同促協
三役との協議会次第、第13回地区協事務局長会議

住吉31 1044 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 1987
第11回保育守る会総会プログラム、1986年度活動方針案、1985年度収入
の部・支出の部、大阪市の同和行政後退、「部落解放基本法」制定にむけ
てたたかう決議案、地区保育守る会第11回総会議案書

住吉02 1045 部落解放第12回地区研 冊子 1985
支部、「部落解放基本法」制定にむけての闘い、狭山再審闘争、反差別共
同闘争

住吉71 1046 （地区資料研究会封筒） 複数 1985
チラシ（狭山事件についての抗議文章）、解放教育（保育）闘争の課題、府
連の支部幹部一泊研資料、住吉地区総計実行本部合宿資料、「部落解放
基本法」制定をめざして

住吉91 1047
「同対審」答申20周年記念
部落解放研究第8回大阪
集会討議資料

冊子 1985
「同対審」答申20周年記念、開催要綱、基調提案、「部落解放基本法」制
定、差別事件の実態と今後の課題、部落の教育実態と解放教育の課題

住吉98 1048 映画製作委員　Ｓ60．2 ファイル 1985 1989
第16回映画製作委、第15回部落解放映画製作委、人権啓発映画製作委、
人権啓発ビデオ紹介一覧1989年版、東映の同和教育映画

住吉66 1049 藤本理事 紙袋 1985
「部落解放基本法」制定要求国民運動大阪実（議案書、第1回理事会）、地
区協役員会資料、家族・親類に不幸が生じた時（地区協だより）、第3回理
事会、「身元調査規制条例」施行記念集会開催要綱



住吉87 1050 （表題なし） 紙袋 1985
総務庁全国部落生活実調実施協力について（要請）、地域啓発等実態把
握実施要綱

住吉61 1051
資料（1985．10．15－16
拡大協議員会　塩楽荘）

紙袋 1985

市同促拡大協議員会（矢田・浅香・飛鳥）、理事会資料、第4回理事会、市
同促今年度前半期主な活動、今年度主な協議内容、個人給付対策事業
に半期報告、塩楽荘利用状況、「部落解放基本法」制定めぐる動き、教宣
対策会議報告、市同促役員名簿、個人給付対策事業の課題、住宅の民主
的管理、同和向市営住宅の管理実務の手引き、市営住宅すまいのしおり、
人権啓発ビデオ紹介一覧

住吉62 1052
市同促事務局長会議　Ｓ
60．7．31

紙袋 1985

1985年度両国地区協総合議案書、第3回事務局長会議、水道料金・下水
道使用料減免措置適用資格確認調査について、巡回奉仕員派遣申請手
続きについて、同和向市営住宅の管理実務の手引き案、市営住宅住まい
のしおり案、明日の浅香のために、明日へ、つちおと

住吉62 1053
地区協事務局長会議
60．8．31住宅外資料

紙袋 1985

水道料金等の福祉減免措置適用資格確認のための現況届提出につい
て、住宅入居までの手順、事務分担一覧表、同和向市営住宅の管理実務
の手引き案、市営住宅すまいのしおり案、固定資産税減免の取扱について
（方針案）、第4回地区協事務局長会議、出張届

住吉99 1054
住吉区制60周年記念住吉
区スタンプラリー

小冊子 1985
住吉区の歴史、帝塚山古墳、六道の辻閻魔地蔵、住吉大社、住吉神宮寺
跡、楠珺社、熊野街道、住吉図書館、あびこ観音、大依羅神社、依網池

住吉92 1055 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 解連協1985年度役員・事務局名簿案

住吉11 1056 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985
住宅要求者組合総会議事録・決議案、活動報告、活動日誌、活動方針
案、地区住宅要求者組合規約、「否定する100戸の住宅建設闘争を強化す

住吉92 1057
興信所条例関係　Ｓ60．
2．7

ファイル 1985

部落差別身元調査規制条例（仮称）2月府議会制定会のためのとりくみ、朝
日新聞、佐教組ニュース、事務局通信（府同和教育研究協議会）、大同教
つうしん（身元調査禁止条例）、新聞（身元調査禁止条例、サンケイ、毎日、
読売、日本経済、朝日、神戸、赤旗）

住吉92 1058 大阪市合区資料　60．3．9 ファイル 1985 合区問題に関する報告書、大阪合区問題調査会

住吉92 1059 部落解放研究所　60．3 ファイル 1985
研究所通信（部落解放研究所、部落解放基本案（NO．80）、第7回全国部
落解放研究者集会（NO．78）、第21回研究所総会（NO．75）

住吉88 1060
住吉、住吉連合（墨江連
合、東粉浜連合）住宅地

紙袋 1985 1986
85年住吉区詳細地図（住吉西、東粉浜、墨江、住吉東）、86年住之江区詳
細地図（敷津浦、足立）

劣化

住吉71 1061
1986．2．14　支部三役、
特執、顧問、書記局一日
研修

ファイル 1985 1986
支部三役特執顧問書記合同合宿、自由民主党政務調査会、教対部報告、
部落解放基本法闘争の現状と課題、住吉部落歴史研究会報告、診療所の
とりくみけいか、拡大・三役書記局合宿

住吉92 1062 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 大阪人権歴史博物館報No.13

住吉71 1063
1985年　第24回支部大会
議案書

冊子 1985

1984年度活動報告、1985年度運動方針、｢答申｣20年にあたり平和・人権
草の根運動の高揚をはかり｢部落解放基本法｣の制定を勝ち取る決議案、
狭山事件の事実調べ再審開始を勝ち取る決議案、（資料）部落差別身元
調査等規制条例



住吉02 1064
部落解放第11回地区研報
告書

冊子 1985 第11回地区研実、地区協、住吉・住之江区民共闘会議

住吉12 1065 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 地区身障者（児）組合総会資料（会計報告、役員改選案）
住吉83 1066 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 住吉誠友老人会総会資料（1984年度会計報告、1985年度役員体制案）
住吉34 1067 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1985年度住吉同推協総会資料、1985年度住吉同推協役員案

住吉11 1068 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 1986
住宅要求者組合総会、活動日誌、情勢、活動方針案、住宅要求者組合再
登録用紙、会計報告

住吉85 1069
生協一泊研　1985年6月
15～16日　塩楽荘

紙袋 1985 せいきょう10年の記録、住吉生活一泊研

住吉89 1070 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 檀信徒の皆々様にお願い
住吉67 1071 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 地区協支部三役合同連絡会議資料、資料5・同促協論の補足

住吉71 1072 （地区資料研究会封筒） 複数 1985
御崎住宅の返還にともなう住之江区での共斗課題について、住吉住之江
ピースセンター（仮称）建設（試案）、みさき問題、狭山再審闘争ニュース
No．8（1985．9．27）、婦人部だより第3号（85．9．27）、解放共闘大阪（第

住吉06 1073
「人権のまち」1985．5～
第1号～第9号

ファイル 1985 1986 人権のまち

住吉85 1074
せいきょう10年の記録　住
吉・住之江地区生協

冊子 1985
住吉生協沿革、部落解放の闘いのなかから（1972～1975）、生協の本質を
つかまぬままのスタート（1976～1978）、組合員が主人公の生協活動へ
（1979～1981）、「コープ」本建築と3年間（1982～1984）、未来に向けて

住吉77 1075 （地区資料研究会封筒） 複数 1985
今なお残る部落差別、住吉中学校差別落書メモ事件事実経過、「差別落
書メモ」のとりくみ、住吉・住之江実

住吉91 1076
第8回全国解放保育研究
集会・第1回三重県解放保
育研究集会報告書

冊子 1985 全国解放保育連絡会、三重県解放保育研究集会実

住吉93 1077
同和事業の手引き　（社）
市同促

冊子 1985

（市同促）、市同和地区の概況、部落解放運動と同和行政、市同促協とは
何か、同和事業の現状と課題、大阪市の同和事業、個人給付対策（含む要
綱）、地区公共施設、同和対策関係予算、市同促・地区協規程及び構成団
体など、参考資料

住吉71 1078
「基本法」制定要求住吉地
区闘争本部　1985．4～

ファイル 1985

「基本法」学習・対話集会一覧、基本法闘争本部レジメ、1985年部落解放
基本法制定闘争をふりかえって、「基本法」闘争の高まりを！1985．12．18、
「基本法」住吉地区闘争本部事務局会議（1985．11．26）、「基本法」制定闘
争を巡る情勢と今後の方向、「基本法」制定闘争を巡る情勢と展望につい
て、「基本法」地区斗争本部事務局会議1985．11．12、基本法制定要求中
央斗争本部ニュース（1985．10．12）、「基本法」制定要求地区本部第2回会
議、解放新聞1985．6．10、特措法草案（解放同盟）

住吉71 1079
「部落解放基本法」制定に
むけて　大阪府連支部

冊子 1985
住吉地区のうつりかわり、今なお厳しい部落差別の実態は、あいつぐ差別
事件ファッショ化する危険な思想、「部落解放」基本法制定を！

住吉92 1080 （地区資料研究会封筒） 冊子 1985
「部落差別調査等規制条例－全国初の人権条例制定される－差別撤廃を
願う府民の総意が結実」、解放だより第123号



住吉97 1081 宗教関係　1986　白井 ファイル 1985 1988

同明会運動25周年記念真宗同朋大会、南御堂5．6号（真宗大谷派難波別
院）、「教区同和研究集会」の開催について（案内）、第1回「大宗連・部落
解放研究集会」、現代の真宗「念仏の感覚」、荊冠第59号（部落解放キリス
ト者協議会）、人間尊重の教理と課題（天理教大阪地区同和推進委）、第1
回「大宗連・部落解放研究集会」の開催について（ご案内）、住之江・東住
吉・住吉区教団名簿、別冊陽気世界への歩み（天理教同和推進委）

住吉91 1082 川口様（法人化にむけて） 紙袋 1985 1999
全隣協の法人化について、公益法人の設立許可及び指導監督基準、公益
法人設立許可申請書の添付書類等に関する申し合わせ、公益法人会計
基準について、全国児童館連合会、全隣協会則

住吉92 1083 府連第33回定期大会 紙袋 1985 1987
府連第33回定期大会議案書（解放新聞大阪版号外）、当選証書（大川惠
二殿）、代議員証、1985年度一般会計決算報告書（連合会）、ソ連共産党
綱領新稿、ソ連共産党第27回大会へのソ連共産党中央委政治報告

劣化

住吉31 1084
保育守る会　1985．5～
87．3

ファイル 1985 1987
保育守る会三役会議（第1～9回）、保育守る会役員会（第1～4回）、保育守
る会第11回総会議案書、住吉地区、1985年度住吉保育守る会会員名簿

劣化

住吉85 1085
第10期理事会、生協
ニュース

ファイル 1985 1986 住小米飯給食の運営実態の概要、生協ニュース（第1～7号） 劣化

住吉91 1086
国民融合通信　№135　国
民融合をめざす部落問題
全国会議

冊子 1985

被爆40周年に思うこと金崎是、全国会議第11回総会日程シンポジウム・レ
セプション、八鹿裁判控訴審の対決点、大阪高裁への要請書、10万人の
厳正裁判要請署名を、同和要求見られぬ東京都昭島市北川鉄夫、広島県
でまた教師自殺事件広島県会議、平間の平和祭取り組みの教訓榎本清
司、荒川区の奇怪な裁判事件、懇談会での医療問題（広島）、杉之原代表

住吉89 1087
ながはし　子どもたちへ語
りつぐもの　市立永橋小学

冊子 1985
西田政一、上田卓三、住田利雄、三宅理之、織田和光、和田正久、織田昭
爾、藤本通造、松浦長利、富山楢一の追悼メッセージ）、略歴

住吉02 1088
部落解放第12回地区研
土橋孝博

ファイル 1985

第12回地区研実、（第12回地区研参加団体）、解放だより第148号、第12回
研究集会にともなう経費の支出、1985年文化のつどいプログラム、第12回
地区研第3回実開催のお知らせ、地区研参加券、第12回地区研実委討議
資料（第1～3回）

住吉91 1089 人間解放追悼林神一さん 小冊子 1985
解放出版社、林神一さんアルバム、人間解放の一環放の環として、朝日新
聞記者として、おやじとして、おじいちゃんとして

住吉92 1090 第8回評議員会議案 冊子 1985
1984年度事業執行概要、役員会等の開催、企画委等の開催、大阪21世紀
協会主導行事、後援・協賛行事、1984年度決算書案、監事の監査結果

住吉91 1091
財政改革を考える　昭和
60年3月　大蔵省主計局
－未定稿－

小冊子 1985
大蔵省　主計局、財政の現状と問題点、1985年度予算と今後の展望、歳出
の見直し

住吉75 1092 85　学習会 ファイル 1985 1986

マルクス・レーニン主義の基礎、イギリスの「左翼」共産主義、ドイツの「右
翼」共産主義、国家と革命、国家教育と民主主義、歴史と個人、疎外－神・
国家・資本、唯物論哲学入門、弁証法、愛と規律の家庭教育、労働による
教育、家庭教育の一般条件



住吉92 1093 啓発闘争推進のために 冊子 1985
「地対協」意見具申の評価、啓発推進闘争を強化しよう、人権啓発活動の
実例、啓発団体の現状、今後における啓発活動のあり方について、「地対
協」意見具申に対する（我が同盟の見解、全解連の見解」、大阪府同対審

住吉92 1094 糾弾闘争本部ニュース 冊子 1985
府連糾弾斗争本部、道祖本結婚差別事件、サンエス就職差別事件、連続
差別電話事件、大阪府市職員の相次ぐ差別事件、戸籍謄本密売事件、静
岡結婚差別事件、移民による差別ビラ配布事件、差別事件の取り組みを強

住吉71 1095 （表題なし） ファイル 1985

支部幹部一泊研資料、狭山特別抗告棄却決定と当面の課題、課題別交渉
生活対策部要求項目、7．8教育交渉資料、青婦公対策部会議報告、支部
幹部によせて、第1回実資料、第1回部落解放教育研究集会案、「部落解
放基本法」制定をめざして

住吉91 1096
大阪市住吉区手塚山東5
－3－21住吉解放会館気
付　大川惠二様

紙袋 1985

中央行政闘争本部書記スタッフ会議（部落行政推進・基本法制定要求第1
次中央就会）、総務省全国部落実調検討委、「基本法」闘争本部各界対策
分担表、部落解放基本法制定への要請書、7．18「基本法」制定要求中央
行動の実施、部落解放推進・基本法制定要求第1次中央集会基調提案、
（1985年度政府交渉基本要求）

住吉03 1097 （表題なし） 紙袋 1985
1985年度住吉解放会館運営委託料案、1985年度給与格差是正一覧表、
諸手当関係、行政職給料表、技能労務職務給料表

住吉92 1098
大阪市住吉区帝塚山東6
－7－9解同住吉支部　大
川惠二様

紙袋 1985 第7回研究員会議・第21回総会討議資料、研究所通信No．75

住吉92 1099 住吉 紙袋 1985

学習資料「85地方行革と闘おう」、公務員部会職種別交流修会報告（府連
公務員部会連絡会）、府連委討議資料（別紙）、解放新聞大阪版第637号、
第42回全国大会中央役員候補者に対する府連信任選挙公報、第42回全
国大会開催要綱、1985年度府同和予算に関する知事との政策懇談

住吉92 1100 住吉 紙袋 1985
「部落差別身元調査規制条例」の二月府議会制定を実現させよう（府連）、
（府同対審答申総会部会報告の内容）

住吉77 1101 （地区資料研究会封筒） 複数 1985
住之江中学校差別落書事件事実経過、住之江郵便局郵便課長部落差別
発言糾弾会、住吉小学校差別落書事件糾弾要項、狭山八月行動・住吉小
差別落書事件糾弾支部決起集会、差別事件の続発・悪質化、反戦・平和・

住吉78 1102 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 区民共闘会議第6回総会
住吉34 1103 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 第1回地区部落解放教育研究集会（討議資料）

住吉92 1104 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1988

企業啓発のために－「部落地名総鑑」事件10年をふりかえって－（「部落地
名総鑑」事件の教えるもの、企業啓発の推進、今なお残っている就職差
別、今後の課題（企業啓発、雇用の促進）、大阪府労働部職業業務課）、部
落差別のない明日－大阪における同和問題－（同和事業を支配する「解
同」幹部、これこそ不公正税制の決定版！、「確認・糾弾」闘争は部落解消
に有害・無縁、「同和」の名でゆがめられる教育、「解同」による蛮行と府民
の闘い、民主主義と教育を守り、公正民主的な同和行政を要求する府民会



住吉92 1105
1985年度部落解放大阪市
政推進に関する要求書

冊子 1985
府連、部落解放市政推進に関する基本要求、部落解放市政推進に関する
具体要求

住吉03 1106 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1985
辞令（青館職員）、配属辞令（総合福祉センター介護用務員）、内示（青
館、支部書記局、総合福祉センター、青年会館・体育館）

住吉87 1107 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 支部員実調（用紙）、参考資料
住吉35 1108 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 子ども会夏季活動第2回実委、プログラム、スクラムNo．1

住吉84 1109 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1985
身障センター運営委、1985年度住吉身障センター管理運営費、1985年度
住吉身障センター人件費換算表、1984年度決算報告、（見取り図）

住吉71 1110 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1985
1985年度闘争スケジュール、狭山闘争委事務局会議、「基本法」各館別・
団体別学習会、「基本法」区実づくり

住吉71 1111 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 部落解放研究第19回全国集会、支部会議討議資料（8月）
住吉71 1112 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 7．8教育交渉資料
住吉91 1113 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 1985年度地域改善対策関係予算要求額一覧（総括表）

住吉91 1114 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985
国会共闘情報No．89（第102通常国会社会党部会および無所属一覧）、各
都道府県選出国会議員への部落実態の説明と国会質問の要請について、
1985中央行動の資料販売について、1985年度政府への要求書作りについ

住吉97 1115 （地区資料研究会封筒） 複数 1985
反天皇反紀元節学習会、同和主要三団体（解放同盟、全解連、同和会）の
ベールを剥ぐ（若林芳則）

住吉71 1116 （地区資料研究会封筒） 複数 1985

狭山再審闘争ニュース第7号、解放だより第138号、第1回地区部落解放教
育研究集会開催要綱、第24期第2回支部委員討議資料、第7回支部執討
議資料、夏季活動参加状況、1985年度住吉子ども会夏季活動全体方針
案、教育担当者会議報告

住吉03 1117 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985
地区教育研究集会の成功にむけて（第3回実資料）、（平面図）、第1回住吉
総合福祉センター準備室事務会議議事録（抄）、（仮称）住吉総合福祉セン
ター新築工事工程表

住吉99 1118 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 日本海・アジア平和の舟、参加申込書
住吉03 1119 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 第2回施設運営資料、各施設の現状、第1次人事交流について案緊急課
住吉91 1120 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 予算委第8分科会議録（第1～2号・建設省）

住吉61 1121 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 1986
市同促住吉地区事務局会議・役員会・協議員会、地区協事業関係日誌、
同和行政を巡る諸情勢、市同促協の今日的役割、当面する具体的課題、
市同促住吉地区役員会資料

住吉77 1122 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1985 1986
5．29緊急狭山中央抗議集会、集会決議案、5．8狭山闘争委報告、狭山再
審闘争ニュースNo.23、解放共闘大阪第297号

住吉91 1123 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985
9．25～26第6波中央行動参加報告、5．24中央行動について、政府各省交
渉動員表

住吉74 1124 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 1986
上住吉問題（啓発）の取組み、住吉区・住之江区の学校における多発する
差別事件について

住吉71 1125
85対策部長会議　大川惠
二

ファイル 1985
青婦公対策部会議、対策部月間・年間のとりくみと方針・重点課題、支部員
実調、生活対策部および生活対策部員（体制）、今後の進め方



住吉01 1126 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1985 1987 人権のまち（第1～13号・号外）、総計実

住吉92 1127
部落の労働者に再教育の
機会を

小冊子 1985 1989

芦原職業訓練校改革・「生涯職業教育センター」（仮称）整備構想関係資
料、芦原訓練校の基本方向、芦原技術専門校改革の視点と整備方策につ
いて、芦原高等技術専門校の設置科目案について、「同和」地区訓練実施
状況、特別訓練と自立保障の取り組み

住吉01 1128 （地区資料研究会封筒） 複数 1985

住吉地区のまちづくり（総計、明治・大正時代の住吉、住宅要求闘争の本
格化、住吉地区の現状と課題）、教育の実態（最近五年の進学率）、就労の
実態（労働形態）、収入（府の平均と住吉の平均）、住民の健康（全国の割
合と住吉の割合）、社会保障（生保）の実態

住吉87 1129 （地区資料研究会封筒） 単葉 1985 就労の実態、収入、住民の健康、社会保障（生保）の実態

住吉76 1130 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 1986
1986年度生活保護受給者組合総会議案書（活動報告、活動日誌、1986年
度活動方針案、会計監査報告、組合会則

住吉71 1131 （表題なし） ファイル 1985
第15回支部執資料、第1回子ども会活動発表会によせられた意見・感想、
1985年をむかえた住吉子ども会の課題、府連年間プラン案、固定資産税
減免要求組合第2回総会（議案書）

住吉91 1132 近プロ ファイル 1985 明日へ（浪速同推協）、近ブロだより（全隣協近畿ブロック協議会）

住吉71 1133 （表題なし） 紙袋 1985 1987
第3回いのくら総会議案書、支部三役・特執・顧問・書記局合同会議（討議
資料、60年度予算編成各党要望、61年度予算編成各党要望）、部落解放
基本法の現状と課題、教対部報告、拡大・三役書記局合宿、たしかめよう

住吉92 1134 （表題なし） 紙袋 1985

府連全支部オルグ団研修（「部落基本法」制定闘争をめぐる情勢と展望に
ついて、戦後の部落解放運動史の総括と今後の方向、当面の行財改革に
ついての基本方針案）、「部落解放基本法制定」（全郵政大阪連協）、「部
落解放基本法」制定に向けて（支部）、第12回地区研討議資料、第4回基
本闘争本部会議討議資料、部落解放基本法制定闘争の現状と課題

住吉71 1135 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1986

全国行進に参加して（平和・人権擁護・基本法制定要求）、「基本法」地区
闘争本部事務局会議討議資料、第13回支部執討議資料（「部落解放基本
法」闘争カンパ集約一覧、12回地区研報告）、狭山再審闘争ニュース、支
える会ニュース（足立支部）

住吉34 1136 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985 1986 同推協役員宿泊研修会（85年度活動の概要、今後の課題）

住吉93 1137 （地区資料研究会封筒） 複数 1985

当面の行財政改革についての基本方針（市行財政改革推進本部、簡素で
効率的な行財政運営の推進、合区の推進と区政のあり方、同和行政のあり
方）、当面の課題（共闘）、「当面の行財政改革についての基本方針（行革
大綱）」に対する見解

住吉71 1138 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1986

同和問題の早期解決に関する意見書、「基本法」反対論の検討、同和対策
法強化実現大阪市推進本部設置要綱、同和対策事業費総括表、市長交
渉、社会党代表質問、1985年度予算編成各党要望、1986年度予算編成各
党要望、1986年度における事務事業の見直しなどについて、同和向住宅

住吉71 1139 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1986
第4回支部委資料、緊急特集「相次ぐ差別事件」（支部）、反差別・人権確
立要求書、第25回支部大会基調案、区内差別事件一覧、「人権のまち」



住吉71 1140 住吉 紙袋 1985

同和問題の早期解決に関する意見集、「部落解放基本法」の制定に反対
し・真の部落差別解消を求める意見集、第4回支部書記長会議（第12回大
奨集会、基本法闘争本部レジュメ、基本法県議決議の状況と傾向、府知
事・課題別交渉任務分担等一覧）、府連狭山現調（各種通知・案内）

住吉02 1141 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1987
書記局会議資料（1985、「部落解放基本法」闘争カンパの集約一覧）、第14
回地区研－第3分科会－部落解放の教育の現状と課題（1987）、14回地区
研第2回実（レジメ）

住吉45 1142 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1985
第6次大阪同盟東南アジア親善視察団（参加者名簿及び部屋割り表、旅行
日程、帰国日のご案内）

住吉71 1143 （地区資料研究会封筒） 複数 1985

第12回地区研第1回実討議資料（「基本法」オルグ総行動実施要項、支部
創立30周年記念事業案のとりくみについて、障害児・西村文利君（中3）の
進路保障の取り組みについて）、「基本法」学習・対話集会一覧、大阪市青
年の船実施計画案、総合福祉センター診療所拡張の件、婦人部だより、解
放共闘大阪、第9回支部執討議資料（御崎住宅の返還にともなう住之江区
での共闘課題について、当面の支部日程）

住吉71 1144 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1987

第18回支部執討議資料（1985・南港差別落書対策会議、若手活動家の養
成に向けて、「なんやねん？売上げ税」学習会）、部落解放基本法の制定
を求める署名、区内オルグ総行動・オルグ団員分担一覧、「部落解放基本
法」制定要求国民運動大阪実第1回幹事会（平和・人権擁護・基本法制定
要求全国大行進大阪での受け入れ案、9月会議における「基本法制定を求
める議会決議」の獲得についてのとりくみ要請、基本闘争とりくみ状況一
覧）、（各種通知・案内文書）

住吉84 1145 （地区資料研究会封筒） 複数 1985 1986

第1回住吉総合福祉センター準地質運営委、診療所開設に伴う購入予定
備品一覧、第6回住吉総合福祉センター準備室事務会議、第5回住吉総合
福祉センター準備室事務会議議事録、支部創立30周年記念事業第2回実
討議資料、第2回住吉総合福祉センター準備室事務会議議事録、第4回住
吉総合福祉センター準備室事務会議

住吉34 1146 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1985
基調提案（支部）、同推協子ども会部会実調中間集計、第1回地区部落解
放教育研究集会討議資料、地区教研集会の成功にむけて

住吉11 1147 （表題なし） ファイル 1985 1989

9月行動に向けた取り組みについて、各省統一交渉報告（回答の概要）、共
益費統一化に向けた打ち合わせ内容（平沢メモ）、第25回支部大会基調案
（草稿）、支部書記局会議討議資料、政治共闘部報告、人権対策部報告、
学生友の会（解放奨学生）再建へ向けての保護者への協力要請！、支部・
地区協・解放会館の任務を明らかにして部落解放運動の前進を！

住吉99 1148
大阪市住吉区住吉町1084
住吉解放会館内　川口様

封筒 1986 大企連、旗 劣化

住吉89 1149 住田利雄追悼集会実 ファイル 1986
住田利雄さん追悼集会第1回実報告（故住田会長の略年譜）、住田利雄さ
ん追悼集会第2回実お知らせ、「下駄直しの記」部落差別に抗して　住田利
雄著、紡績工場（下駄直しの記内文章）、すいしん住吉（同推協）



住吉91 1150
第20回大阪「同和」保育研
究集会記念、第9回全国
解放保育研究集会

冊子 1986 基調提案、解放教育

住吉75 1151 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 台本、米騒動から今日まで、支部創立30周年記念

住吉92 1152
「府同促通信」第6号　府
同促

冊子 1986
府同促会報、同和教育の現状と課題、部落問題事典、同和事業のあり方と
同和行政の課題、芦屋市の同和行政のありかたについて

住吉88 1153
住之江（安立、住之江、敷
津浦）住宅地図

紙袋 1986 住之江（安立、住之江、敷津浦）住宅地図 劣化

住吉01 1154 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 外構計画図（東京グループ）、平面図、道路ネットワーク図

住吉71 1155 （表題なし） ファイル 1986

第24期第6回解同班別集会、住吉地区駐車場利用者組合だより（駐車場利
用者組合事務局）、第24期第2回解同班長集会資料、狭山再審斗争、大阪
市議会各党質問答弁要旨、支部生活対策部方針案、第24期第5回解同班
別集会討議資料、解放だより（支部書記局・教宣部）

住吉01 1156
外構整備事項　1986・9
東京グループ

紙袋 1986 外構整備事項、図面

住吉71 1157
1986年　第25回支部大会
議案書

冊子 1986
1985年度活動報告、1986年度運動方針、大会宣言、支部規約、支部役員
選挙規定

住吉02 1158 部落解放第13回地区研 冊子 1986

支部、地区協、住吉・住之江区民共闘会議、部落解放基本法と住吉の実
態、部落解放総計と周辺共闘、部落解放と教育の現状と課題、あいつぐ差
別事件と人権啓発の現状と課題、狭山再審党争と司法の反動化との闘い、
私のおいたちと解放への願い、水平社宣言

住吉02 1159

部落解放第12回地区研報
告書　第1回住吉地区部
落解放教育研究集会報告
書

冊子 1986

地区協、住吉同推協、住吉・住之江区民共闘会議、部落解放と総計、部落
解放と仕事保障、部落解放と教育、差別事件と人権啓発、狭山再審闘争、
反差別共同闘争、子ども会活動、進路保障、保・小・中連携、保護者組織、
第2回部落解放教育研究集会開催にむけて（第1回実資料）

住吉02 1160 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 第13回地区研第1回実（解放だより第148号）、1986年度町内スポーツ大会
住吉32 1161 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 1986第8回住吉地区教育守る会総会資料（会計決算報告、規約）

住吉86 1162
住田利雄さん追悼集会運
営要綱　川口隆男

ファイル 1986
住田利雄さん追悼集会（第4回実議事録）、参加者数（団体名・人数・合
計）、式次第、任務分担、執務要項、座席案内図）、各団体からの収入及び
各団体への支出リスト（手書き）

住吉63 1163
幹部研修会　1987年9月
26－27日

紙袋 1986 1987
支部幹部一泊研討議資料、地域改善対策啓発推進指針、1986．4．15～
16市同促拡大協議会（手書き）、1987．9．24～25拡大協議委、支部幹部研
修会分散会

住吉67 1164 （地区資料研究会封筒） 複数 1986

解放だより No．175、総計（残事業 86．7．25現在）、第2回部落解放研究集
会開催にむけて、個人給付対策について、同和事業点検活動をすすめる
にあたって、大阪市同和対策事業みなおし一覧表、同和事業総点検活動
の経過と今後の基本方向



住吉51 1165 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986
住吉地区「健康守る会」規約案、住吉総合診療所（体制・内容案）、6つの
原則）、業務内容、住吉診療所12月夜間診療担当医表、住吉地区「健康守
る会」診療所学習会

住吉71 1166 （地区資料研究会封筒） 単葉 1986 第2回住吉連合内戸別署名行動要綱案（メモ有り）

住吉93 1167 （地区資料研究会封筒） 複数 1986 1987
86年度大阪市同和教育研究大会開催ご案内（第1回現地実）、解放だより
180号（1986．12．15）

住吉32 1168 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 第一校舎にかかわる市教委への要求（住吉小学校）
住吉32 1169 （地区資料研究会封筒） 単葉 1986 1987 11月の行事（12．5．役員会）、今年の主な行事、案件

住吉71 1170
三役、書記局、顧問、特執
合宿　アビコ職員会館　86
年9月11日

紙袋 1986

「地対協」基本問題検討部会報告に対する抗議声明と我が同盟の見解、支
部創立30周年実討議資料、部落解放運動をとりまく情勢と今後の課題、部
落解放基本法住吉住之江区実第4回幹事会レジメ、同和事業総点検活動
の経過と今後の基本方向、同和事業総点検活動をすすめるにあたって、個
人給付対策について、大阪市同和対策事業みなおし一覧表

住吉94 1171 上野寺田集会所（三重県） 紙袋 1986 2003
完全解放をめざして・三重県寺田地区のあゆみ（寺田教育集会所）、2003
年度寺田市民館努力目標、2003年度寺田市民館及び教育集会所事業実
施計画、伽藍の輝き・上野市寺田の沿革（森内法昭）

住吉35 1172
地区協会長様（子ども会
夏季活動関係書類在中）

紙袋 1986
1986年子ども会夏季日常活動・夏季特別活動の計画書及び報告書の提出
について、子ども会夏季日常活動計画書の作成について、子ども会夏季
特別活動（サマー・キャンプ）計画作成について

住吉91 1173 （地区資料研究会封筒） 冊子 1986 1994
乳幼児発達研究所、保育を考える仲間のはらっぱ（43、55、76、85、129～
131号）

住吉92 1174
私が結婚したとき子供を産
んだとき　府連婦人部

冊子 1986 府連婦人部、支部（浅香、住吉、平野etc）

住吉71 1175 基本法第一次署名 ファイル 1986 1991

基本法制定要求住吉・住之江区実第四回幹事会（資料）、第四回幹事会・
名簿、部落解放基本法制定を求めた運動の現状と課題、部落解放基本法
制定地区周辺署名行動総括、一問一答集「制定要求に対する疑問に答え
て」、（加盟団体）及び（署名目標数）、一問一答原本、部落解放基本法地
域署名活動打合せ、「基本法」周辺署名オルグの手引

住吉35 1176
住吉子ども会三十年のあ
ゆみ「統一と団結」

冊子 1986 支部、住吉子ども会

住吉92 1177
民間労働青年の組織化を
－各支部青年による座談
会から－

冊子 1986
民間労働青年の組織化にむけて、府連青年部労働青年座談会、市内ブ
ロック座談会、貝塚地区青年実調集計表、更池地区（松原）青年実調集計
表

住吉92 1178
1987年度部落解放大阪府
民共闘会議定期総会議案
書

冊子 1986 1988
スローガン、’86年度活動の総括案、活動日誌、’87年度活動方針案、総会
宣言案、「地対協」意見具中に対するわが同盟の見解、大阪の部落の実態
（82年10月）、「臨教審」答申に批判する

住吉92 1179
第9回全国解放研究集会・
第20回大阪「同和」保育研
究集会報告書　1986年

冊子 1986 基調提案、分科会報告



住吉97 1180
故浅野、林、河本さん三氏
合同追悼集会　大阪郵便
局連合解放研

冊子 1986
高槻市民会館、浅野さんの自殺に至る経過、林さんの自殺に至る経過、河
本さんの自殺に至る経過

住吉92 1181
1986年度第9回総会議案
書　部落解放大阪府生協
連合会

冊子 1986
部落解放大阪府生協連合会、監査報告書、1985年度（活動報告、会計報
告、監査報告）、1986年度（活動方針案、収支予算案）

住吉92 1182
第25回通常総会議案書
大阪府生活協同組合連合
会

冊子 1986

大阪府生協連合会、1985年度活動報告承認の件、1985年度決算報告及
び剰余金処分案承認の件（以上についての監査報告）、1986年度活動方
針案承認の件、1986年度予算案承認の件、定款の一部改正の件、役員改
選の件、1986年度役員役員候補名

住吉34 1183
1986年度総会資料　住吉
同推協

冊子 1986
住吉同推協、住吉同推協（趣意書、規約、85年度活動報告、86年度基本
方向）、85年度住吉同推協活動日程報告、

劣化

住吉91 1184
「解放新聞」中央版　第
1267号～1345号

バイン
ダー

1986 1987 解放新聞（第1267～1268、1274、1277～1279、1344～1345号） 劣化

住吉92 1185
解放新聞大阪版　第691
号～

バイン
ダー

1986 解放新聞（第691～694、702～704号） 劣化

住吉94 1186
部落解放同盟寿支部結成
大会議案書（三重県）

仮綴じ 1986
隣保館活動の抜本的強化にむけての松坂市への指導要請、清生団地の
総合的・抜本的な「まちづくり」の早期実施の要求書、運動方針、支部規約

劣化

住吉11 1187 （地区資料研究会封筒） 単葉 1986 1987 住吉東・神の木周辺良くする会レジメ、住吉東駅付近交通量調査結果

住吉33 1188 （地区資料研究会封筒） 複数 1986 1987
住吉高校・大学友の会一泊研参加者名簿、西成高校に「障害児」の受入を
求める署名、住吉高校・大学友の会一泊研、1986住吉高校・大学友の会活
動総括、解放奨学金を巡る情勢と今後の闘いの方向、部落解放運動の現

住吉33 1189 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 1987
住吉高校・大学友の会一泊研（1986年度の総括、狭山現調自転車行動
隊、解放奨学金をめぐる情勢と今後の闘いの方向）、部落解放運動の現状

住吉71 1190
支部第26回定期大会議案
書

冊子 1986 1987
支部大会スローガン案、1986年度活動報告、闘争日誌、1987年度運動方
針案、支部大会基調案、支部規約改正案、支部役員選挙規定

住吉02 1191 部落解放第13回地区研 冊子 1986 第13回地区研開催案内、基調提案、記念講演、分科会、水平社宣言

住吉61 1192
1986年度事業報告並検討
課題

冊子 1986 1988
市同促、1986年度（事業日誌、機関会議の経過）、具体的事業、機能回復
訓練利用状況、1987年度具体的検討課題

住吉91 1193
「地対協」基本問題検討部
会報告に対する抗議声明
とわが同盟の見解

冊子 1986
中央本部、地域改善対策協議会基本問題検討部会報告書（資料）、「部落
解放基本法」の制定が必要、糾弾会を体験して、部落差別と調査業－結婚
差別犠牲者追悼の集い－

住吉91 1194 第6波中央行動資料 冊子 1986 1988

基本法制定要求国民運動中央実、政府交渉基本要求、総務省による部落
の生活実調結果について、各省交渉資料（総務省・法務省・文部省・厚生
省・農林水産省・通商産業商・労働省・建設省・自治省）、1987年度概算要
求一覧表、「同和」対策関係省庁（部局）一覧

住吉91 1195
「地対協」基本問題検討部
会報告に対する抗議声明
とわが同盟の見解

冊子 1986
同盟中央本部、「地対協」基本問題検討部会報告に対する（抗議声明、我
が同盟の見解）、地域改善対策協議会基本問題検討部会報告書、「基本
法」の制定が必要、部落差別と調査業、地対検討部会について（全解連）



住吉91 1196
部落解放基本法制定要求
全国大行進報告書

冊子 1986
「基本法」制定要求国民運動中央実、全国大行進の総括及び今後の方向
について、更新の中で学び語ったこと、各国体のとりくみと決意、各隊員の

住吉91 1197 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1986
解放新聞臨時号・同盟第43回全国大会、第43期中央執更生役員選挙関
連情報

住吉73 1198

部落解放同盟住吉支部・
部落解放住吉子ども会三
十年のあゆみ　統一と団
結

冊子 1986

支部・子ども会三十年のあゆみ「統一と団結」、写真でみる30年、年表、ひと
りひとりがつづる30年、天野市議差別糾弾闘争報告、住中差別落書事件、
アサヒ衛陶問題に対する我々の基本姿勢と今後の方向、子ども会30年の
歩みと今後の課題、子ども会の思い出を語る、第1回住吉地区部落差別教
育研究集会、解放だより、子ども会だより

住吉33 1199 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 学生友の会再建に向けた「一泊研」に参加を

住吉61 1200 （地区資料研究会封筒） 複数 1986

同和事業総点検活動の経過と今後の基本方向（市内B・市同促連絡会資
料）、大阪市同和対策事業みなおし一覧表、市内ブロック会議討議資料、
個人給付対策について、第2回部落解放教育研究集会開催にむけて、同
和事業点検活動をすすめるにあたって

住吉93 1201 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1986 「部落解放基本法」制定要求大阪市民集会、国会闘争速報、基調報告

住吉93 1202 （地区資料研究会封筒） 複数 1986
同和事業総点検活動の経過と今後の基本方向、各地区との協議について
（市同促）、「同和対策としての総合福祉施策」補充について、母子・父子団
体自主活動育成事業補助基準案、8．11基本法大阪集会行政・教育出席

住吉92 1203 （地区資料研究会封筒） 複数 1986

府同促・同和事業点検総括小委、同和事業総点検活動の経過と今後の基
本方向（市内B・市同促連絡会資料）、国会議員署名獲得状況、同和事業
の進歩状況について（市同促）、「地区協」基本問題検討部会報告に対す
るわが同盟の見解案（中央本部）、部落解放運動の方向と理論（大賀正
行）、府連幹部合宿開催要項、「10．1結婚差別犠牲者追悼の集い」でのあ
いさつ（広嶋澄雄）、府連幹部合宿開催要綱

住吉92 1204 （地区資料研究会封筒） クリップ 1986 joro

住吉92 1205 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986

府連執（基本法（大阪実今後の取り組み、大衆署名達成状況）、基本法制
定要求大阪縦断行動要綱、「地対協」基本問題県検討部会報告に対する
中央実の見解案、あみの目行動－中間集約、市町村ブロック交渉への参
加要請、個人給付的事業の今後のあり方について、我が方の立場に立っ
た「同和」対策事業の点検・整備について、就学奨励事業、延滞地区別件
数比、高校奨学金のとりくみについて、差別事件発覚状況

住吉93 1206 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 市同対事業見直し一覧表

住吉91 1207 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986

「地対協」基本問題検討部会報告に対する抗議声明と我が同盟の見解（中
央本部）、「同対審」答申以降の総括のあやまり、今日の差別の実態が正し
く捉えられていない、多発する差別事件を無視、法的規制の一面的な否
定、国の責務を欠落

住吉51 1208 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1986
診療所・老人会・身障組合・生保組合懇親会のお知らせ、地区「いのちと健
康を守る会」規約案、住吉総合診療所（住吉健康センター）6つの原則、住
吉総合診療所体制・内容案、地区診療所運営委規約案



住吉91 1209 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 第43期中央執行体制図
住吉91 1210 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 狭山事件の第二次再審請求にあたって

住吉77 1211
サンエス就職差別事件－
就労（進路）保障を大きく
前進させよう－

小冊子 1986
府連・民族差別と闘う連絡協議会、（事件の当事者からの訴え）、（サンエス
事件について思うこと－就職差別をなくすために）

住吉92 1212 （表題なし） 紙袋 1986

よき日のために15号、第33期第8回府連執、「部落解放基本法」制定要求
国民運動大阪実事務局会議、府連糾弾闘争本部会議報告、わが方の立
場にたった「同和」対策事業の点検・整理ならびに部落解放にむけたアン
ケート、解放新聞第726号、河内新報第87号

住吉71 1213 住吉 紙袋 1986

第33期緊急支部書記長会議、社会党大阪四区総合選闘本部ニュース、行
政区選対事務局長会議、サタデー・サンデー行動の基本方針、同和問題
の根本的解決を図る法律制定実現大阪市推進本部設置要綱、内外情勢
のポイント、解放新聞大阪版第701号、大阪新報第993号

住吉92 1214 （表題なし） 紙袋 1986

「部落解放基本法制定」制定を求める8．11大阪府民集会、第33期第4回府
連執、1986年大阪郵便局差別事件、全国狭山闘争本部長会議、大阪府同
和教育基本計画、第30期全国青年集会（第1、3、6分科会）における混乱
についての見解および申し入れ、地域改善対策協議会基本問題検討部会
報告書の概要、大阪あみの目行動要綱、第2回府連対策局会議報告、部
落解放研究第20回全国集会・ご案内、河内新報第83号、解放新聞大阪版

住吉71 1215 （表題なし） 紙袋 1986
解放新聞（第701号）、第25期第1回支部委、（参院選資料）、第33期第2回
府連執、社会党大阪4区総合選闘本部ニュース、今ダブル選挙の意義と対

住吉03 1216 （地区資料研究会封筒） 単葉 1986 配属辞令

住吉89 1217
解放教育推進の歩み「す
みよし」解放教育白書（総
合編）

冊子 1986

住吉小、部落差別と住小教育、住小教育のめざすもの、教育内容の創造、
「低学力」の克服をめぐって、民主的児童集団の育成をめぐって、いわゆる
「障害児」といわれている子どもの教育、社会的・家庭的諸課題をもつ子ど
もたちへのとりくみ、公社建設のとりくみ、義務教育無償化のとりくみ、識字

住吉97 1218
市高の同和教育　1986年
度活動報告集

小冊子 1986 1987
市立高等学校同和教育研究会、1986年度（市高同研活動日誌、部会活動
報告）、高校における同和教育の課題と市高同研に期待するもの、浅香の
歴史と部落解放運動（要約）

住吉92 1219
同和対策特別訓練の実施
について（報告）

冊子 1986
芦原高等職業訓練校、特別訓練コースの概要、訓練状況、終了後の進
路、訓練生の感想文

住吉31 1220 （表題なし）
クリアファ
イル

1986 1989

住吉の保育運動のあゆみ（保育守る会）、保育守る会役員一日研修
（1989）、「言語」指定2年目をむかえて、地域ぐるみの子育てをめざして（地
区保育守る会）、住吉で使われている言葉、住吉の保育運動のあゆみ－
1989．5.10改訂－（年表・保育守る会）、住吉の保育のあゆみ、御崎の保育

住吉32 1221 大川様　教育守る会より 紙袋 1986 1989
第9回親子まつり第1回実、第8回親子まつり反省会資料、きょういく守る会
だよりNo.2、住吉東・神の木駅周辺よくする会のご案内



住吉19 1222 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 1990
駐車場利用者組合第6回総会資料（活動報告（第5回総会以降のとりく
み）、1986年度会計決算、会計監査報告、1989年度活動方針案、駐車場
利用者組合規約、会員名簿）

住吉92 1223
解放会館業務一問一答集
（改訂版）

小冊子 1986
初めて解放会館に来て、日頃のとりくみから、隣保館から解放会館へ、解放
会館とは、解放行政の推進をめざして

住吉41 1224 住吉輪読会20周年記念誌 小冊子 1986
住吉輪読会20周年記念座談会、受講生作品集、輪読会と講師団、輪読会
の現状と取り組み、輪読会で学ぶひとたち、住吉輪読会20年のあゆみ

住吉84 1225 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 御見積書（住吉総合福祉センター、住吉診療所）

住吉91 1226
住吉解放会館気付　大川
恵二殿

紙袋 1986 中央各対策部員の確立について、中央各対策部の構成について

住吉11 1227
書記長へ　住対報告　みと
いて下さい

紙袋 1986
第10回住対会議レジメ（共益費の統一化に向けて、都整・土木・公園等各
局交渉要求項目

住吉71 1228 （表題なし） 紙袋 1986

第22回支部執討議資料（保育守る会第11回総会議案書、第5回解同班別
集会意見・質問集計、住田利雄さん追悼集会第1回実報告、「基本法」周辺
オルグの手引案、「一問一答集」基本法制定要求に対する疑問に答えて、
第25回支部大会基調案、1986年第25回支部大会議案書、政治共闘部報
告、人権対策部報告、「地区歴史資料館準備室」設置に向けて）

住吉71 1229 （表題なし） 紙袋 1986 1987

市議会各党質問答弁要旨、住対部報告（支部）、住宅共益費の統一化に
むけて、部落解放基本法制定にむけた現状と課題（同和問題にとりくむ宗
教教団連帯会議加盟教団（一覧）、部落解放基本法、基本法闘争点検項
目一覧表、国会議員署名獲得状況）、1986年度一般運動方針案、教対部
報告（支部）、「人権のまち」、第20回支部執討議資料

住吉71 1230 住吉 紙袋 1986

第5回支部書記長会議（第33回府連大会・進行要領、第32回府連大会決
定集購入数（府下）、地域実署名集約一覧表（府下・市内）、「天皇在位60
年」に関する申し入れ行動についての報告、第57回大阪地方メーデーの統
一的取組について、‘86反核・護憲・地域集会開催状況、松本英一支持者
カード（提出状況）、同和加配教職員の配分基準案、道祖本結婚差別事件
糾弾闘争のとりくみ）

住吉93 1231 （表題なし） 紙袋 1986
第1回大阪市内ブロック会議（大阪市における「基本法」推進本部設置の方
向について（検討）、「地方改革に対抗する新体制について」大賀メモ、「基
本的な法的措置」（新聞記事）、現段階の到達状況と残された課題）

住吉89 1232 （地区資料研究会封筒） 複数 1986 1987

住吉保育所の寸劇の上演について若干の経過と問題点及び今後の方向
について案、第10分科会分会総会（分会役員選挙を兼ねる）における問題
と担当執員の対応について、住吉保育所寸劇上演について（市職員労働
組合民生局支部執見解）、通信なかま

住吉92 1233 （地区資料研究会封筒） 複数 1986 1988

対府交渉人権対策交渉の手引き（府連）、対府交渉環境対策交渉の手引
き（1986）、対府交渉文化対策交渉の手引き（1986）、1987年度部落解放府
政推進に関する要求書（府連）、回答要旨人権対策、回答要旨文化対策、
大阪府知事・課題別交渉任務分担等一覧案、要求書追加項目



住吉92 1234 （表題なし） 紙袋 1986
第43回定期全国大会（本大会の意義と任務）、解放新聞大阪版、平和と社
会主義第932、933号

住吉22 1235 大川恵二殿 紙袋 1986 1987

地区民生委員協議会、市民生委員連盟住吉区支部事業報告書、1986年
度民生委員連盟住吉区支部決算書、会計監査、1987年度市民生委員連
盟住吉区支部予算書、生活保護基準額表（第43次改訂）、生活保護状況、
福祉のてびき（障害者・児編）、1987年度児童委員活動基本方針

住吉71 1236 （地区資料研究会封筒） 複数 1986
支部創立三十周年記念式典、40名学級完全実施・過大校解消・義務教育
費国庫負担制度堅持などを要求する緊急署名、「すいしん両国」（両国地

住吉94 1237
狭山－足立を軸に職場・
地域から部落解放の大き
な闘いのうねりを作り出そ

小冊子 1986
足立区同和対策集会所裁判闘争を支える会、足立支部・支援のカンパ協
力者氏名

住吉94 1238
（解放会館所在地）住吉解
放会館・大川恵二殿

紙袋 1986
「誇れるまち・むらをめざして」奈良県同和地区住環境整備計画策定事業
概要（奈良県土木本部住宅課）

住吉91 1239 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1986
支部創立30周年記念「米騒動から今日まで」（創作劇台本）、同和地区母
子・父子団体自主活動育成事業補助基準案、「同和対策としての総合福祉
施策」補充について案、生活対策部環境保健局交渉要求項目、地区点検

住吉71 1240 （地区資料研究会封筒） 複数 1986
「部落解放基本法」制定要求住吉・住之江実討議資料、1985年総括会議
討議資料、部落解放基本法闘争の現状と課題、組織通達No.20（支部）、
人権交渉要求書案

住吉78 1241 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986
住吉部落歴史研究会報告、聞きとりの開始にあたって、「天皇（制）と差別」
レジュメ（八木晃介、障害者差別を撃つ射程－西村君の進路保障を中心

住吉51 1242 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1986
住吉診療所（仮称）の開設について案、住吉診療所検討事項、身障セン
ター運営委討議資料、身障センター運営委資料（PT部門）、表示板・看板
関係法令（医療・歯科医業又は助産婦の業務等の広告）

住吉02 1243 （地区資料研究会封筒） 複数 1986 1987 第14回地区研第1回実（第13回地区研報告、人権のまち）

住吉89 1244 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1986 1987
第15回子ども会運営委案件（86年度子ども会運営委構成名簿、86年度子
ども会全体方針案、保護者集会資料）

住吉71 1245 （地区資料研究会封筒） 複数 1986 1987

第44回全国大会について、第23回支部執討議資料、第25回支部大会以
降の活動報告と特徴、組織強化のとりくみ、青年の闘い「活動報告」、教宣
活動のとりくみ、部落解放三大闘争の取組と方向、狭山第2次再審闘争、
生活を守る闘い、仕事保障の闘い、1987年度診療所運営収支内訳表、保
育所運営に関する問題点、住吉同和地区解放会館の運営について案

住吉71 1246 （地区資料研究会封筒） 複数 1986
（経済問題等の新聞記事）、ブルジョア民主主義の現状（塚本健）、基調提
案「国際平和にあたって平和擁護の取り組みを盛り上げよう！」、「地対協」
基本問題検討部会報告に対する同盟見解・骨子案、平和と社会主義（第



住吉71 1247 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1986

第1回支部書記長会議（地方行革＝同和事業攻撃との闘い（大賀正行）、
同和事業に対する自民党指摘事項、市議会各常任委質疑状況、市議会
各党質問答弁要旨、市会民生保健委での塩楽荘に関する質疑、東大阪市
長選行動報告、府連日之出支部規約（改正案）、地方行革大綱に基づく行
政改革の進捗状況、地方自治の危機と自治体改革の展望、基本法制定要
求中央闘争本部ニュース、内閣委における「地域改善対策に関する小委」

住吉92 1248 （地区資料研究会封筒） 複数 1986 1988

府連第34回定期大会議案書（解放新聞大阪版、1986年度一般活動報告、
1987年度一般運動方針案）、1986年度一般会計決算報告書、1986年度闘
争積立金会計決算報告書、1987年度監査報告、1987年度一般会計予算
書案、地域改善特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の施
行について（総務庁通達）、韓国の反独裁・民主憲法制定闘争に連帯する
決議案（1987）、役員選挙結果

住吉78 1249 大川恵二様 複数 1986 1989

参院選闘争1．6区選対関係支部代表者会議（議案）、レインボー・パル（虹
の連合ニュース）、声明（府連、上田宅三「リクルート疑惑」報道に関して）、
1989年参議院選挙「紹介者オルグ」行動についての要請、府連参議院（大
阪選挙区）選挙闘争本部体制

住吉91 1250 （地区資料研究会封筒） 単葉 1987 「地対財特法」の成立・施行にあたっての上杉委員長談話

住吉91 1251 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987
「地対財特法」と部落解放基本法（基本闘争点検項目一覧、部落解放基本
法案条文）

住吉92 1252
第21回大阪「同和」保育研
究集会討議資料

冊子 1987 大阪同和保育連絡協議会、保育料値上げ

住吉92 1253
第19回・大阪同和保育連
絡協議会総会議案書

冊子 1987

1986年度活動報告、1987年度活動課題、1987年度年間行事計画、大阪の
同和保育所の現状、保育所の住所・所長一覧表、保育守る会事務所住所
一覧表、保育攻撃をめぐって、部落解放運動をめぐって、読売新聞切り抜
き、福祉切り捨ての流れと私たちの闘いの方向、規約改正案

住吉44 1254 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1987
住吉住之江人権啓発（支部、人権啓発センター（仮称）年間活動予算案）、
地区周辺人権啓発（支部）、住吉・住之江区内の人権啓発の大展開を！

住吉66 1255 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987
1987年度地区協総会（議事録資料、事業報告、各種組織の行事と個人給
付説明会、1986年度会計決算報告案、1987年度事業方針案、地区協協議
員名簿、地区協会則）

住吉92 1256 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987
府連青年実態アンケート調査（単純集計結果）、青年実態アンケート調査
分析案

住吉34 1257
1987年度総会資料　住吉
同推協

冊子 1987
住吉同推協議会趣意書、基調提案、86年度同推協活動報告、専門部会86
年度総括、1987年度住吉同推協（役員体制案、専門部会委員名簿）、住吉
同推協規約、「地対財特法」の成立・施行にあたっての総括

住吉88 1258
国防婦人会ききとり（部落
解放研究所湯浅ら）原稿

紙袋 1987 国防婦人会聞きとり

住吉71 1259
支部第26回定期大会議案
書

冊子 1987 1986年度活動報告、1987年度運動方針、支部規約改正案



住吉02 1260 部落解放第14回地区研 冊子 1987

第14回住吉地区実、支部、地区協、住吉・住之江区民共闘会議、部落解
放基本法と住吉の実態、部落解放総計と周辺共闘、部落解放と教育の現
状と課題、あいつぐ差別事件と人権啓発の現状と課題、狭山再審闘争と司
法の反動化との闘い、私のおいたちと解放へのねがい

住吉01 1261
部落解放住吉地区総計残
事業

ビニケー
ス

1987 地区総計残事業

住吉69 1262 第2回施設運営委 ビニケー 1987 第2回施設運営委（メモ）、住吉地区施設運営委規約
住吉73 1263 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 狭山第二次再審闘争勝利、石川氏出獄実現青年部自転車行進実施要綱

住吉92 1264 第34期第2回府連執 仮綴じ 1987
狭山第2次再審の現局面と当面する課題について、府連執（第34期第1～2
回・レジュメ）、第44期中央執行体制について

住吉33 1265
権利としての奨学金改善
のたたかい　教育改善大

冊子 1987
1986年度・日本育英奨学金制度改善に向けた取り組み経過、奨学金問題
学習会・記念講演「日育訴訟の闘いに学ぶ」（甲田通昭）、各種奨学金制度

住吉92 1266
「活動家通信」第28号　府
連

冊子 1987
府連、第34期の府連執行体制、解放奨学金制度の改悪に反対、部落の生
活・教育実態、狭山第2次再審闘争の現状と課題、「続・再審」1日弁連レ

住吉44 1267
住吉住之江人権啓発セン
ター（機関紙「じんけん」第
1号～31号

バイン
ダー

1987 1991 じんけん（第1～31号）、住吉・住之江人権啓発センター 劣化

住吉91 1268 （地区資料研究会封筒） 単葉 1987 解放新聞第1310号（手書き多数）

住吉01 1269 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 1988
平面図、工事概要、住吉東一般地下道建設工事工程表、施行フロー
チャート、土留H鋼打設計画、覆工板架設状況図、一次施工線路下堀削

住吉02 1270 （地区資料研究会封筒） 複数 1987
第14回地区研調報告、11．20地区研文化のつどい実、集会アピール、第
14回地区研実レジメ、第14回地区研第5分科会狭山再審闘争と司法反動
化との闘い

住吉71 1271 （地区資料研究会封筒） 複数 1987

支部教対会議資料、高校奨学金制度の今後のあり方について、第2回
（11．23～26）班別集会意見質問集約、第9回支部執討議資料、第2回支部
委討議資料、一連の差別事件一覧（概要）、（新聞記事）追い詰められる白
人たち－アパルトヘイトの南ア、年末一時カンパのお願い

住吉93 1272 （地区資料研究会封筒） 複数 1987
「融資」対策討論集会、眼科診療・トラホーム後遺症診療調査報告、1987年
度大阪市被保護者社会復帰訓練事業実施要領、小委の確認事項（11．7、
市同促）

劣化

住吉71 1273 （地区資料研究会封筒） 複数 1987
支部書記局会議資料、第4回支部執討議資料、支える会ニュース、解放新
聞足立、通信「なかま」、衆議院文教委・中西績介議員質問

住吉93 1274 （地区資料研究会封筒） 冊子 1987
個人給付的事業の今後のあり方について（意見具申、大阪市同和対策推
進協議会）、1987年度以後の個人給付的事業の「個別的事業」のあり方に
ついての提言（大阪市同和対策推進協議会小委）

住吉34 1275 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1987 大阪市における人権問題に関する市民啓発のあり方について 劣化



住吉97 1276

フィールドワーク報告集87
私たちが学びとった被差
別部落の現実Ⅵ　近畿大
学人権教育推進委

小冊子 1987
近畿大学人権教育推進委、奈良・岩崎（本学）、大阪・松原（本学2部）、大
阪・浅香（医学部）、（概要、研修・見学、学生レポート）

住吉94 1277 徳島県同和対策推進会 封筒 1987 1989

同和問題研修テキスト展望、徳島県同和対策推進会言葉と差別、徳島県
同和対策推進会新しい出発、徳島県同和対策推進会明日に架ける、徳島
県同和対策推進会波きらめくとき、徳島県同和啓発を進める会専門委県外
研修（資料）、徳島県同和啓発新聞広報集、ふれあい徳島

住吉02 1278 第15回地区研報告書 紙袋 1987

（第15回地区研の各分科会録音テープと録音内容の起こし）、「第3分科会
「部落解放教育の現状と課題」、第4分科会「あいつぐ差別事件と啓発の現
状と課題、第5分科会「狭山再審斗争と司法反動化との斗い」、第6分科会
「私の生い立ちと解放への願い」」、第13回地区研報告書

住吉71 1279 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 1988 班動員記録表（支部）

住吉02 1280
部落解放第13回地区研報
告書

冊子 1987
基本法と住吉の実態、部落解放総計と周辺共闘、部落解放と教育の現状と
課題、あいつぐ差別事件と人権啓発の現状と課題、狭山再審闘争と周辺の
反動化との斗い、私のおいたちと解放へのねがい、各分科会報告

住吉44 1281 表題なし ファイル 1987 1988
じんけん（住吉・住之江人権啓発センター）、よみうり情報、人権のまち（総
計実行本部）、住吉住之江人権啓発センター設立趣意書

住吉02 1282 部落解放第14回地区研 冊子 1987

第14回地区研開催要綱、基調報告、記念講演、分科会討議資料、第1分
科会（部落解放基本法と住吉の実態）、第2分科会（部落解放総計と周辺共
闘）、第3分科会（部落解放と教育の現状と課題）、第4分科会（あいつぐ差
別事件と人権啓発の現状と課題）、第5分科会（狭山再審闘争と司法の反
動化と闘い）、第6分科会（私のおいたちと解放へのねがい）

住吉02 1283 部落解放第14回地区研 冊子 1987 開催要綱、基調報告、記念講演、分科会、集会アピール

住吉73 1284 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1987 1988 第15回定期大会議案書（支部青年部）

住吉71 1285
住吉支部第27回定期大会
議案書

冊子 1987 1988

1987年度活動報告、第26回支部大会以降の活動報告と特徴、闘争日誌、
1988年度運動方針案、部落解放運動をとりまく情勢と第27回大会の基調、
部落解放三大闘争のとりくみと方向、支部組織強化の取り組み、共同闘争
と啓発活動の発展を、課題別闘争のとりくみ、1988年度予算案、1987年度

住吉92 1286
第18回部落解放夏期講座
受講者ノート

冊子 1987 全体講演、課題別講演、映画会、夏季講座実

住吉92 1287 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 解放新聞大阪版（写真サービス・テスト1号）

住吉91 1288
第1回人権啓発研究集会
受講者ノート

冊子 1987

差別事件の取り組みと啓発運動、N君結婚差別事件、解放新聞長野版
（1986年7月10日．8月10日）、大蔵住宅に関わる差別ビラ大量配布事件、
意識調査の方法と調査の結果明らかになった課題、（広報・文化・マスコミ、
感性に訴える啓発のあり方）、ビデオ広報－豊中市の場合、リーダー養成と
職員研修のすすめ、地域に根ざした啓発行動、企業と職場研修



住吉91 1289
部落解放研究第21回全国
集会

冊子 1987
第21回全国集会進行要領、各会場案内、主な府県別宿舎案内、現地実か
らのお知らせとお願い

住吉91 1290
差別事件・実態報告中央
集会

冊子 1987
基本法制定要求国民運動中央実、差別実態報告、差別行政糾弾のたたか
い、同和対策打ち切りとのたたかい、糾弾と人間改革、集会のまとめ

住吉73 1291 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 狭山第2次再審闘争、支部青年部

住吉92 1292 大川惠二様 紙袋 1987
活動家通信（第27号、府連）、河内新報（第89号）「限りなき前進」、八鹿控
訴審闘争勝利にむけて「よき日のために」（第16～17号）、アンケート集計に
みられる特徴、第33期第9回府連執、府連1987年年間プラン案

住吉01 1293 （表題なし） ファイル 1987
（見取り図）、住之江区医療供給体制現況調査（住之江区医師会）、（医療
機関名簿）、港南C・H計画案、平面図（港南中央病院計画案）

住吉71 1294 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 1988

支部第29回大会選挙管理委信任投票用紙、大会第27回大会選挙管理委
大会役員選挙結果、支部第26回大会選挙管理委大会役員選挙結果、支
部第25回大会選挙管理委大会役員選挙結果、支部第24回大会選挙管理
委大会役員選挙結果

住吉97 1295 （地区資料研究会封筒） 単葉 1987 1990 毎日新聞1987．7．21．1990．3．17、日本経済新聞

住吉98 1296
同和問題啓発映画フィル
ムリスト

小冊子 1987
府同促、同和問題一般、差別の実態、解放への取組、歴史と文化、人権・
平和

住吉74 1297 （表題なし）
クリアファ
イル

1987 1989
第2回学力強化委討議資料、1989第5回班別意見集約、若干の問題意識
及び問題提起子ども会運営委によせて（1987）

住吉75 1298 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987
講演「部落解放運動をとりまく情勢と解放教育の展望」（大賀正行、「年表」
戦後の部落解放運動史の概括、今後の展望・第3期の創造）、（新聞記事、
1984～1987）

住吉77 1299 （地区資料研究会封筒） 小冊子 1987 1988 「よき日のために」（18～22号、31号）

住吉22 1300 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987
12月地区民生委協議会議題（年末年始における被保護世帯の葬儀の取扱
いについて、急病診療のお知らせ、大阪市民生委・児童委研修会につい
て、生活保護状況）

住吉78 1301 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 1991
住吉住之江区民共闘会議第8回総会議案書（総会議事次第、活動報告
案、活動日程一覧、活動方針案、監査報告案、役員改正案、規約）

住吉97 1302 （地区資料研究会封筒） 複数 1987 1989

（反天皇制についての記述があるルーズリーフ）、KU通達、上田中企連会
長1988年12月3日中企連本部（オルガンビル）数百人の暴力集団により占
拠（中企連闘争本部）、河内の社会党に人はいないのか（上田卓三のリク
ルート事件関与について、良識ある－社会党員）、労働組合の皆様へ（第2
号、東大阪市教祖と上田卓三の問題）、あわてふためく上田卓三・略奪物
をこっそり返還「背任横領」は全くのデッチ上げ（中企連闘委）

住吉33 1303
解放奨学金資金改悪反
対・ハンスト突入・87．7．
15～18

ファイル 1987

解放新聞大阪版、改悪は差別だ！（地区学生友の会）、解放奨学金改悪
反対ハンスト闘争学生友の会・保護者動員表、大阪府・市は解放奨学金の
給付制を守れ（地区学生友の会）、奨学金貸与化反対ハンスト支援決起集
会、解放だより



住吉92 1304 （表題なし） 紙袋 1987 1988

市内ブロック会議、市個人給付的事業適格審査委設置要綱案、わが方の
立場にたった「同和」事業の点検・整備（府連対策局市内ブロック）、固定資
産税減免要綱（府同促・市同促）、結婚祝金に関わったわが方の立場から
の点検・整理について、同和対策としての総合福祉施策案、高校奨学金制
度の今後のあり方について、総合福祉施策の充実案

住吉02 1305
大川恵二様（おそらく自宅
宛郵便）

紙袋 1987
住之江郵便局部落差別事件真相糾明集会「問題提起」、基本法賛同署名
見署名議員一覧（府・市会議員）、地区研実、第14回地区研基調報告レジ
メ、地区研基調案（メモ）、（各種機関紙）

住吉94 1306
部落解放の砦を－足立区
差別行政糾弾闘争の勝利
に向けて－

冊子 1987
足立支部、「地対協」路線を対決し部落解放運動の更なる前進を！、意見
書、準備書面

住吉92 1307 大川恵二様 紙袋 1987

第4回府連委（組織内候補確定得票、第44回全国大会開催要綱、府連第
34回定期大会開催要綱案、地域実署名獲得一覧表、5．23～28を節目と
する狭山闘争の取り組みについて、第58回メーデー（1987）一覧表、映画
「白い道」上映予定）

住吉92 1308 住吉 紙袋 1987
第2回支部書記長会議（新聞記事（市長選）、日程関係、市長選挙終盤の
追加動員要請、狭山再審・大衆署名）、「部落解放基本法」制定を求める研
修と交流・トップの集い開催要綱

住吉89 1309 （表題なし） 紙袋 1987 1988

住之江区校区問題検討委答申、住之江区校区問題検討委出席者名簿、
南陵中学校区部会まとめ、加賀屋中学校区問題中学校部会、中学校校区
問題新北島地区部会、平林地区意見集約、中学校町丁目別生徒数一覧
図、南陵中学校交通機関を利用しての通学状況図、中学校下別世帯数・
人口・面積一覧、住之江区内中学校問題検討試案（大阪市住之江区役

住吉88 1310 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987
「住吉歴史研究会」参考資料NO．1（歴史資料館準備室事務局、都市未解
放地区の実態、S地区の規模と立地条件、人口構成、地域活動、住生活状
態、教育程度、就業状況と生活水準、婚姻関係と家族生活、生活慣行）

住吉79 1311 （地区資料研究会封筒） 複数 1987
すいしん両国第54号、人推協だより第14号、解放新聞足立第44号、通信な
かまNo．17、支える会ニュースNo．46、獄中の石川一雄さんからのメッセー
ジ、養成講座ニュースNo．2、歴史資料館準備室事務局会議報告

住吉71 1312 （地区資料研究会封筒） 複数 1987
第7回支部執討議資料（南港連続差別落書事件、住之江郵便局連続差別
事件）、狭山第二次再審闘争勝利草の根署名貫徹結団集会討議資料、第
14回地区研開催要綱、市長選挙の当面する取り組みについての要請（府

住吉71 1313 （地区資料研究会封筒） 複数 1987

南港ポートタウン連続差別落書事件の真相と人権啓発及び住民生活共闘
の前進（支部・人権政治共闘局）、9．17「啓発推進指針」「公益法人」粉砕
中央決起集会基調提案（中央本部）、（地図）、（見取図）、支部執討議資料
（第3回住吉地区部落解放教育研究集会開催要綱、差別落書）、解同ブ
ロック別集会資料（第44回全国大会報告、「知己改善対策啓発推進指針」
への批判、「同和対策攻撃」個人給付について）、解放だより（狭山自転車



住吉22 1314 大川恵二民生委員殿 紙袋 1987
8月地区民生委協議会議題（居住ねたきり老人の異動調査及び友愛訪問
について案、夏期児童青少年校外指導（実施要領、経費配分額表、実績
報告）、老人福祉月間行事実施計画案、生活保護状況、福祉事務所（機

住吉92 1315 大川恵二様 複数 1987

第13回府連執（部落解放行政推進市町村ブロック交渉要求書、地域改善
対策高等学校進学奨励費補助事業、部落解放研究第9回大阪集会第1回
実開催要綱案、第18回部落解放夏期講座のご案内、1987年度一般会計
予算書案、1986年度一般会計決算報告書）、河内新報、府連34大会役員
選挙公報、府連第34回定期大会一般運動方針案討議資料（解放新聞大

住吉97 1316 （地区資料研究会封筒） 複数 1987
出版記念集会を成功させよう（金城実「沖縄を彫る」出版記念実）、（各種通
知・案内）、すいしん（矢田同推協）

住吉92 1317 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 1988
第8回府連執（1988年全国諸集会日程、基本闘争・闘争の現状と課題、府
知事・課題別交渉任務分担等一覧案、第45回全国大会開催要綱につい
て、反差別国際運動・定款案）

住吉34 1318 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1987 1988
1987年度同推協役員研修会（参加者名簿、教育課程審議会、在日朝鮮人
教育部会、解放教育運動部会、同推協専門部会87年度の総括と88年度の
総括と88年度の方向）

住吉92 1319 大川恵二様 複数 1987

解放新聞大阪版、河内新聞、福祉切りすてと同和保育後退を許すな（中央
本部）、第17回大阪婦人集会討議資料、第10回府連執（部落解放基本法
の闘いについて、「同盟費」の改定について案、「地対財特法」の成立・施
行にあたっての上杉委員長談話、第44回全国大会にむけて、1987年統一
地方選挙について、狭山署目、第30回全国青年集会総括案）

住吉34 1320 （表題なし） 紙袋 1987 1988
住教連のあゆみ、「あゆみ」改訂に向けて、1987年度同推協決算報告書、
1988年度同推協予算案、臨教審関連六法案に反対する特別決議案、狭
山再審闘争ニュースNo．29、1988年度同推協役員体制案

住吉71 1321 （地区資料研究会封筒） 複数 1987 1988

全婦報告集会（第33回、文集）、地区点検（要求項目・回答、民生局）、支
部要求項目回答要旨（環境保健局）、生活対策部市民生局・環保局課題
別点検要求項目（支部）、職業病闘争の経過説明（検討資料）、行事の見
直し（レジュメ）、87年度春の研修（実態テストの分析と課題）算数部

住吉32 1322
教育守る会通達（決裁報
告書）199０～

ファイル 1988 1990 教育守る会総会、拡大役員会、役員会レジメ、特就費学習会

住吉10 1323 表題なし ファイル 1988 1989
市営住宅管理組合一泊研、「同和」事業点検・整備のとりくみ、個人給付的
事業の今後のあり方、適格性の判断基準に基づく必要書類、改定家賃案、
家賃減額案の具体例、集計表

住吉93 1324
「解放教育の創造14」　市
同教

冊子 1988 1989 市同教、「障害児」教育、進路保障

住吉92 1325
第20回同和保育連絡協議
会総会議案書

冊子 1988 大阪同和保育連絡協議会、活動報告



住吉79 1326
解放だより　原紙　1988．
6．4～

バイン
ダー

1988 1999

解放新聞住吉版（大川新支部長体制がスタート、7．19ー22解同班別集会
に参加しよう、住吉同推協結成20周年記念集会、中級解放講座松原結婚
差別事件、10．4消費税反対住吉・住之江総決起集会、差別事件を柱に班
別集会、竹下内閣は総辞職せよ）

住吉79 1327
解放だより　1988．6．4～
№238

バイン
ダー

1988 1989
解放だより（第238～289号、289、280、272、267、263、239、250、246号は
解放新聞）

住吉02 1328 部落解放第15回地区研 冊子 1988

第15回住吉地区実、支部、地区協、住吉・住之江区民共闘会議、部落解
放基本法と住吉の実態、部落解放総計と周辺共闘、部落解放と教育の現
状と課題、あいつぐ差別事件と人権啓発の現状と課題、狭山再審闘争と司
法の反動化との闘い、私のおいたちと解放へのねがい

住吉02 1329
部落解放第14回地区研報
告書

冊子 1988 第14回地区研実、支部、地区協、住吉・住之江区民共闘会議

住吉92 1330
「共に育てる」同保連結成
20周年記念特集号

冊子 1988
大阪同和保育連絡協議会、保育運動交流部会、子育ての中に差別の実
態が、親と共に歩む保育者に、「子ども像」は差別との闘いの中から、親は
こんな思いで育ててきた

住吉92 1331
第22回大阪「同和」保育研
究集会報告集

冊子 1988 大阪同和保育連絡協議会、分科会報告、アンケート集会

住吉86 1332 （地区資料研究会封筒） 冊子 1988
第22回差別とたたかう上の島文化祭（資料）、発表会「熱い叫び！ライブin
かみのしま」

住吉92 1333 基本法 ファイル 1988 1990

部落解放基本法の制定を求めます（署名用紙）、基本法制定要求国民運
動中央実ニュースNo．26、部落問題の総合的・抜本的な解決をはかるため
部落解放基本法の制定を求めます（署名用紙）、基本法制定要求国民運
動大阪実幹事会、基本法制定要求国会議員署名獲得一覧、「基本法」大
阪実拡大委、「基本法」制定要求国民運動大阪実第5回議案書、「基本法」
制定要求国民運動大阪実第6回総会議案書、会計報告、基本法制定要求

住吉77 1334
扉よひらけ　冤罪25年・狭
山事件

冊子 1988 写真でみる狭山事件25年、なぞに包まれた変死事件の怪

住吉97 1335
現代の「穢れ・清め」考
何が、どう穢れているのか

小冊子 1988 木津譲、改訂版を出すにあたって

住吉02 1336
部落解放第14回地区研報
告書

冊子 1988
基本法と住吉の実態、部落解放総計と周辺共闘、部落解放と教育の現状と
課題、あいつぐ差別事件と人権啓発の現状と課題、狭山再審闘争と周辺の
反動化との斗い、私のおいたちと解放へのねがい

住吉71 1337
支部第27回定期大会議案
書

冊子 1988
支部大会スローガン案、1987年度活動報告、1988年度運動方針案、大会
宣言案、支部規約

住吉91 1338
「教宣シリーズ」部落解放
同盟綱領・規約・規程集

小冊子 1988
中央本部、解放同盟加盟登録規程、加盟登録規程に関する解説、統制処
分にともなう手続きに関する内規、同盟費滞納にたいする処置規程

住吉91 1339
「教宣シリーズ」部落解放
運動と国際連帯

小冊子 1988
中央本部、反差別国際運動結成の意義と課題、世界人権宣言40周年と日
本の課題、一切の差別撤廃を、反差別国際運動に参加するにあたって



住吉61 1340
第37回年次総会報告並議
案書資料集

冊子 1988 1990
市同促、1988年度事業報告、1989年度事業方針案、第2期同促協方式の
推進と改革に関する提言、同推協委員・専門委員名簿

住吉61 1341
第37回年次総会報告並議
案書

冊子 1988 1990
市同促、第37回年次総会プログラム、1988年度（事業日誌、機関会議の経
過、事業報告、収支決算書）、1989年度（基本方向案、収支予算案）

住吉71 1342 （地区資料研究会封筒） 複数 1988 1989
1988年度活動報告案、第27期闘争日誌、1988年度運動基本方針案（支部
大会の基調、部落解放三大闘争、組織強化の課題、共同闘争と周辺啓
発）、1988年度会計報告・監査報告、1989年度予算案

住吉91 1343
人権啓発推進のために
（中間報告書）

冊子 1988
部落解放・人権啓発基本方針案（基本方向作成委）、解説編、差別意識の
現状と構造、調査結果の数値表、、部落解放共闘の前進をめざして－活動
の手引（抜粋）

住吉92 1344
人間らしい住居の保障を
求めて・海外視察交流報
告

冊子 1988

「国際居住年」大阪実、はじめに（三輪嘉男）、イギリスの住民政策・人権運
動、エンフィールド地区視察、西ドイツの住宅政策・人権運動、西ベルリン
の障害者・高齢者住宅、ロマ中央委との交流会、フランスの住宅政策・人権
運動、マラップとの交流会、アリーグル地区視察、ヨーロッパ視察団員の感
想、総論まとめ（住宅・人権と英語の政策・村井茂）

住吉92 1345 （表題なし） 紙袋 1988
同和対策関係組織改正案の概要、西尾大阪市長との政策懇談、糾弾で差
別意識解消、啓発関係資料、総務庁「啓発指針」の第3章策定作業にかか
わる大阪市の協力事項に対する抗議と要求、「機構改革」に関する申し入

住吉34 1346 1989年度　総会資料 小冊子 1988 1990
同推協、総会議事次第、趣意書、1988年度活動報告、基調提案、1989年
度活動計画、1989年度役員体制案、1989年度専門部会委員名簿、規約、
組織運営体制

住吉97 1347 第1回住吉解放研究集会 紙袋 1988 1989

第1回住吉解放研究集会（資料・人権モデル局をめざして、差別事件に対
する闘い、「同和」対策と啓発のあり方、アンケート分析検討委提言
（1987）、第二次同和対策5ヶ年計画基本方針）、第1回研究集会記念ひか
り縮刷号（住吉郵便局解放研）

住吉34 1348
1989年度総会資料　同推
協

小冊子 1988 1989
総会議事次第、同推協趣意書、活動報告、専門部会報告と課題、基調提
案、活動計画、役員体制案、専門部会委名簿、同推協規約、組織運営体

住吉93 1349 大川恵二　民生委員　殿 仮綴じ 1988 1989

民生員協議会議題、住吉区民生委員・児童委員研修会要領、老人・障害
者の家族介護者ご慰労事業実施要領、参加候補者推薦名簿（様式）、
1989年度児童委員活動基本方針、1989年度主要事業の概要、住吉福祉
事務所生活保護状況、1988年度住吉地区民生員協議会決算報告書

劣化

住吉92 1350 （表題なし）
仮綴じ複
数

1988 1989

第7回市内ブロック会議、矢田地区住宅要求者組合規約、矢田高友規約
案、矢田地区生活保護受給者組合、大企連矢田地区企業者組合会則、差
別行政糾弾・同促協方式堅持対市交渉経過、全解連浪速支部（みんなの
力で正しい行動と行政を、子どもの世界に差別をもちこまないで、行政の主
体性と責任で判断を）、大阪市の同和対策事業の進め方

住吉02 1351 第15回地区研報告書 小冊子 1988 記念講演、基調提案、（各分科会報告）



住吉84 1352 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1988 1990
第9回青館運営委レジメ（1988年度事業報告、1988年度住吉区子供会連
合協議会事業報告、町会・各種団体対策、住吉子ども会春期活動報告、
1989年度子ども会平均参加者数、1990年青館の運営体制、なのはな映画

住吉35 1353 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1988 1989
第40回子ども会運営委、1988年度子ども会平均参加者数、春期活動報告
住吉子ども会、青館組織運営体制、青館の運営の職員体制案、会員制実
施について、子ども会（低学年部）会則案、子ども会かつどうあれこれ

住吉87 1354 （地区資料研究会封筒） クリップ 1988
1988年度住吉地区の実態（住吉地区の歴史的概況、部落解放の住環境づ
くりについて、今なお厳しい部落差別の実態）

住吉71 1355 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1988 1989
支部第28回定期大会（大会スローガン案、活動報告案、運動方針案、組織
強化の課題、支部規約、来賓へのあいさつ・メモ）

住吉71 1356 （地区資料研究会封筒） 複数 1988 1990
第3回支部執、1989年度新役員、解放共闘大阪、第一次・第二次オルグ集
計、確認書（中企連近畿本部）、婦人部第18回定期大会議案書

住吉89 1357
創立80周年記念誌　住吉
小学校

小冊子 1988
学校の大要、学校の要覧（住吉小の教育、特別活動、年間行事、児童数の
変遷）、地域と共に（PTA活動、教育運動）

住吉71 1358 （表題なし） ファイル 1988

支部拡大政策合宿討議資料（第5回全国大会について－友永健三－、
1988年度一般運動方針（第一次草案）、役員および事務局（反差別国際運
動）、職員会討議資料、第3期を展望した解放運動の創造を！（1988年2月
9日幹部一泊研）

住吉93 1359 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1988 （大阪市人事異動書）

住吉92 1360 大川恵二様 紙袋 1988

第35期第3回府連執（基本法闘争の現状と当面の取り組み、「基本法」大阪
実当面のとりくみ、「部落解放基本法」制定要求国民運動大阪実7．29中央
要請行動開催要項、狭山第2次草の根署名達成状況、地区内施設開放の
ありかたについて案、第3次組織建設3ヶ年計画（1988～1990））、河内新
報、解放新聞大阪版、部落解放研究第22回全国集会ご案内

住吉74 1361 住吉高友担当支部教対 紙袋 1988
支部教育・高友担当者会議、第20回全国高校奨学生集会開催要綱案（中
央本部）、第3回大阪高校部落解放研究集会開催要綱、分科会の内容

住吉92 1362 大川恵二様 紙袋 1988

第7回府連執、「児童福祉月間」実施要領、第4期第1回幹事会、大阪府知
事交渉要領、第46回全国大会開催要綱について、狭山第2次草の根署名
達成状況、89参院選－谷畑選挙の勝利をめざして、解放同盟・中企連合
同選対について、反差別国際運動の当面する課題、中央糾弾闘争本部報
告、大阪府交渉要求書（回答）内部資料

住吉71 1363 住吉 封筒 1988
第12回支部執討議資料（解同班別集会討議資料、88谷畑選挙について、
支持者カード運動の手引き、緊急支部書記長会議（参院補選－谷畑必勝
の闘争方針）、参議院補選の闘争方針（日本社会党大阪府本部）

住吉71 1364 （地区資料研究会封筒） 複数 1988

第14回支部執（参議院大阪選挙区補欠選挙谷畑孝選挙の取り組み経過、
支部・拡大政策合宿報告、班別集会意見集約への支部としての回答書作
成について試案）、第15回支部執討議資料、狭山闘争委レジメ、第16回支
部執（第27回支部大会活動総括、第27回支部大会の基調案）、狭山デー
署名行動のとりくみ案



住吉71 1365 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1988

第14回支部執討議資料、同和対策関係組織改正案の概要、厳しい時代に
対応した同推協活動を（保育内容を守るために！要求闘争の現状と課題、
同和加配の維持を求める署名、1988年度大阪府立高等学校等授業料減
免願出のしおり）

住吉71 1366 住吉 紙袋 1988

府連第35回定期大会一般運動方針案討議資料（解放新聞大阪版、部落
解放運動をとりまく情勢と第35回大会の基調、三大闘争の課題と組織・共
闘の強化、課題別運動方針）、臨教審関連6法案阻止に関する当面の取り
組みの件、第5回支部書記長会議（基本法制定要求国民運動大阪実事務
局会議、大阪「差別事件」実態報告集会参加要請のお願いについて、5．
23石川一雄不当逮捕25ヶ年糾弾を節目とする狭山闘争の取り組みについ
て、和泉市議会議員選挙における府連組織内候補の決定の要請につい

住吉71 1367 （地区資料研究会封筒） 複数 1988 1989

「こんなに広く同和地区の公共施設利用されています」（府連）、「活動家通
信31号」、解放共闘大阪、第17回支部執討議資料（10．27住之江郵便局出
勤簿差別落書き事件事実確認会（資料）、参院選闘本部選挙区別支部代
表者会議、解同1区・6区選対（2．4）報告、第4回解同班別集会意見集約、
「大喪の礼」に関わる申入書、2．11～24反天皇制闘争について）、88年度
同推協役員研修会（親の願いと学力保障、子どもたちの生活実態と生活点

住吉94 1368 （表題なし） 紙袋 1988 1989

徳島県同和啓発新聞広報集、1988年度「展望」－同和問題研修テキスト－
（徳島県同対推進会）、徳島県同和啓発を進める会専門委県外研修（資
料）、同和問題啓発映画（「波きらめくとき」、「言葉と差別」、「朝風にうた
え」、「新しい出発」、「明日に架ける」）

住吉32 1369
「すみよしむかしばなし」
部落解放住吉地区保育守
る会

冊子 1989
影絵劇創作シナリオ、保育守る会保護者による聞きとり、影絵の制作にあ
たって

住吉92 1370
第3回保育行革をはねか
えす全関西集会

冊子 1989 府連、解放同盟と厚生省と交渉

住吉34 1371
なかまを求めつづけて―
住吉・住之江「障害」児教
育運動の足跡ー

冊子 1989 同推協、「障害」児教育運動

住吉79 1372
解放だより　（原紙）
1989．6．3～　№290から

バイン
ダー

1989 1990
解放新聞住吉版（第28期新執行体制、住吉郵便局で差別落書発生、あみ
の目班別集会、都市整備局・建設局大阪市交渉、第6回解同班別集会）

住吉79 1373
解放だより　1989．6．3　№
290～

バイン
ダー

1989 1990 解放だより・解放新聞（支部No．290～345）

住吉71 1374
支部第28回定期大会議案
書

仮綴じ 1989 1988年度活動報告、第27期闘争日誌、1989年度運動方針

住吉02 1375 部落解放第16回地区研 冊子 1989

日本文化と被差別民衆、基本法と住吉の実態、総計と周辺共闘、部落解
放と教育の現状と課題、あいつぐ差別事件と人権啓発の現状と課題、狭山
再審闘争と司法の反動化との闘い、国際識字年に向けて、文化のつどいプ
ログラム（89年住吉地区文化のつどい実）



住吉02 1376
部落解放第15回地区研報
告書

冊子 1989 部落解放第15回地区研実、支部、地区協、住吉・住之江区民共闘会議

住吉92 1377

24時間の生活の組織化を
めざして第13集　家庭訪
問連絡帳を考える　保育
運動交流部会

冊子 1989
大阪府同和保育連絡協議会、思い伝えあって子育てを、親の気持ちに応
える保母集団を、お母ちゃんのしんどさ話して、親・保母、もっと思いの交換
を、親と手を結ぶ保育をめざして

住吉02 1378 部落解放第17回地区研 紙袋 1989 1990
地区研（第16～17回）、住吉解放会館ごあんない、（基本法制定要求の署
名用紙）

住吉02 1379 第16回地区研報告（原稿） 紙袋 1989 地区研報告書第1～6分科会、閉会あいさつ

住吉92 1380
住まいの悩み110番　報告
集2

冊子 1989 1990
府同促、「国際居住年」記念大阪連絡会、「住まいの悩み110番」実施要
綱、252件の訴えから、住宅問題要請行動要望書（1989）

住吉92 1381 基本法大阪総会 仮綴じ 1989 1990
会計報告（「基本法」制定要求国民運動大阪実）、「基本法」制定要求国民
運動大阪実第6回総会議案書

住吉92 1382
今、子どもの権利とは－国
連・子どもの権利に関する
条約の批准を－

小冊子 1989
鈴木祥藏、「子どもの権利に関する条約」批准促進連絡会議（準）編、国連
「子どもの権利条約」制定の意義、「子どもの権利に関する条約」草案全文

住吉72 1383 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989 狭山現調報告集（支部婦人部・文集）

住吉12 1384 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1989
地区生活保護受給者組合結成20周年記念（歴代地区担当ケースワーカー
の思い出、天野市議（自民）差別糾弾闘争報告（1969））

住吉92 1385
第20回部落解放夏期講座
受講者ノート

冊子 1989 夏期講座実、全体講演、課題別講演、映画会

住吉92 1386

1990年度「部落解放基本
法」制定要求実現・部落解
放府政推進に関する要求
書

冊子 1989 1991
府連、基本要求、具体的要求（教育対策・人権対策・文化対策・生活対策・
住環境対策・労働対策・産業対策・農業対策）、大阪府同和対策審議会に
よる諸答申一覧

住吉93 1387
（表題なし）裏面に今後の
方針が記載

紙袋 1989
同促・地区協方式の逸脱、差別行政糾弾の同促協方式堅持対市継続交
渉、大阪市の「窓口一本化」逸脱についての事実経過

住吉02 1388 部落解放第16回地区研 冊子 1989
（メモ）差別の根本原因、周辺共闘の具体的展開、（週刊ポスト・コピー）、学
習資料、同和教育推進要領、第16回地区研（基調報告・記念講演・分科

住吉06 1389
1989年度　解放会館　事
業状況

小冊子 1989 1991
住吉同和地区解放会館、概況、調査・研究、啓発事業、同和事業関連施
策の推進状況、1990年度事業計画

住吉92 1390
特別訓練の実施状況報告
芦原高等職業技術専門校

冊子 1989
特別訓練のあらまし、特別訓練実施結果の概要、修了生の声、特別訓練
コースの概要

住吉71 1391 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989
第28期第7回支部執（区民共闘「狭山学習会」参加要請、部落問題入門講
座のご案内、参議院選挙闘争総括案、支部幹部研修会開催要綱、労働実
調について、部落解放研究第10回大阪集会のご案内）

住吉93 1392 （地区資料研究会封筒） 紙袋 1989
7月住吉区民生員協議会議題（1989年居宅ねたきり老人の異動調査及び
友愛訪問について、居宅ねたきり老人調査報告書、1989年度高齢者福祉
月間行事実施計画案、生活保護状況）



住吉06 1393 （表題なし）
クリアファ
イル

1989
解放共闘大阪、住吉解放会館だより、雨の指もじ（テレビ）、なのはな映画
会、部落入門講座のご案内案、「隣保館モデル事業」実施要綱、盆踊り実

住吉74 1394 （表題なし）
クリアファ
イル

1989
第4回支部学力強化委、基礎学力の保障に向けて（支部）、勉強会につい
て（住中）、「勉強会」講師団

住吉61 1395 （表題なし） 紙袋 1989

同促協方式のより深い理解のために、市内要求者組合設置状況一覧、要
求組合方式と80年和解第3項の検討、第2期同促協方式の推進と改革に関
する提言、いわゆる「浪速窓口一本化裁判の和解」について（解放新聞大
阪版441号）、同和問題の解決のために、大阪市同和教育基本計画案（市
教委）、地方自治法、支部・地区協両事務所に対する行政財産目的外使
用許可について案、第36期第2回市内ブロック会議

住吉89 1396
研究紀要No.29　同和教
育の推進

冊子 1989 1990
敷津浦小学校、解放教育の事実と深化をめざして、解放教育にかかわると
りくみの方向と本年度及びその実践、次年度への課題

住吉92 1397 大川恵司　様 紙袋 1989

第2回府連執（討議資料、第19期府連婦人部役員名簿、中央本部5億円基
金カンパ案、解放新聞紙代値上げについて、「部落解放基本法」制定闘争
の課題、新たな「部落地名総鑑」事件について、部落解放研究第23回全国
集会について、国際識字年のとりくみにむけて、1989年政治決戦勝利にむ
けた取り組み）、府連婦人部第19回定期大会議案書

住吉92 1398 大川惠二様 紙袋 1989 1990

1990年度「部落解放基本法」制定要求実現・部落解放府政推進に関する
要求書、（新聞・大阪府警の犯歴漏えい事件）、大阪府知事交渉要領（'90
対府交渉・基本要求に対する自前回答への見解・再提起・備考）、第8回府
連執（部落解放大阪府民共闘会議1989年度新役員体制、世界人権宣言
41周年記念人権週間にむけた声明、大阪府知事交渉要領、総合選対本
部事務局会議（中企連羽曳野事務所）、第6期上田選挙基本日程、入会
カードの取扱について（第2次案）、1990年旗びらきプログラム、大阪府下各
市における土曜閉庁についての基本的考え方

住吉94 1399 （表題なし）
クリアファ
イル

1989 支える会ニュース（足立支部足立区同和対策集会所裁判闘争を支える会）

住吉92 1400 大川恵司　様 複数 1989

8．9上告棄却12ヶ年糾弾および8．3～9狭山・反戦・反核・平和週間の取り
組みについて、解放新聞大阪版、第36期第3回府連執、参院選最終盤の
選闘方針について、政策宣伝資料No.28府委政策宣伝委、参院選新支持
者カード集約状況、ターミナルビラ配布駅別担当表、参議院選挙婦人部・
かなめ会統一行動について

住吉03 1401 （表題なし）
クリアファ
イル

1989
第3回青館運営委（1989年度住吉スポーツセンター（利用状況）、夏季活動
参加状況（1988～1989年度）、入会手続きについて、入会希望者住吉子ど
も会、1989年子ども会サマーキャンプ、住吉区軟式少年野球大会、なのは

住吉66 1402 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989
地区協資料（第1回部落問題入門講座受講者ノート、同促協方式のより深
い理解のために（大賀正行）、第2期同促協方式の推進と改革に関する提

住吉71 1403 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1989 （各種通知・案内文）
住吉31 1404 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989 1989年度感想文集（保育守る会）



住吉71 1405 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
第28期支部執討議資料（部落解放教育改革推進第1回討論集会、住吉
東・神の木駅周辺よくする会、住吉郵便局差別落書き事件真相究明集会、
第3回解同班別集会意見集約、東粉浜小学校差別発言事件、第1波オル

住吉92 1406 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
大栄鋼業・閉鎖撤回要求の団体署名の要請について、大栄鋼業の閉鎖提
案撤回を求める要求署名、要求書、第36回府連定期大会議長団打ち合わ
せについて、市内ブロック会議への参加要請

住吉89 1407 （地区資料研究会封筒） 複数 1989 1990
住小教職員の異動お知らせ、住吉郵便局差別事件確認会、1989年度勉強
会の総括

住吉32 1408 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
教育守る会拡大役員会資料、1989年度「勉強会」参加者名簿、きょういく守
る会だより、教育守る会役員会資料、特就費連絡会、第41回全国同和教育
研究大会ご案内

住吉32 1409 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989
1989年度第2回教育保護者活動経験交流会のご案内、教育保護者活動経
験交流会ニュース、1989年度教育保護者活動経験交流会年間計画、第16
回地区研への参加要請

住吉84 1410 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1989 1990

第6回青館運営委レジメ、同和地区解放会館及び同和地区青館の利用促
進についての提言、第10回青館運営委レジメ、高学年部報告資料、ていが
くねんぶだより、1990．5．23（石川不当逮捕27年）狭山のとりくみ（子ども会
ていがくねんぶ）

住吉44 1411 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989 1990
区民啓発室1ヶ年の活動と課題、施設開放の現状と課題、施設開放＝周辺
向け文化事業、町会・各種団体対策、1989年度活動報告案、活動日誌

住吉94 1412
1989年度　「展望」　徳島
県同推協

小冊子 1989

徳島県同推協、エンゼルが嫁に行く（葉山隆）、グラビア（大川恵美子）、映
像に見る差別問題、ことばと女性差別、部落問題の昭和史（上）、ほんもの
の涙－「まごころの川」とあいはら友子さん－（山下博之）、若者たちのア
ピール「久美ちゃんたちとともに生きる」（西岡真理子）、同和対策事業を正
しく理解しよう、文化の掘り起こしから蘇生へ

住吉34 1413 （地区資料研究会封筒） 複数 1989 1990
国際識字学年住吉地区実だより－もじをかえせ－第3号、1989年度同推協
決算報告書、会計監査報告、特別決議案、1990年度同推協予算案、住
吉・住之江人権啓発センター

住吉92 1414 大川恵司　様 紙袋 1989

第4回府連執（参議院選挙闘争総括案、部落解放基本法について、第2期
第3回基本法制定要求国民運動中央実総会議案書、全国基本法・行闘本
部長会議、「部落解放基本法」制定闘争の基本課題、同和地区実調大阪
府推進協議会の組織及び構成について案

住吉31 1415 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989 1990 第15回保育守る会総会議案書、きょういく守る会だよりNo.9

住吉78 1416 （表題なし） 紙袋 1989 1990
1989年確定申告住吉地区説明会レジメ、大企連住吉地区組合領収書、ふ
れあいレター住吉住之江版、大矢たかし後援会ニュース、解放新聞大阪版

住吉64 1417
支部長へ　2．27市内B・市
同促討論集会資料

紙袋 1989 1990

同促協方式のより深い理解のために、同促協方式の推進と改革に関する
提言、要求組合方式と80年和解第3項の検討、11．4「第2期同促協方式の
推進と改革」に関する討論集会、要求者組合の実態と性格分類について、
要求者組合のあり方の分析手法について



住吉34 1418
1990年度総会資料　同推
協

小冊子 1989 1990
総会スローガン、活動報告、専門部会報告と課題、活動日誌、基調提案、
総会宣言案、規約

住吉71 1419 （地区資料研究会封筒） 複数 1989 1990
第15回支部執討議資料、第3回班別集会討議資料、衆議院大阪一区の状
況、報告書（東粉浜小、事実経過・別添資料）、健福闘争要求書（住吉乳児
保育所、住吉保育所）、解放共闘大阪、河内新報

住吉78 1420 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1989
封筒（葬儀・告別式のお知らせ、参院選のお礼について）、「ふれあいレ
ター」住吉住之江版（いのくら）

住吉43 1421 （地区資料研究会封筒） 単葉 1989 1989年地区文化のつどいプログラム、部落問題入門講座のご案内
住吉93 1422 （地区資料研究会封筒） 単葉 1989 部落解放の教育　第217号（市同教）
住吉02 1423 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989 第16回地区研第4回実討議資料

住吉87 1424 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
地区労働実態アンケート調査用紙、啓発講師依頼一覧表、同和地区解放
会館及び同和地区青館の利用促進についての提言（同推協小委）

住吉01 1425 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989
まちづくり対策委（討議資料、名簿、第3期住宅建設に向けて、地区協「住
宅入居基準」について（試案）、入居実態の特徴、10．11号館駐車場案現
況図、要求項目）

住吉71 1426 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
第9回親子まつり実ニュースNo.2、住吉東・神の木駅周辺よくする会レジメ、
連絡メモ

住吉66 1427 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
第3回地区協役員会レジメ、地区協事業としての啓発計画、保育守る会20
周年記念事業について案、個人給付にかかわる地区協推せん基準の統一
整理について、「国際居住年」記念大阪連絡会ニュースNo.2

住吉78 1428 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
解放新聞足立（足立支部内足立区同和対策集会所裁判闘争を支える
会）、「通信なかま」

住吉02 1429 部落解放第16回地区研 仮綴じ 1989 第16回地区研（第4分科会あいつぐ差別事件と人権啓発の現状と課題）
住吉92 1430 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1989 大阪府交渉「教育交渉の手引き」（府連）

住吉71 1431 （地区資料研究会封筒） 複数 1989
第21回支部執、第28回大会基調、解放共闘大阪、河内新報、第3回リバ
ティ美術展、サイティング・カーニバル

住吉92 1432
人権関連条約・法令資料
集（改訂版）

冊子 1989
人権啓発推進大阪協議会設立10周年、世界人権宣言、国際条約、国際憲
章、その他の人権に関する宣言、人権に関する年表

住吉94 1433 解放同盟住吉支部御中5 紙袋 1989 支える会ニュースNo．66、2．24「大喪の礼」に抗議する東京集会

住吉71 1434 （地区資料研究会封筒） 複数 1989

社同指制度の将来展望に関わる第2回討論集会（討議資料、社同指制度
の今後のあり方にむけて）、管理人組合だより、解放同盟参院選闘本部選
挙区別支部代表者会議（レジュメ）、3対策に関わる全解連の対応について
（内部資料、支部）、保育服装整備費品目内訳案、第5回市内ブロック会議
（討議資料、1989年度基本要求）、第15回支部執討議資料（府知事・課題
別交渉任務分担等一覧（案、府連）、民生委員による差別発言について、
中企連のオルグの手引き）、糾弾集会に参加しての民生局支部の自体認



住吉71 1435 （地区資料研究会封筒） 複数 1989

住之江郵便局出勤簿差別落書事件「糾弾要項」（支部）、創造、南大阪
ニュース、「大喪の礼に異議あり！」南大阪支部総決起集会（資料）、1988
年度総会資料（同推協）、支部教育運動の強化にむけて、いい日旅立ち、
3．10差別落書について

住吉94 1436
部落解放同盟住吉支部大
川様

紙袋 1989
神林村湯ノ沢部落の環境調査（中間報告）、地区の人口・世帯、1911年測
図（大日本帝国陸地測量部）、神林村8．28水害区域図、不良住宅分布図

住吉92 1437 大川惠二様 紙袋 1989

2．24反天皇制のとりくみ、解放新聞大阪版、こんなに広く「同和」地区の公
共施設利用されています（府連）、第9回府連執（財務委報告、第46回全国
大会・運営要綱、府連36回定期大会開催要綱、糾弾闘争現状と課題、反
差別国際連帯闘争の当面する課題、参議院選挙活動方針案、第13回世
界青年学生祭典・代表団日程案

住吉32 1438
特就費・物品申し込み書
原紙　1990～

ファイル 1990 1996
特就費個人別精算表（物品申し込み書）1996年度後期住吉小学校、母に
なってうれしかったこと、母になってなんかなぁーと思うこと

住吉93 1439
「解放教育の創造16」　市
同教

冊子 1990 1991 市同教、「障害児」教育、国際連携と同和教育

住吉84 1440
「ともに生きる」ふれあいサ
マーキャンプ5年間のあゆ

冊子 1990 1995 大阪府同和地区総合福祉センター、実績報告

住吉92 1441 （地区資料研究会封筒） 冊子 1990
乳幼児に育てたい「かしこさ」とは、大阪同和保育連絡協議会、遊びをつく
りだす力、学歴と読み書き、結婚年齢、箕面市の学力実調

住吉31 1442 （地区資料研究会封筒） 冊子 1990
しぶとういきるねん（住吉保育守る会20周年記念誌、住吉地区における解
放保育運動のあゆみ、乳児保育所のパンク、同和保育、住吉保育所、こと
ば育て、住吉で使われている言葉の例）

住吉93 1443
ともに学ぶ識字学級　市
教委

冊子 1990
識字学級運営の視点、識字講師の役割を考える、識字講師のアンケート、
世界の識字運動、大阪の識字運動のあゆみ、部落における識字活動を組
織化する視点

住吉41 1444 （地区資料研究会封筒） 複数 1990

文集よせなべ（原稿）、1990年度識字経験交流会資料、解放へのオガリ・住
吉輪読会（台本）、世界の識字運動、識字（住吉）の現状と今後の課題、住
吉輪読会運営委資料、住吉輪読会の定年の活動、輪読会講師用メモ、こ
れ、おいらの家のにおいや、第20回経験交流会（台本）

住吉79 1445
解放だより　原紙　1990．6
№346

バイン
ダー

1990 1991
解放新聞住吉版（第29期執行部体制決まる、盆踊り大会、部落解放基本
法組織内署名目標5000の達成を、住吉解放会館に差別ハガキ、部落解放
5億円基金カンパ、アマチュア無線交信中に差別発言）

住吉79 1446
解放だより　1990．6　№
346

バイン
ダー

1990 1991 解放新聞・解放だより（No．346～395号）

住吉71 1447
支部第30回定期大会議案
書

冊子 1990 1991
支部　第10回定期大会議案書、1990年度会計決算報告書、1990年度監査
報告、1991年度会計予算書案



住吉02 1448 部落解放第17回地区研 冊子 1990

第17回地区研究会開催要綱、21世紀にむけて差別のない世の中づくりの
ために、親鸞・本願寺教団と被差別民衆、部落解放基本法と総計、部落解
放基本法と周辺福祉共闘、解放教育の現状と課題、部落解放基本法とあ
いつぐ差別事件の現実、部落解放基本法と狭山再審闘争、部落解放基本
法と私たちの願い、解放だよりNo.367、入居組合だより（住吉地区入居者組

住吉02 1449 部落解放第19回地区研 紙袋 1990 1992
「部落解放基本法」制定と草の根運動の課題、あいつぐ差別事件と啓発の
課題、第18回地区研報告書、差別のない豊かな社会をめざして、大阪府福
祉のまちづくり条例（概要）、高齢者の概要

住吉92 1450
第24回大阪「同和」保育研
究集会　討議資料

冊子 1990 基調提案、記念講演「解放の学力とは」（山中多美男）、分科会報告

住吉02 1451
90年部落実調の結果と課
題（住吉地区）

仮綴じ 1990
同対事業対象地域住民生活実調報告書（概要）、大阪市民の人権感覚
は？－人権意識調査結果から－、90年部落実調の結果と課題（住吉地
区）、部落解放基本法と周辺福祉共闘

住吉92 1452
大川惠司様（第38期第12
回府連執など）

紙袋 1990 1993
第38期第12回府連執、1990年同和地区生活実調結果報告書、解放新聞
大阪版号外「府連第39回定期大会」91年度一般会計決算、92年度一般会

住吉06 1453
GENERAL
INTRODUCTION OF
THE SUMIYOSI BURAKU

冊子 1990 Sumiyosi Dowa Distinct Liberation hall

住吉93 1454 故和島岩吉先生をしのぶ 冊子 1990 故和島岩吉先生（追悼集会実、思いで、略歴）

住吉78 1455 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1990
いのちとくらしを守る会1990年度総会議案書、いのちとくらしを守る会対市
交渉関係資料、いのちとくらしを守る会障害者福祉推進に関する対市交渉
（要求とポイント）、いのくら90年度第4回幹事会

住吉93 1456 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990
案・21世紀に向けた高齢化社会対策の長期指針（仮称）、「高齢者保健福
祉推進10ヶ年戦略」の概要

住吉44 1457 住吉人推協 封筒 1990 1992
ふれあいのまち大阪（市人推協）、ふれあいコンサート（市人推協）、わたし
ななちゃんでーす（市人推協）、解放会館ごあんない、差別のない豊かな社
会をめざして（市同促）

住吉02 1458
1990．11．17～18 第17回
報告書＝原稿＝

紙袋 1990 第17回地区研報告書（コピー+原稿）

住吉71 1459
支部第29回定期大会議案
書

冊子 1990
支部大会スローガン案、1989年度活動報告、闘争日誌、1990年度運動方
針案、部落解放三大闘争の取りくみと方向、大会宣言案、支部規約、支部
役員選挙規定

住吉66 1460 1990年度総会議案書 冊子 1990
地区協、1989年度（事業報告、事業及び要求組織活動日誌、会計報告
書）、1990年度（年次総会次第、事業方針案、予算案）、具体的事業、協議
会会則、協議員・役員

住吉61 1461
第39回年次総会報告並議
案書

冊子 1990 1992
市同促、第39回年次総会プログラム、1990年度事業日誌、1990年度収支
決算書、財産目録、1991年度事業基本計画案、地区協会則の変更につい

住吉61 1462
第39回年次総会報告並議
案書資料集

冊子 1990 1992 市同促、1990年度事業報告、具体的事業、1991年度事業方針案



住吉83 1463 みんな負けんとこで 冊子 1990
地区研、誠友老人会20年のあゆみ、差別の中を生き抜いて～老人聞きとり
からの一言～、教育のこと、頼母子のこと、日常生活のこと、戦時中のこと

住吉41 1464 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990 国際識字年地区実、輪読会、パネル展
住吉78 1465 （地区資料研究会封筒） 単葉 1990 参議院選挙投票結果、朝日新聞1990．2．19

住吉77 1466 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990
住吉市民病院における差別落書事件について「事実経過、差別落書につ
いての分析及び見解、今後の対応」

住吉71 1467 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1990
「まちづくりの完成をめざして」支部幹部研修会資料（環境対策部）、平面
図、地図

住吉19 1468 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1990 平面図、読売新聞10．24、日本経済新聞1990．3．18

住吉88 1469 私たちの町住吉 冊子 1990
住吉部落歴史研究会「総計、総計への道、総計の実現をめざして、いのち
と人権を守る地域社会をめざして、平和と人権の旗をかかげて」

住吉34 1470 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1990 じんけん（第19～第23号）、住吉・住之江人権啓発センター

住吉91 1471 全国隣保館実調報告書 冊子 1990
全隣協、調査概要、隣保館の実態、啓発事業、調査事業、相談事業、識字
活動、教養・文化事業、地域福祉事業

住吉61 1472 大川相談役 紙袋 1990

第8回地区協役員会（拡大）レジメ（同和事業事務機能の強化について、特
就費（前期）物品支給について、高校奨学金第1期支給説明会について、
住宅要求者組合役員会について、保育守る会役員会について、第3回地
区協について、第1回地区協講座実施要綱）

住吉92 1473 大川惠司 紙袋 1990

国際識字年記念誌を成功させるために（識字学級プロフィール）、5．23中
央総決起集会、第12回府連執、入居差別ホットライン要綱案、教育守る会
第7回役員会（特集費学習会参加者、教育懇談会（全体）、大阪府下各普
通郵便局局長及び同和対策担当官へのオルグ行動のポイント、第47回全
国大会開催要綱（第1回大会運営委・選挙管理委の決定事項について、狭
山再審闘争の現状と課題、部落差別事象発生時の措置要領改正につい

住吉72 1474 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990 国際識字学年記念・第35回全婦報告集
住吉78 1475 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 1990 解放共闘大阪（部落解放府民共闘会議）

住吉92 1476 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990
責任者会議資料（大阪府（市）同和地区実調の実施について、大阪市同和
地区実調実施本部、同和対策事業対象地域住民生活実調に係る「市町村
番号」及び「地区番号」について通知）

住吉32 1477 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990 第5回学力強化委、学習会の報告、高学年「勉強会」総括

住吉44 1478 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990
区民啓発室一日合宿資料（支部、周辺共闘の具体的展開のために、問題
意識、区民啓発室1ヶ年の活動と課題、周辺住民の実態を明らかに、部落
内の生活防衛闘争、医療・福祉運動と周辺共闘、施設開放の現状と課題）

住吉44 1479 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1990
区民啓発室一日合宿いのくら活動（相談活動、行政交渉、地域共闘、学習
活動、教宣活動、地域平和人権共闘）



住吉32 1480 教育守る会　通達・原紙 ファイル 1991 1996

1996年個人給付的事業関する協議回答（対市交渉資料、府・市同促）、96
教育・保育守る会合同集会「対策」の時代から「自立」の時代へ（住吉）、地
区教育保護者集会規約案、教育守る会役員会のお知らせ、特就費申請説
明会のおしらせ、競技種目及び出場者名簿（地区協創立40周年記念・地
区大運動会、地区教育懇談会、個人給与事業の見直しについて、保育所

住吉92 1481
「学校五日制を考える会」
（資料）

ファイル 1991 1994

住吉地区「学校5日制」を考える会報告、「学校5日制対策委」について、第
1回教育対策小委レジュメ、教育保護者活動経験交流会ニュース（府同
促）、部落解放教育保護者連絡協議会の結成について、毎日新聞、教対
部会議レジュメ・支部教対部、「学校5日制」に関する対大阪府教委要求書
案、教育現場における差別事件・真相報告集会への参加要請（府連）、「学
校5日制」への議論を高め・解放教育改革のとりくみ強化を（府連）、教育保
護者活動経験交流ニュース（府同促）

住吉34 1482 同推協 ファイル 1991 1992

住吉同推協企画会議93年度年間活動計画、92年度住吉同推協役員研修
会、90年度活動の総括と93年度活動の重点、第7回住吉地区部落解放教
育研究集会開催要項案、御崎地区の教育条件整備に関わる統一要求、専
門部会92年度総括と93年度の方向（「にんげん部会」、「障害」児教育部
会、生活指導部会、学力保障部会、在朝教育部会、進路保障部会、就学
前教育部会、健康教育部会）、研修資料「生徒と向かい合う同和教育」、91
年度同推協役員研修会実施要綱、92年度住吉同推協専門委総会、91年
度住吉同推協役員体制案、教対部会議レジュメ（支部）、秘・教員による差
別発言について（南港中学校）、91年度住吉同推協専門委

住吉93 1483
にんげん実践の記録3
「にんげん」実践と子ども
達　市同教

冊子 1991 市同教、実践記録

住吉79 1484
解放だより　原紙　1991．7
№396

バイン
ダー

1991 1992
解放新聞住吉版（8月～9月基本闘争の強化を、班別集会日程、住吉・浅
香両支部決起集会、部落解放基本署名、12．23反天皇制の闘いへ）

住吉79 1485
解放だより　1991．7　№
396

バイン
ダー

1991 1992 解放だより・解放新聞（No．396～445）

住吉02 1486
部落解放第17回地区研報
告書

冊子 1991 第17回地区研実

住吉44 1487
部落解放研究第2回住吉・
住之江じんけんのつどい

紙袋 1991 1995

部落解放研究第2回住吉・住之江じんけんのつどい報告書・アンケート、子
どもの権利条約特集（stage）、わたしの町きれいな大阪（大阪市環境事業
局）、子どもと学校、朝鮮学校児童・生徒に対する脅迫・暴行・傷害事件、切
られたチマ・チョゴリ、住吉診療所の建設・診療取り組みの経緯、UPル

住吉77 1488 野間宏さんを偲ぶ会 紙袋 1991 野間宏さんを偲ぶ会（記念誌、次第）

住吉91 1489 （表題なし） 紙袋 1991 1994

雑誌「部落解放広島」、新しい政治状況への対応について、小森氏側の中
央本部批判への反論、解中央第50245号小森書記長「辞職」と広島選出中
央役員の「辞職届」を巡る経過と見解、新聞（毎日、芸備人権新報、解放新
聞、解放新聞広島版、朝日）

劣化



住吉92 1490
大川惠司様（第38期第5回
府連執など）

紙袋 1991 第38期第5回府連執、解放新聞大阪版956・957号

住吉02 1491 部落解放第19回地区研 紙袋 1991 1992

狭山現調広島平和行進報告集（子ども会）、第18回地区研報告書、第19回
地区研（討議資料）、差別のない豊かな社会をめざして－同和問題の理解
のために－（市同促）、地区研第6分科会サブ報告資料（文集）、駐車場利
用者組合「基本法」学習会資料（1991）、第19回地区研第2分科会「地区総
合福祉計画と周辺福祉共闘」、最近の就職差別事象から（阿倍野公共職業
安定所）第19回地区研第3分科会サブ報告「青館・子ども会改革につい
て」、卒業生による差別発言事象について

住吉92 1492 （表題なし） 紙袋 1991

「PASSWORK」中川かずお版、「輝く大阪」選対ニュース（No．4～5）、府議
選各選挙区の情勢（新聞）、第48回全国大会府連代議員数案、第37期第
10回府連執、府連第38回定期大会開催要綱、地域改善対策協議会の意
見聴取に対する解放同盟中央本部の見解（抜粋）、都道府県別網の目行
動の実施について、第3議案狭山再審闘争の当面する課題、知事選・自治
体銀選挙計画、野間宏さんを偲ぶ会

住吉67 1493
地区協事務担当者会議
（資料）

ファイル 1992 1994
事務担当会議レジメ、地区事業・助成金のありかた、事業月報、同和対策
個人給付的事業実調報告、地区協ニュース第9号、地区協役員・顧問・相
談役・三次名簿、ワーキング・グループ、地区協年間活動計画、地区協講

住吉93 1494
「解放教育の創造18」　市
同教

冊子 1992 1993 市同教研究大会、分科会要員一覧表

住吉93 1495
「解放教育の創造18」別冊
市同教

冊子 1992 1993 市同教研究大会

住吉92 1496
大阪識字調査実施につい
ての提言　国際識字年推
進大阪連絡会

冊子 1992

欧米諸国の識字の現状、1955年文部省調査からみた実態・調査の課題、
アメリカの識字と識字調査、在日外国人の識字機会の整備、実態・調査の
概要の検討、「よみかき茶屋」実調、在日韓国・朝鮮人児童生徒の保護者
の実調、識字調査と統計の諸問題

住吉98 1497 （地区資料研究会封筒） 冊子 1992 伝承文化シリーズ2・泉州地域の盆踊り（絵本ノ音楽付き）

住吉79 1498
解放だより　1992．6　№
446

バイン
ダー

1992 1993 解放だより・解放新聞（No．446～493、特別号「ピースフェスティバル’92」

住吉91 1499
1992報告書　第15回全国
解放保育研究集会

冊子 1992
第10回熊本県就学前同和教育研究大会、全国解放保育連絡会、特別決
議、記念事業、分科会報告、夜の交流会、基調提案

住吉31 1500 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1992 1993 第17回保育守る会総会議案書（1992）、18回保育守る会総会議案書

住吉91 1501 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1992 1993 「はだしっ子」66～70号、全国解放保育連絡会

住吉92 1502 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1992 1993 同和保育第213～243号

住吉92 1503
第26回大阪「同和」保育研
究集会　討議資料

冊子 1992
基調提案、記念講演「私と部落問題との出会い」（安田興業株式会社・岡崎
慎一郎）、分科会報告

住吉02 1504
部落解放第19回地区研
第2分科会

冊子 1992
総合福祉計画案、大阪市総合福祉交渉に向けて（住吉地区要求白書）、
当面する福祉政策の検討課題、福祉のまちづくりをめざして（総計実行本



住吉71 1505 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1992
対大阪市福祉交渉資料、点検会民生局出席者名簿、総合福祉交渉にあ
たって関係局の基本的な考え方

住吉02 1506 部落解放第19回地区研 冊子 1992
住吉・住之江区民共闘会議、住吉同推協、「部落解放基本法」制定と草の
根運動の課題、住吉の実態と周辺福祉共闘、解放教育の課題、あいつぐ
差別事件と啓発の課題、狭山再審闘争とえん罪事件、水平社宣言

住吉06 1507
第二分科会「住吉地区総
合福祉計画と周辺福祉共

冊子 1992 広報リーフレット

住吉95 1508
大川惠司様（暴露された
「全解連」の正体　など）

紙袋 1992
滅びの愚行第3集暴露された「全解連」の正体、IMADR－JC通信No．23、
「全解連」差別キャンペーン裁判闘争ニュースNo．3、西郡いまここに（西郡
支部）－西部の歴史と解放運動－

劣化

住吉08 1509
大川惠司様（住吉地区の
あゆみと現在）ほか

紙袋 1992
住吉地区のあゆみと現在、住吉同和地区解放会館施設運営委規約、大阪
市政だより　1992．5、住吉同和地区解放会館施設運営委員名簿、1992年
度住吉解放会館事業状況、第19回地区研ご案内、タウン・フラッシュ1992．

住吉71 1510 （地区資料研究会封筒） 紙袋 1992

大川様（第39期第7回府連執など）、解放新聞大阪版、大阪平和人権セン
ター（仮称）結成総会、「基本法」制定のとりくみについて、「啓発センター」
問題に関わる諸動向についての基本通達、第三期基本法制定要求国民
運動第4波中央行動要領案、狭山再審闘争の現状と課題、南港北中M教
諭（当時）差別発言、足立小学校児童に於ける部落差別事象について、第
31期第14回支部執、92年度第8回役員会レジメ

住吉92 1511
大川惠司様（第39期第6回
府連執など）

紙袋 1992

第39期第6回府連執、「部落差別撤廃」宣言に関する決議案、「部落解放・
人権擁護県（府・市・町・村）宣言に関する決議案、「基本法」制定・部落解
放行政推進要求ブロック別市町村交渉実施要綱、物的事業の早期完遂を
図るための進行管理方策について（素案）、狭山再審闘争の現状と課題

住吉92 1512 （表題なし） 紙袋 1992 1993
府連第40回大会運動方針起草第2回準備会、第50回全国大会スローガ
ン、第40回府連大会スローガン、基本法制定要求闘争、組織建設（方針）、
解放教育を確立する闘い、1992年度一般活動報告

住吉92 1513
「大川惠司」府連第41回大
会運動方針起草第2回準
備会　ほか

紙袋 1992 1994
地方の現代ｰ条例・宣伝制定運動の意義、41回大会の意義、1992年一般
活動報告、差別糾弾闘争、啓発活動、規約の一部改正についての提案、
労働対策の課題（1994年第41回大会方針）

住吉92 1514
大川惠司様（第39期第5回
府連執など）

紙袋 1992 1993

1993年度「部落解放基本法」制定要求実現・部落解放府政推進に関する
要求書（府連）、1992年度部落解放大阪民共闘会議、定例総会議案書、ア
ジア・太平洋人権会議報告、部落解放基本法制定をめざして（1990年浪速
地区生活実調の結果から）、第39期第5回府連執、第3期基本法制定要求
国民運動第2波中央行動の総括と第3波中央行動の課題、「部落差別撤
廃」宣言に関する決議案、対府交渉基本要求、狭山再審闘争への現状と
課題、第29回護憲大会および防衛費削減要求署名のとりくみ、世界人権宣
言44周年記念大阪集会について、「全解連差別キャンペーン糾弾裁判を
支援する全国連絡会」結成のよびかけ



住吉92 1515
ちがいを豊かに・大阪府
在日外国人教育研究協議
会結成記念

冊子 1992
大阪府在日外国人教育研究協議会、府外教通信、府外教結成記念冊子
について

住吉87 1516
福祉実調の用紙です。資
料会に保管を！

紙袋 1992
高齢者実調マニュアル、在宅保健福祉サービスの説明、高齢者実調票（世
帯票）、府総合福祉協会

住吉12 1517
福祉研究集会（総合福祉
計画をみんなの手で！）

紙袋 1992
第1回地区福祉研究集会御案内、住吉高齢者実調単純集計結果より、第1
回地区福祉研究集会

住吉92 1518 府連第39回大会決定集 冊子 1992
1991年度一般活動報告、府連日誌、1992年度一般活動方針、分散会の討
論概要と報告、全体集会の討論と集約、本部提案の決議、大阪の部落の
実態（資料）

住吉61 1519
個人給付事業に関する規
定・資料

ファイル 1993
個人給付的事業のあり方について（市同促協・同和事業点検整備小委）、
同和地区特就費・就学援助費比較表、特就費

住吉91 1520
解放をめざす女性活動
部落解放第38回全女報告

冊子 1993 石川一雄さんからのメッセージ、第38回全女報告

住吉93 1521
第20回大阪市識字経験交
流会記念誌「はたちになっ
た！よみかきひろば」

冊子 1993
大阪市識字経験交流会、各識字学級紹介、解放のオガリ台本集、開催要
項、年表

住吉92 1522
国際識字年推進大阪連絡
会第4回総会シンポジウム

冊子 1993

シンポジウム「大阪識字の10年の課題を考える」、1992年度の活動の反省、
1993年の取り組み、加盟団体一覧、大阪識字調査実施についての提言、
「よみかき教室」アンケートのまとめ、識字に関する図書、新聞報道、おおさ
かしきじマップ

住吉93 1523
大阪市識字施策推進指針
大阪市国際識字年推進会
議

冊子 1993
大阪市における識字の取り組み・経過と現状、基本方向と今後の課題、識
字教育の原則、学習者の現状、国際的視点、統計からみた「非識字者」

住吉92 1524
第14回大阪府識字学級生
経験交流会基調提案

冊子 1993
基調提案、集会のあり方とめざすもの、話し合いのなかみとしかた、第13回
大阪府識字学級生経験交流会全体集会のまとめ

住吉91 1525
第16回全国解放保育研究
集会、第10回香川県就学
前「同和」教育研究集会

冊子 1993

第10回香川県就学前「同和」教育研究集会、部落差別の現実と部落解放
運動に学び、解放保育を創造しよう、基調提案、子どもとからだ育て、子ど
もと言語、子どもと児童文学、子どもと造型、子どもと音楽活動、子どもと集
団づくり、乳児保育、「障害」児保育、人権保育と国際連帯、保育所・幼稚
園・小学校・子ども会の連携

住吉02 1526
部落解放第1回住吉・住之
江じんけんのつどい

ビニール
袋

1993
1993年度啓発事業の概要、部落解放研究第1回、第1分科会「人権と福祉」
資料、第2分科会「人権と教育」パネルディスカッション（質問用紙）、第3分
科会アンケート「人権と啓発」、第4分科会「人権問題入門」

住吉79 1527
解放だより　原紙　1993．5
№494

バイン
ダー

1993 1994
解放新聞住吉版（市教委交渉、福祉機関誌に差別川柳、広島平和行進、
地区協40周年大運動会、部落差別撤廃条例制定運動を討議、「同和事業
見直し」に多くの意見、人権と文化のまつり）

住吉79 1528
解放だより　1993．5　№
494～

バイン
ダー

1993 1994 解放だより・解放新聞（No．494～541）



住吉91 1529
第45回全国同和教育研究
大会資料　全同教

冊子 1993
全同教、基調提案、1993年度全同教「研究課題」、分科会「討議課題」、大
会決議文案

住吉91 1530
第45回全国同和教育研究
大会報告集　全同教

冊子 1993
全同教、特別報告、就学前教育、健康、「障害」児教育、教育内容の創造
「言語認識」、自主活動、進路保障、生活課題と学習・啓発活動、地域の教
育力と学習活動「生活要求と文化創造」

住吉97 1531
保育行革反対全関西集会
自治労近畿地連、大阪保
育運動研究会

冊子 1993
講演「保育を巡る状況と課題」、保育所借地費制度に関する緊急要望書、
第1回「保育問題検討会について」、ベンポスタ子ども共和国（広告）、主催
自治労近畿地連社会福祉評議会、大阪保育運動研究会

住吉34 1532
1994年度総会資料　住吉
同推協

冊子 1993 1994

総会資料（住吉同推協趣意書、1993年度活動報告、基調提案、1994年度
年間活動計画、総会宣言案）、（住吉子ども会へのカンパ呼びかけ）、同推
協健康教育部会学習会「ムラで育って、ムラで生きて」（案内、講師飯野靖
子）、「メリー・ゴー・ラウンド」コンサート（案内）

住吉92 1533
第26回大阪同和保育連絡
協議会総会議案書

冊子 1993 1994
1993年度活動報告、研究部会報告、1994年度活動方針案、これからの同
和保育が求めるもの（八木沢克昌）、各市町村の同和保育基本方針作成状
況一覧表

住吉92 1534
第2７回大阪「同和」保育
研究集会　討議資料

冊子 1993 基調提案、記念講演「P・O・Hワールドへの招待」（山下明生）、分科会報告

住吉93 1535
大阪市高齢者保健福祉計
画　平成5年9月　大阪市

冊子 1993
（大阪市）、大阪市の概況、保健・福祉施策の現状、高齢者の生活実態と
ニーズ、要援護高齢者数の現況と推計、保健・福祉サービスの実施目標
量・提供体制の整備

住吉02 1536
部落解放研究第1回住吉・
住之江じんけんのつどい

紙袋 1993

大阪市高齢者保健福祉計画、アンケート（部落解放研究第1回住吉・住之
江人権のつどい）、みんなでやさしいまちづくり（大阪府）、いのくら相談者
一覧（高齢者・障害者対策の部）、タウンフラッシュ第6号（市住吉解放会
館）、第19回地区研報告書、部落解放研究第1回住吉・住之江じんけんの
つどい資料集、いのちとくらしを守る会福祉研究集会報告書

住吉31 1537 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1993 1994 19回地区保育守る会総会議案書
住吉86 1538 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1993 （住吉保育守る会）、（反戦・平和・人権フェスティバル実）

住吉31 1539
1994．5～　№1　保育守る
会　もりわき

ファイル 1993 1994

第7回反戦・平和・人権フェスティバル実（第1～4回）、（軍手、太鼓等の製
造過程）、保育守る会役員会、保育守る会三役会議レジュメ、第19回一泊
保育（プログラム）、クラス懇談会の報告（住吉保育所）、向野のれきしとせい
かつ、第14回親子まつりに向けての第1回目実（レジュメ）、1994年度健康
教育部会活動の重点、保育守る会一泊研、活動日誌（93・94年度保育守る
会、保育所、同保研、同推協・支部・その他）、拡大書記会議レジュメ

劣化

住吉34 1540 1994年度総会資料 冊子 1993 1994 同推協、1993年度活動報告、1994年度年間活動計画

住吉91 1541
大川惠司様（第40期第10
回府連執　など）

紙袋 1993

第40期第10回府連執、「条例・宣言」制定運動進捗状況一覧、中央委資
料、第51回全国大会代議員割り当て、（新聞）、大阪平和人権センター
NEWS（第11～12号）、長倉洋海「戦場から人間へ」写真展、部落差別撤廃
大阪市「条例」制定を求める署名獲得表、就職へのかけ橋、議会手帳



住吉92 1542
大川惠司様（第40期第10
回府連執　など）

紙袋 1993 1994

基本法闘争の現局面と基本課題、政党の部落問題に関する体制、新規国
会議員署名獲得一覧、同和問題解決のための思索序説炭谷茂、1994年
度大阪府知事・課題別交渉任務分担一覧表案、個人給付的事業の改革
にあたっての基本的視点案、リバティおおさかの近況報告（’93．12．22）、
第40期第11回府連執、1994年度部落解放行政にかかわる重点要求項目

住吉92 1543
大川惠司様（第40期第1回
府連委　など）

紙袋 1993

IMADR－JC通信No．28、第40期第1回府連委、新要求白書策定のため
に、1992年度一般会計決算報告書（府連）、1992年度（闘争積立金会計決
算報告書、監査報告、狭山会計決算報告書（府連狭山闘争本部）、決算
（解放新聞社大阪支局）、1993年度一般会計予算書案、第4議案狭山再審
闘争の現状と課題、狭山第2次再審闘争（5月）、大阪平和人権センター

住吉06 1544
みそづくり、図書パンフ
レット、館講習講座事業の
写真など

ファイル 1993 1998
図書室事業実施状況、タウンフラッシュ（第1～7号・住吉解放会館）、施設
名簿、地域福祉の諸問題、「大喪の礼に異議あり」、南大阪支部総決起集
会

劣化

住吉92 1545 （表題なし） 紙袋 1993
「新しいステップへ」部落解放研究所の四半世紀、部落解放研究所のご案
内BLR1

住吉66 1546
大川支部長（第4回住吉地
区拡大協議員会資料な

紙袋 1993
第4回拡大協議員会資料、地区協ニュース第7号、地区協研修会レジュメ、
「法」後の同和事業のあり方について

住吉91 1547
部落解放同盟第51回全国
大会（北九州）

紙袋 1993 1994

日本の人権政策に関する提言（解放研究所）、解放新聞1994．3．2、中央
本部小森氏側の中央本部批判への反論、参議院議員谷畑孝1994年度国
家予算レポート、広島県連山下書記次長名による学習資料への反論、獄
中の石川一雄さんからのメッセージ、中央本部1994年度運動方針への疑
問、中央本部編新たな解放理論の創造に向けて、第51回全国大会財務報
告・方針書・役員選挙公報、「週間金曜日」社会党部落解放同盟に異議ア
リ、解放出版社部落解放図書目録

住吉92 1548
大川惠司様（第40期第14
回府連執など）

紙袋 1993 1994

大阪府生涯学習推進プラン豊かな人生をひらく（大阪府）、第40期第14回
府連執、1993年度（一般会計決算報告、闘争積立金会計決算報告、監査
報告）、1994年度一般会計予算書案、豊中の差別事象・3（豊中市同促）、
記念冊子「にんげんはすばらしい」（豊中市同促創立40周年記念事業実）、
解放新聞大阪版号外府連第41回定期大会一般運動方針案、1994年9月よ
り貸し付け停止する（府同促）

住吉92 1549
大川惠司様（第40期第9回
府連執など）

紙袋 1993

家庭教育手帳（生江地区解放教育改革推進本部）、IMADR－JC通信No．
34、第40期第9回府連執、府連青年部第22期役員、基本法制定要求国民
運動大阪実幹事会（1993．11．18）、早田末子さんの労をねぎらう集いのご
案内、活動家通信第40号（府連）、同和問題の効果的な啓発のあり方につ
いて（大阪府同和問題啓発事業研究プロジェクト会議）、大阪平和人権セ
ンターNews第10号、第2次開館にむけた巡回展開催要綱案、地区協議の
整備にあたっての基本的考え方



住吉92 1550
大川惠司様（第40期第8回
府連執など）

紙袋 1993

対府知事交渉基本要求、解放新聞大阪版　第1050号、狭山再審闘争の現
状と課題、依頼状（「未来に翔く東大阪市民の会」の支援について、東大阪
市長選挙再出馬に当たって、東大阪市長候補者の推薦について、IMADR
－JC通信、大阪平和人権センターNews第8号、組織点検項目、解放会館
の一般利用についての我が方の考え方案、第40期第8回府連執

住吉92 1551
大川惠司様（第40期第6回
府連執など）

紙袋 1993

第7期上田選挙総括と今後の方向案、総務省1993年度同和地区実態把握
等調査の概要、大阪平和人権センターNews（第6～7号）、IMADR－JC通
信No．30、第40期第6回府連執、部落解放研究第27回全国集会のご案
内、第37回全国青年集会開催要綱

住吉92 1552
大川惠司様（第40期第2回
府連執など）

紙袋 1993 1994

第40期第2回府連委、解放新聞大阪版1046号、連立新政権下における「基
本法」、闘争の展望と課題（1993．9）、部落解放教育保護者大阪連絡会
（仮称）結成総会議案書、反差別国際連帯闘争の現状と当面する課題、
1993年度部落解放大阪府民共闘会議定期総会議案書、大阪平和人権セ
ンターNews第8号、IMADR－JC通信No．32

住吉92 1553 府連第41回定期大会 紙袋 1993 1994
1993年度一般会計決算報告、1994年度一般会計予算書案、解放新聞大
阪版号外・府連第41回定期大会議案書（府連第41回定期大会役員選挙結

住吉92 1554
大川惠司様（第39期第11
回府連執など）

紙袋 1993 1994

第39期第11回府連執、府連第40回大会記念集会表彰対象者名簿、新地
対協委の構成について、広島市女子高校生自殺問題について、狭山再審
闘争の現状と課題、皇室報道に対する抗議と申し入れ、大企連機構改革
案、全国議連ニュース創刊号、解放新聞大阪版号外「府連第40回定期大
会」運動論部会中間報告、ピースおおさかNo．4、1992年度一般会計決
算、1993年度一般会計予算案

住吉92 1555
大川惠司様（大阪府同和
地区高齢者意識調査報告
書など）

紙袋 1993

大阪府同和地区高齢者意識調査報告書（大阪府総合福祉協会、「もしもあ
の電話がなかったら」演劇ストーリー入選作品集1、社会新報号外（日本社
会党）、IMADR－JC通信No．29、「同和地区保健福祉政策研究会」設置運
営要綱、バングラディシュの先住民と人権、解放新聞大阪版　第1034号、
第40期第2回府連執

住吉92 1556
部落解放研究第12回大阪
集会

紙袋 1993
部落解放図書目録1993（解放出版社）、地域における国際連帯の取り組
み、浅香支部の国際交流の歴史、国際交流の目的について、国際交流の
活動目標、部落解放研究第12回大阪集会討議資料（部落解放研究第12

住吉92 1557
大川惠司様（府連第40回
大会決定集など）

紙袋 1993

同和問題に係る差別事象の概況及び啓発の現況（大阪府）、第23期府連
女性支部役員名簿一覧表、高齢者の人権が保障される社会を、活動家通
信、大阪平和人権センターNews、グラフで見るアイヌ問題ｰ今も残る厳しい
差別ｰ、沈黙せず（手記・結婚差別）、府連第40回大会決定集



住吉92 1558 （表題なし） 紙袋 1993

毎日の生活について（小学校1～6年生用）アンケート、市内ブロック会議、
個人給付事業の改革にあたっての基本的視点案、個人給付的事業の見直
しに関する提言案、94年度部落解放市政推進に関わる大阪市長交渉への
参加要請、解放会館の一般開放に関する市の方針、教育内容とそれに伴
う教員配置の検討について、同対関連未事業化等用地の有効活用及び適
正管理について、部落差別撤廃大阪市「条例」制定を求める署名獲得票

住吉92 1559 （表題なし） 紙袋 1993

第3期基本法制定要求国民運動と部落差別撤廃「条例・宣言」制定運動の
実施計画案（府連実）、国会闘争速報No．1（基本法制定要求国民運動中
央実）、部落解放基本法・「条例・宣言」制定にむけた資料目録、第3回支
部長・書記長会議レジメ

住吉61 1560
大阪市同和事業促進地区
協創立40周年記念式典

紙袋 1993 生活便利帳、解放会館生活相談室、市同促地区協40年の歩み

住吉42 1561 1994年度啓発講座報告書 冊子 1994
1994年度啓発講座等実施状況、住吉解放会館啓発事業・6ヶ年のあゆみ、
啓発講習講座などの参加状況と分析

住吉31 1562 保育・会議資料 ファイル 1994 1995

第7回反戦平和・人権フェス第4回実、指定園プロジェクト会議（住吉乳児保
育所）、保育守る会役員会レジュメ、1994年度運動会実、1994年度活動方
針案、指定園会議、運動会の反省・感想（1995・住吉乳児住吉保育所）、も
ちつき実・反省会、95年度要員問題について・保育所として求める重点要
求（住吉乳児保育所）、同和保育所職場の要員確保に関する申し入れ（市
職労組）、1995年度住吉乳児保育所保母配置数、1995年度年間行事予
定・所外保育計画案（住吉乳児・住吉保育所）

住吉92 1563
第28回大阪同和保育研究
集会　討議資料

冊子 1994 第28回大阪同和保育研究集会実、乳児保育、子どもの生活と音楽活動

住吉79 1564
解放だより　原紙　1994．5
№542～600

バイン
ダー

1994 1995
解放だより（第33期　支部執行体制、反戦・平和・人権フェスティバル、10．
29支部狭山総決起集会、部落解放基本法について、統一自治体選挙必
勝支部総決起集会、石川一雄さんが大阪の集会へ参加）

住吉79 1565
解放だより　1994．5　№
542～600

バイン
ダー

1994 1995 解放だより（No．542～600）、救援だより阪神淡路大震災救援（1．3．5号）

住吉31 1566
保育守る会だより　1994年
度

ファイル 1994 1995
反戦・平和・人権フェスティバル（第7回）、ほいくまもるかいだより（No.1～
23）、年齢別集会、もちつき、おやこえんそく



住吉31 1567 （表題なし） ファイル 1994 1999

保護者大阪連絡会1998年度年間会費請求書、教育討論集会実施案、保
育アンケートから見えるもの、教対部方針、第2回保育政策あり方検討会
（プログラム）、保育所における地域の子育て支援、第4回保育政策あり方
検討会、1999年度以降の同和保育料について案、課題別交渉（保育・幼
児教育対策）回答要旨（1994）、地区外入所の実施・保育料・保母加配の
改革にあたっての基本方針案、府連としての要求項目、99年度大阪市課
題別交渉（保育・乳幼児対策）要求書案、1999年度以降同和地区保育所
について、同和地区保育所への入所について案、1999年度府連交渉回
答、第19回保育守る会総会議案書（1994）、「新しい教育運動」協同子育て
運動プロジェクト第4回定例会（1998）、教対会議

劣化

住吉93 1568
「解放教育の創造20」別冊
市同教

冊子 1994 1995
記念講演「知ることこそ力知識は何をすくいとってきたか」（金時鐘）、資料
解放の日々より－水平社70周年の春に、分科会のまとめ、市同協

住吉92 1569
第27回大阪同和保育連絡
協議会総会議案書

冊子 1994 1995 1994年度事業報告（研究会報告、日誌）、1995年度事業方針案

住吉31 1570
1994．8．5　第7回フェス原
コウ（原本）

紙袋 1994
第7回反戦・平和・人権フェスティバル（保育守る会）、（第7回反戦・平和・人
権フェスティバル原稿）

住吉31 1571
1994　9～　№2　保育守る
会

ファイル 1994 1995
第20回部落解住吉地区保育守る会総会議案書、保育守る会（拡大役員総
括会議、役員会レジメ、三役会議）、全国解放保育研究集会．報告集会
（住吉解放会館）、拡大役員会、指定園会議

住吉72 1572
女性部結成25周年記念
支部女性部

紙袋 1994
（支部女性部結成25周年記念集会）、女性部結成25周年記念「お母ちゃん
達のぬくもり」、（支部女性部25周年記念事業実）

劣化

住吉31 1573 1994　指定園プロジェクト ファイル 1994 （原紙）松永さんの全解保感想文、住吉寿湯改造計画案、指定園会議

住吉34 1574 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1994
同推協健康教育部会とりくみの経過、「ムラで育って、ムラでいきて」（講演
録、講師飯野靖子）、地場産業（食肉産業）を支える女性の労働、向野の歴
史と生活、聞きとり－食肉にかかわる住吉の人から

住吉86 1575 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1994 地区保育守る会、反戦・平和・人権フェスティバル実

住吉31 1576 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1994
第17回全国解放保育研究集会、第11回高知県・同和保育研究集会、第17
回全国解放保育研究集会参加申込書

住吉31 1577 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1994 三役会議レジュメ

住吉91 1578
Ｒｉｎｐｏｋａｎ　福祉と人権の
まちづくりへ　全隣協

冊子 1994 全隣協、全国隣保館長研修会第30回記念誌

住吉92 1579
大川惠司様（第40期第12
回府連執　など）

紙袋 1994

大阪平和人権センターNews第13号、第40期第12回府連執固定資産税減
免検討委－税の減免の見通しについて－、小森氏側の中央本部批判への
反論、小森書記局長「辞職」と広島選出中央役員の「辞職届」をめぐる経過
と見解、荊政会報No．19、アジア・太平洋人権情報センター、狭山新聞広

住吉92 1580
大川惠司様（平成6年度大
阪府同和対策事業関係予
算など）

紙袋 1994
対策委の所属の希望について（ご依頼）、1994年度大阪府同和対策事業
関係予算（大阪府企画調整部同和対策室）、国際人権基準と国際連帯（反
差別国際運動日本委）



住吉91 1581
住吉（参議院議員谷畑孝
1994年度国家予算レポー
ト　など）

紙袋 1994

中央本部1994年度運動方針への疑問、解放新聞広島県版1994．2．23、
第51回全国大会の意義、「週間金曜日」社会党　部落解放同盟に意義あり
（情報部）、新しい政治状況への対応について、参議院議員谷畑孝1994年
度国家予算レポート

住吉92 1582
大川惠司様（第41期第2回
府連執など）

紙袋 1994

第41期第2回府連執、部落差別撤廃「条例」制定に向け、「条例」制定運動
に対する考え方、第51期第2回全国狭山闘争本部長会議、羽田連立政権
に対する我が同盟の基本対応、HIV（エイズ）対策についての要望書、部落
解放「新・要求白書」作成にむけて、全国議連ニュース第4号、大阪平和・
人権センターNews第16号、IMADR－JC通信No．40

住吉92 1583 （表題なし） 紙袋 1994
「部落解放基本法」「条例・宣言」制定要求実現・部落解放市政推進に関す
る要求書（1994年度）、同和対策関連未事業化等用地に関する討議資料
案、市内ブロック会議（1994）、同和事業改革対策別討論集会意見集約

住吉42 1584 生活の知恵 ファイル 1994 1999 ちょっと便利なくらしの知恵、生活の知恵、Yahoo！グルメ－レシピ情報

住吉61 1585 一般対策クイック・ガイド 冊子 1994
市同促、一般対策事業、同和対策における個人給付的事業と類似の一般
対策の対比表

住吉35 1586 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1995 青館と子ども会改革について

住吉19 1587 昼食サービス 紙袋 1995 1996
解放だより（支部）、在宅給食サービス、食事サービスの取り組みについて、
住吉解放会館昼食サービスの取り組み、昼食サービスの取り組みスタッフ

住吉99 1588
チラシ及びポスター（戦後
50周年、愛と平和のコン
サート）

紙袋 1995 愛と平和のコンサート（ポスター、レット・イット・ビー）

住吉31 1589 （表題なし） ファイル 1995
保育守る会拡大役員会1日研修、95年度保育守る会電話連絡網案、95保
育守る会役員研修会（資料）「親が変われば子どもは変わる」、94年度・95
年度保育守る会年間スケジュール、研究部活動のあり方について（同推協

住吉31 1590
保育守る会だより　1995年
度

ファイル 1995 1996 地区ほいくまもるかいだより（1996・No.7、9、10、1995・No.1～7）

住吉31 1591 運動会実決裁書 ファイル 1995 1998
保育関係、運動会の反省・感想、自転車置き場（メモ）、運動会実（1995～
1998年度）、0才席（メモ）、プログラム（運動会）、うんどうかい、地区事業の
あり方について

住吉31 1592 もちつき関係資料保育関 ファイル 1995 1998 保育関係、もちつきの雰囲気（メモ）、もちつき実・反省会、もちつきについ

住吉93 1593
しごと・くらし・そして食べる
市同教

冊子 1995 「食」と「労働」を聞き取る、「食」と「労働」を実践する、部落を語り伝える 劣化

住吉34 1594
知ることこそ力－「と場」見
学を終えて　住吉同推協
健康教育部会

冊子 1995
健康教育部会学習会「部落で育って部落で生きて」を終えて（感想文）、「と
場」見学事前学習会から（飯野靖子の講演からの抜粋）、「と場」見学の参
加者の感想より、健康教育部会学習会参加者（名簿）、住吉同推協健康教

住吉52 1595
1996年度住吉地区妊産婦
守る会第13回総会議案書

仮綴じ 1995 1996
妊産婦対策、大阪市妊産婦対策費支給要項、活動報告、会計報告、活動
方針案



住吉89 1596
学校行事予定表　小中学
校

ファイル 1995 2000

行事予定表、住吉中学校（小学校）、夏季活動参加体制、大阪市保育所措
置費徴収金額表、同和地区特別修学奨励費・就学援助費比較表、1996年
度第1回地区代表者会議、年間会費請求書（教育保護者大阪連絡会）、地
域からの教育・子ども会改革

住吉91 1597 （表題なし）
クリアファ
イル

1995 1999 全国隣保館実調報告書、全国隣保館実態把握アンケート調査票

住吉91 1598 全国隣保館実調報告書 冊子 1995
全隣協（設置場所・受けもち地区、未設置・施設の機能、整備の必要度・占
有利用、休日開館・館長の位置、勤務形態・勤務場所、専門職員・デイ
サービス、福祉計画への参加状況、利用状況館事業）

住吉91 1599 全隣協 紙袋 1995

大阪府在宅介護調整連絡会議設置運営要綱案、継続的相談補助事業の
考え方、地域保護・福祉の推進に関する事業、教養・文化及びその他に関
する事業、隣保館の事業、開かれたコミュニティーセンターにむけての施設
機能促進事業の活動事例、隣保館職員の役割、啓発及び広報活動事業、

住吉92 1600 第45回定例総会議案書 冊子 1995 1997 府同促、総会次第、1995年度事業報告、1996年度事業計画

住吉92 1601
府同促第44回定例総会参
考資料集

冊子 1995
1995年度基本方向、生活・福祉対策の課題、住宅・環境対策の課題、労働
対策の現状と課題、人権啓発の課題、1995年度大阪府同対事業関係予
算、同和向け公営・改良住宅家賃研究会報告書

住吉06 1602 2000．1．15　福岡県隣協 紙袋 1996 2000

1998年度解放会館事業状況啓発講座等報告書、「私たちの町住吉」、
「もっとゆとりと遊びと期待・文化を子どもたちに」、「地球規模で考えよう子ど
もの人権」、子育てネットワーカー養成講座、子育てネットワーク会国研究
交流会、「子育てQ&A」

住吉08 1603
1999．6．5－6　東京都連
解放学校

ビニケー
ス

1996 1999

東京都連解放学校、今後の同和行政や同促協のあり方を考えるための論
点の整理、住吉解放会館での啓発事業の取り組み、隣保館をとりまく状況
と課題（「同和」行政は部落差別が現存する限り推進、新「隣保館運営要
綱」と新規事業）、これまでの経緯について、1997年度事業方針案（同対審
答申の要点）、今なぜ人権か

住吉32 1604 （表題なし） ファイル 1996
特就費個人別精算表（物品申し込み書）1990年度前期～96年度前期、特
就費の使い方、特就費について、学用品等児童が学習に必要な品物、教
育守る会全体学習会

住吉93 1605
「同和教育がひらく世界」
共生と創造　市同教

冊子 1996
市同教、大阪市同和教育二十年の歩み、学校における同和教育指導資
料、「国際人権教育の10年」資料と解説、「にんげん」教材一覧

住吉93 1606
大阪市同和教育基本方針
制定30周年記念集会

冊子 1996 市同教、子ども人権サミット

住吉93 1607
「解放教育の創造」22　市
同教

冊子 1996 1997 市同教、分科会要員一覧、学力保障と授業改革

住吉94 1608
川口隆男様（解放同盟笠
岡市協議会）

紙袋 1996 1998
隣保館運営に関する政府の方針確認について、中央本部、岡山県隣保館
連絡協議会における研修内容の問題点について、1996年12月27日受付の
結婚差別事件のあらまし、みんなの力で同和問題の解決を



住吉91 1609 （表題なし）
クリアケー
ス

1996 1997
1997年度第27回全隣協通常総会報告書、全隣協研修会分担金各ブロック
分配積算基礎資料、隣保館モデル活動事例集

住吉72 1610
支部女性部第27回定期大
会議案書

紙袋 1996 1998

97ヒロシマ平和行進、大会スローガン案、活動日誌、1997年度活動方針
案、1996年度（会計決算報告書、会計監査報告）、1997年度会計予算案、
組織・教宣部活動報告、女性部教対部報告、活動方針、生活対策部、労
働対策部、人権・共闘対策部、大会宣言案、女性部規約

住吉32 1611
教育保護者会　1996・11
月～

ファイル 1996 1997
三役会議、拡大役員会、小中部会役員会、事務局会議、保育連絡会、保
育部会役員会

劣化

住吉32 1612 教育保護者会　通達 ファイル 1996 1999

教育保護者会拡大役員会のお知らせ、Cライツメール、服装品保育用品の
取扱について、教育保護者会狭山親子集会、拡大三役会議のお知らせ、
全体学習会、第1回共同子育て運動プロジェクト例会のご案内、教育懇談
会、第6回アートフェスティバルの開催について、「部落解放のための新しい
教育運動」結成総会について、「部落解放教育保護者一泊交流会」の開催
について、調査研究グループ、第1回「子育て講座」の開催について、ブ
ロック別交流会の開催について、第1回各地区代表者会議の開催につい
て、地区教育保護者会結成総会のお知らせ

住吉93 1613
大阪市生活実態・学習理
解度調査　－分析編－
市教委

冊子 1996

学習理解度調査のねらいと内容（小学校国語・算数、中学校・国数英）、調
査対象と回収率（同和地区と地区外の学習理解度、同和地区生活状況と
生活意識）、家族状況と家庭の雰囲気、学習理解度と生活実態との関連、
自己概念の構造と学習理解度との関連、自己概念の構造と学習理解度と
の関連、自己概念と子どもの生活意識とのかかわり

住吉31 1614 保育役員会 ファイル 1996 1998

教育保護者会保育部会役員会、教育保護者会拡大役員会、部落解放の
ための新しい教育運動の結成をめざして「課題別交渉結果と今後の課題に
ついて」（府連）、1997年度一泊保育反省会、親子遠足の反省、拡大事務
局会議、絵本貸し出しについてアンケート、「同和保育」と保育運動の現状
と課題（土橋孝博）、運動会の反省・感想、教育保護者会の活動の方向（土
橋孝博）、保育部会拡大役員1日研修

住吉31 1615 保育守る会だより ファイル 1996 1997

さんりんしゃ保育部会（チラシ）、年齢別茶話会はじまるよ！（チラシ）、第30
回大阪同和保育研究会参加しよう！（チラシ）、運動会「保護者と職員の競
技」ご参加ありがとうございました!（チラシ）、支部まつり（チラシ）、ほいくまも
るかいだより（チラシ）、同推協総会（チラシ）、解放歌

住吉93 1616
1996年度大阪市同和教育
研究大会

紙袋 1996
同和教育を軸に「平和・人権・共生」の教育を創造しよう案、にんげん実践
の記録作り「にんげん」実践と子ども達、解放教育の創造22・1996年度大阪
市同和教育研究大会報告書、

住吉92 1617
1997．8．5事務局長．次長
会議

紙袋 1996 1997
「隣保館運営要綱」改正案と現行との比較、大阪府解放会館運営要綱新旧
対象表、（1996年度講師）、パソコン指導者養成講座、1997年度第2回事務
局（長・次長）会議

劣化



住吉06 1618 （表題なし） 紙袋 1996 1998
1996年度解放会館事業状況、住吉部落の一般的な紹介（GENERAL
INTORODUCTION of THE SUNIYOSI BURAKU）、1996年度啓発講座等
報告書、1997年6月講座・行事案内、

住吉92 1619
差別のない明るい社会を
築くために

冊子 1996

大阪府、同和事業と差別事象について、最近の差別事象について、大阪
府民の人権問題に関する意識調査結果の概要、大阪府部落差別事象に
係る調査等の規制等に関する条約、大阪府個人情報保護条例、大阪法務
局人権侵犯事件取扱件数及び情報収集件数、人権侵犯事件調査処理規
程、大阪府内の人権関係行政機関一覧

住吉94 1620 1998．岡山県隣協研修 紙袋 1996 1998

岡山県隣協P1～3全体会（メモ）、タウンフラッシュNo．20（住吉解放会館）、
住吉解放会館での啓発事業の取り組み、岡山県隣保館連絡協議会県内
研修会の講師について（依頼）、岡山県隣保館連絡協議会第2回県内研修
会参加者名簿、隣保館設置運営要綱新旧対照表、隣保館等における隣保
事業の実施について（厚生者社会・援護局長）

住吉08 1621 （表題なし）
クリアファ
イル

1996 1997
解放会館の整備・運営について（法的根拠、府営設置運営要綱のポイン
ト、支援事業の変遷、各会報会館の実態、府同促における解放会館と地区
協の役割）

劣化

住吉92 1622 解連協ＦＡＸニュース ファイル 1997 2000 「解連協FAXニュース」

住吉93 1623
にんげん実践の記録9
「にんげん」実践と子ども
達　市同教

冊子 1997 市同教、子どもの実態、実践記録

住吉32 1624
川口隆男様（保護者会な
ど）

紙袋 1997
1977年度教育保護者会役員、住吉地区教育保護者会第2回総会、ひとり
ひとりかがやいて（同推協子育て教育部会）、HOWTO読書（住吉同推協進
路・学習保障部会編）

住吉44 1625
部落解放研究第4回住吉・
住之江じんけんのつどい

紙袋 1997
じんけんのつどい、分科会参加者名簿、リーダーのための「参加型学習会」
のキーワード、人と自然との共生、始めは独り（住吉解放会館）

住吉91 1626 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1997 1998

人権擁護推進審議会の教育啓発論議に関する意見交換会、「人権教育の
ための国連10年」に関する国内行動計画要旨、1977年人権教育研究者指
定校一覧、人権擁護推進審議会第11回会議議事録、徳島県における同和
地区児童・生徒の進路保障状況、徳島県としてお願いしたいこと、人権擁
護推進審議会の教育啓発議論に関する意見交換会

住吉91 1627 （表題なし）ＪＡ東びわこ 紙袋 1997 1999
「共同加工施設・部落解放広域加工センター」、サンフーズ（第3～7号・部
落解放広域加工センター）、生産者と消費者を結ぶ大阪交流会（資料・住
吉生協、飛鳥生協、加島支部、杉原支部、蛇草支部、みどりの風）



住吉31 1628 保育政策会議 ファイル 1997 1999

今後の住吉乳幼児保育所のあり方、今年4月から保育所がかわります、入
所・進級時準備用品、1999年度以降同和地区保育所について、保育事業
についての保護者説明会、保育所との交流会、ブロック別交流会、同和保
育にかかわる関連事業の改革へむけた考え方、PTA活動経験交流会、第2
回保育政策あり方検討会、保育所における地域の子育て支援、保育部会
役員会、保育アンケート集計、全国解放保育研究集会、ワーキング．グ
ループ、保育実調から見えるもの（堀正嗣・子ども情報研究センター）、保育
実調中間報告（1997）、保育政策検討会、教対部長会議

住吉32 1629 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ複
数

1997 1999

教育保護者会第2回総会議案書、教育保護者会第3回総会議案書、、教育
保護者会役員案（1998～1999年度）、98年度部会役員案、「朝ご飯を作ろ
う」簡単レシピ（子育て部会・健康教育部会共催）、資料集（「住吉の保育運
動」（大川幸子）、「保育アンケートから見えるもの」（教育保護者部会）、今
年4月から保育所が変わります）

住吉91 1630
人権フォーラム21　第1回
合同部会　1997．11．21

紙袋 1997

「人権フォーラム21」設立総会議案書、人権擁護推進審議会第14回会議議
事要旨、人権擁護施策推進法の意義について、人権フォーラム21会員名
簿、部落解放運動の現状と課題、当面の調査研究プロジェクトの進め方に
ついて案、審議状況

住吉91 1631
第27回全隣協通常総会事
項書　全隣協

ビニケー
ス

1997

毎日新聞1997．10．16、第27回全隣協通常総会事項書、解放新聞1997．
11．24、全隣協女性職員アンケート、全隣協事務局会議（10月）、第1回「新
隣保館運営の手引」作成検討会、第4回常任理事会、第34回全国隣保館
長研修会報告、第1回隣保館「啓発・交流」フォトコンテスト審査会、第34回
全国隣保館職員研修会第20回近畿地区隣保館職員研修会開催要綱、解

住吉91 1632 「運営要綱」新旧対比 紙袋 1997 1998

隣保館を巡る情勢（討議資料づくり）、岡山県隣協、「人権教育のための国
連10年」に関する国内行動計画、部落解放・人権教育啓発プロジェクト
チーム会合ニュース（No．2）、隣保館の設置及び運営について、隣保館設
置運営要綱新旧対照表、これまでの国・府の文書が明らかにした同和行政
の要点について、隣保館事業の実施について、隣保館モデル事業実施要
綱、地域交流促進事業実施要綱、継続的相談援助事業実施要綱

住吉91 1633
女性職員アンケート分析
資料

紙袋 1997

女性職員アンケート集約、（アンケート集計）、全隣協「女性職員」アンケート
分析、1997年度全隣協女性職員アンケート集計、第2回常人理事会、第35
回全国隣保館職員ブロック別研修会、全隣協事務局会議、女性職員実調
アンケートの実施について、全隣協「全国女性職員実調」報告書の発刊に
あたって、調査概要

住吉86 1634
21世紀への人権学習シス
テム構築のための提言

ビニケー
ス

1997 差別の輪廻、21世紀への人権学習システム構築のための提言

住吉94 1635
メルヘンくす隣保館　20周
年記念誌

冊子 1997
隣保館（の事業、20年のあゆみ）、玖珠町（隣保館条例、部落差別撤廃条
例・人権擁護に関する条例、同和問題啓発大綱）



住吉91 1636 （地区資料研究会封筒） 複数 1997 1999

全国女性職員実調報告書全隣協、寝屋川市解放会館ご案内、解連協
1998年度女性職員河内ブロック研修会出席者名簿、1997年度解連協女性
職員研修会報告、1998年度解連協女性職員北摂ブロック研修会、女性職
員アンケート集約（九州ブロック）、解連協1998年度女性職員（市内ブロック
研修会、泉州ブロック研修会）、全隣協「女性職員」アンケート分析

住吉44 1637
逆転の発想・楽しい人権
学習への誘い

冊子 1997
参加型人権学習の可能性、人権学習のすすめ方、人権学習・実践顛末
記、参加型人権学習・教材集、気づきのシミュレーション、私の過去・現在・
未来～50年目の自己発見、人権学習システムへの提言、住吉解放会館、

住吉34 1638
「ひとりひとりがかがやい
て」　同推協子育て教育部

冊子 1997
たのしく子育て（乳児期）、いきいき生活・いきいき子育て（幼児期）、のびの
び子育て（小学生）、ゆったり子育て

住吉92 1639
「日の丸・君が代」をいか
に教えるか－史実と真実・
反差別の視点から－

冊子 1997
オリンピックマラソン優勝と「日の丸」、「日の丸」紙芝居、「日の丸」べんとう、
戦争の頃の学校と「日の丸」、「日の丸・君が代」の歴史とその果たしてきた
役割

住吉34 1640 （地区資料研究会封筒） 冊子複数 1997 1999 1998年度総会資料（同推協）、1999年度総会資料（同推協）

住吉92 1641 （表題なし）
クリアファ
イル

1997
大阪府同和地区若年母子世帯実調実議事要録、大阪府同和地区若年母
子世帯実調結果報告書案（調査の概要、調査結果の概要、調査結果、集
計表、クロス集計結果、調査票）

住吉92 1642 解放会館の利用について
クリアファ
イル

1997 解放会館の利用について（解放会館の現状）

住吉92 1643 99隣ヒアリーグ結果 紙袋 1997 1998

隣保館運営事業ヒアリーグ結果、地域における相談体制、各市町での「解
放会館設置条例」改正論議に関わっての考え方、茨木市解放会館条例改
正、解放会館を取り巻く現状と課題について、今後の解放会館のあり方と
事業について－茨木市における解放会館のあり方－

住吉94 1644 石川県の被差別の状況 紙袋 1997 1998
石川県の被差別部落の歴史と現状第1号（石川県同和教育研究協議会）、
県同教だより（石川県同和教育研究協議会）、全隣協第5回常任理事学習
会、石川県の被差別部落について

住吉08 1645
部落解放住吉地区実態要
求白書

冊子 1997
地区総合10ヶ年計画実行本部（地区の解放運動・歴史と現状、地区・総合
10ヶ年の取り組み、実態白書、要求白書）

住吉92 1646
1997．10．27「部落解放の
ための新しい福祉運動」結
成総会

紙袋 1997

部落解放のための新しい福祉運動結成総会「私の（私たちの）提案」（府
連）、部落解放「新しい福祉運動」（府連）、（部落解放のための新しい福祉
運動活動計画実）、（Q&A「部落解放のための新しい福祉運動」）、高齢者
医療費制度の抜本改革の推進を求める要望署名

住吉93 1647
大阪市人権教育のための
国連10年行動計画

冊子 1997 1998

人権教育についての基本認識、大阪市における人権教育・人権啓発の現
状と課題、人権教育・人権啓発の基本計画、計画の推進、1998年度地域
改善対策関係予算要求額概要、第4回部落解放・人権家教育啓発プロ
ジェクトチーム会合

住吉91 1648
全隣協第16回ブロック別
学習会討議資料　全隣協

冊子 1998
（全隣協ブロック別学習会）全隣協、新しい館活動の課題と実践事例に学
ぶ



住吉93 1649
「解放教育の創造」24　市
同教

冊子 1998 1999 市同教、共生の教育、進路保障

住吉34 1650 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1998 1998年度同推協公開授業研究会（住之江中）

住吉34 1651
解放教育を基本にすえた
人権教育の広がりを！
結成30周年記念誌

冊子 1998
同推協30周年記念事業実、同推協30年のあゆみ、同推協改革から10年行
動計画の策定に向けて、同推協ならびに関係事項年表

住吉91 1652 全隣協情報誌 冊子 1998 2003

全隣協発行情報誌（No.4～25）、館紹介（愛知県名古屋市中文化セン
ター）、啓発交流事業の取り組み（和歌山県那智勝浦町町民センター）、歴
史資料紹介（愛媛県松山市内宮隣保館）、デイサービス事業の取り組み
（岡山県勝田町ふれあいセンター）、2003年度全隣協事業のご案内、施設
紹介（三重県桑名市人権センター）

住吉34 1653 同推協関係　1998・5月 ファイル 1998 1999

同推協事務局会議、すいしん住吉編集打ち合わせ報告、17校障害児学級
設置要求交渉の進め方、じんけんリーダー養成講座打ち合わせ報告（住之
江小）、同推協30周年記念集会開催要綱案、住之江小の取り組み紹介プ
ログラム、同推協30周年今後の展望について

住吉34 1654 99・4～　同推協関係 ファイル 1998 2000
事務局会議、地域人権教育推進委ニュース（1999）、同担ニュース、同推協
就学時健診報告会（1998）、同推協の30周年をふりかえって、99年度6校教
育関係施設・設備要求書作成について、すいしん住吉編集打ち合わせ会

住吉31 1655 （表題なし） ファイル 1998 1999

「大阪市障害児保育基本方針」作成へむけた大阪市との協議（みどりの
風、府連市内ブロック）、大阪市障害児保育の基本的な考え方と方向性
案、ファクシミリ・メッセージ、施設コンフリクト（人権摩擦）問題の解決をめざ
して（プログラム）、1999年度以降同和地区保育所について、教対部会議レ
ジメ、「大阪市同和地区保育所児童服装品及び保育用品支給事業」につ
いて、1998年度保育費用徴収金（保育料）の改定について

住吉31 1656 親子遠足実 ファイル 1998
決裁供覧、親子遠足の反省、親子遠足実、行き帰り乗車名簿、親子遠足
（交通科学館）の案内、役員会レジメ

住吉91 1657
切り抜き速報・保育と幼児
教育版　1989．8号

冊子 1998
　ニホン・ミック、新聞記事転載期間1989．6.16～7.15、保育所・幼稚園行
政、保育所・幼稚園経営、保育所保育・幼稚園教育実践

住吉32 1658
教育保護者会「さんりん
しゃ」　魚住用

ファイル 1998 1999 教育保護者会、さんりんしゃ

住吉91 1659
「隣保館活動事例集」1998
年度版　全隣協

冊子 1998 全隣協

住吉91 1660
全国女性職員実調報告書
全隣協

冊子 1998 全隣協、調査基礎項目、労働条件項目、仕事の評価と研修会の状況

住吉02 1661
部落解放研究第6回住吉・
住之江じんけんのつどい

冊子 1998
地域福祉を考える、介護保険時代をむかえて、グループホームってなんだ
ろう？、人権のまちづくり、差別は誰の問題？



住吉68 1662
新しい解放会館像の創造
にむけた討論集会

紙袋 1998

総合生活相談事業と同和行政政策調整課会議の取り組み、今後の解放会
館のあり方と事業について、解放会館を取り巻く現状と課題等について、大
阪府解放会館等設置運営要綱、解放会館等における事業の実施につい
て、住吉解放会館の今後のあり方について、地域周辺・市民ネットワークの
より発展に向けて、人文センター基本構想について、1998年度事例研究・
経験交流について、これからの解放会館のあり方について、解連協、解連
協共同研究事業にかかる資料、厚生省とのやりとり（資料について）、（メモ）

住吉89 1663 すみよし　1998教育白書 冊子 1998 住吉小学校、教育白書
住吉91 1664 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1998 第1回常任理事会（全隣協）、第2回実（全隣協）

住吉34 1665 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

1998 同推協結成30周年記念集会（プログラム・参加者名簿）

住吉91 1666 （表題なし） ファイル 1998 2002

「人権の世紀」と隣保館活動の方向、「人権の世紀」へ隣保館のあり方と方
向、「解放会館」の新たな位置づけと総合相談体制について、人権教育及
び人権啓発への推進に関する法律、「地対財特法」後の人権・同和行政の
あり方について、2000年度生活保護基準の改定について、そくしん第401
号、解放新聞第2012号、ガイドヘルパー養成講習会、在宅給食サービスの
拡充、街角デイハウス支援事業の創設、企業内同和問題学習と就労の取り
組み、解連協、「継続的相談援助事業推進事業」協力・連携体制案

住吉92 1667 障害者の人権白書 冊子 1998
障害者の人権白書づくり実・編、総論、課題別に見る人権侵害事例、取り
組みの報告、障害者の人権白書調査票

住吉94 1668 三友会館オサダ 紙袋 1998 岡山県隣保館連絡協議会県内研修会の講師について（依頼）

住吉92 1669
第2回自立・就労支援方策
検討会W+ゾーン会議

紙袋 1998 1999
鶴原地区就労支援ケース会議、解放会館におけるヒヤリング項目案、福
祉・労働ゾーン連絡会会議資料、介護保険準備委地区訪問について、隣
保館運営事業ヒアリング結果、第2回自立・就労支援方策検討委ワーキング

住吉92 1670
1998．6．23「条例」につい
て

紙袋 1998

1998年度事例研究・経験交流について案、○○○解放会館の総事業案、
1998年度解連協共同研究事業共同研究会の「研究テーマ・体制」、今後の
解放会館のあり方と事業について－茨木市における解放会館のあり方－、
○○市立解放会館条例の全部改正案、6．23出席確認表、福祉の向上・人
権確立にむけて（平沢徹）、今後の同和行政推進についてのポイント

住吉92 1671 （表題なし） 紙袋 1998
大賀正行会長の府知事表彰（公共関係功労者）を祝う集い、同和行政の教
順と創造－大賀正行－

住吉92 1672 （表題なし）
クリアファ
イル

1998
解放会館における事業の実施について（大阪府福祉部福祉指導課長）、
大阪府解放会館等設置運営要綱の改正について（大阪府福祉部長）、大
阪府隣保館運営費補助金交付要綱について（通知、大阪府福祉部長）、

住吉22 1673 （表題なし）
クリアファ
イル

1998 2002 総合生活相談事業実施概要（素案）、総合生活相談事業実施要綱案

住吉69 1674
私たちの町住吉（第3版）
－反差別・福祉と人権の
町づくり－

冊子 1998
地区協、改訂にあたって、地区内公共施設の紹介、地区のまちづくりのあ
ゆみ、総計前の住吉地区、地区の現状と課題



住吉91 1675
00．9．26　ブロック担当者
会議（高知）

紙袋 1999 2002

ブロック事務局担当者会議、99年度府生活労働関係予算編成にあたって
の提案、人権（啓発）センター一覧、全隣協事務局会議、全隣協中国ブロッ
ク協役員と厚生省地域福祉課との話し合い要綱、2000年度四国地区隣保
館連絡協議会と厚生省地域福祉課との話し合い要綱、2000年度第37回全
国隣保館職員四国ブロック研、第37回全隣職員九州ブロック研厚生省との

劣化

住吉91 1676
全隣協第18回ブロック別
学習会討議資料　2000年
2－3月

ビニケー
ス

1999 2000 全隣協第18回ブロック別学習会検討資料、支部・説明レジュメ

住吉92 1677
1999．9．30（解）シンポジ
ウム

紙袋 1999 解放会館シンポジウム、「解放会館」関連資料

住吉89 1678 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1999 学級集団づくりと教師

住吉93 1679
「にんげん」実践のひろが
りのなかで　市同教

冊子 1999 市同教、人間を軸にした「総合学習」の創造を

住吉32 1680
教育保護者会　決裁報告
書

ファイル 1999 2000
決裁供覧（教育懇談会、中学部会教育懇談会打ち合わせ、役員会、民生
局保育事業説明会、）、今年4月から保育所がかわります（民生局）

住吉91 1681
全事局会議　第4月幹事
会

紙袋 1999

全国隣保館実態把握アンケート調査票、人権教育啓発の推進に関する法
律に盛り込むべき事項、人権擁護推進審議会委員名簿、第4期第12波中
央行動の開催について、「人権会議」第4回幹事会、全隣協事務局会議、
第36回館長研（アンケート集約、修会予算報告）、ADR等の概要一覧、人
権擁護推進審議会第30回会議、報道と人権等のあり方に関する検討会、
総務庁・行政監察に関する回答、被害者救済関係ヒアリングに関するスケ
ジュール、諸外国の人権擁護機関一覧

住吉92 1682
1999．3．9　「福祉・労働
ゾーン」連絡会結成式

紙袋 1999

「福祉・労働ゾーン」準備会のこれまでの取り組み（1997～1999）、各施設代
表者会議報告、第1回地区運営委、Aワーク創造館活用状況、人権雇用開
発センター活用状況、総合福祉センター活用状況、技術専門校活用状
況、相談員研修会、連絡会設置要綱、99年度事業説明会の開催につい
て、連絡会発足会議、結成式

住吉91 1683 （表題なし）全隣協関係 紙袋 1999

第10回四国地区隣保館女性職員研修会への職員派遣について（メモ）、
2000年介護保険施行に向けた取り組みについて案、人権尊重の理念に関
する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的
な推進に関する基本事項について（答申案骨子）☆、脅迫状に軍手の跡
（メモ有り）、介護保険にどう取り組むか、介護保険に関する市町村要求に
ついて案、介護保険準備委設置要綱案、全隣協事務局会議、第1回常任
理事会・第1回実資料、第36回全国隣保館長研修会開催要項、第9分科会
「新しい隣保館活動の創造と実践」（運営体制案）、1999年度第1回泉州ブ
ロック会議、1999年度全隣協研修会基調案、人権擁護推進審議会による



住吉91 1684
外国人住民基本法案全文
ほか

ビニケー
ス

1999

外国人住民基本法案全文、「情報誌」9号紙面予定、第2回情報誌編集会
議、編集委員名簿、「外国人住民」の権利宣言、全隣協会則、第3回常人
理事会、全隣協活動規約や組織面での課題について、人権・同和問題、
並びに隣保館を巡る諸情勢

住吉32 1685
「さんりんしゃ」住吉地区教
育保護者会　№1～14

ビニケー
ス

1999

（以下全てチラシ）さんりんしゃ、今年もやるよｰサマーフェスティバル、教育
こんだん会、教育保護者会、保育部会、保育所、親子のコミュニケーション
をつくっていこう講座！、南港中央公園ってええとこやなぁー、「狭山学習の
合宿やろう！」と青年が企画!、署名活動ごくろうさまでした！、子どもの気持
ちが安定する施設を…

住吉67 1686 地区協事務担当者会議 ファイル 1999 2000
当面の日程、ふれあい家事サービス・ふれあいデイサービスのおしらせ、高
齢者住宅改修費助成事業拡充案について、適格性の判断基準、事務担
当者会議、相談事業月報

住吉92 1687
福祉・労働ゾーン　99年度
事業説明会

冊子 1999
「福祉・労働ゾーン」連絡会、「福祉・労働ゾーン」1999年度年間計画、解放
会館における相談・地域福祉活動の推進に関わって案（解連協）、「住民一
人ひとりの手に届く介護保険とするために」

住吉42 1688 （地区資料研究会封筒） 冊子 1999 住吉解放会館学習促進役集中講座

住吉88 1689 （表題なし） ファイル 1999 2001

隣保館職員一問一答集、住吉地区の歴史（同和事業による風呂の修理～
特別措置法制定まで）とまちづくり「六つの原則」と啓発事業の展開、企業
内同和問題学習と就労の取り組み、人権教育及び人権啓発の推進に関す
る法律、地域における相談体制（相談体制のフローチャート）、芦原高等職
業技術専門校、住吉部落のなりたちとあゆみ、住吉地区における生活・福
祉の取り組み、自立．就業支援事業の流れ（フローチャート）、生活支援食
事サービス事業の取り組みまで

住吉91 1690 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 1999 2004
第36回全国隣保館職員中国ブロック研修会、第2分科会「生活・福祉・就労
の課題と展望」、隣保館施設等整備並びに隣保館運営費にかかる国庫補
助制度の存続について、大阪府在宅保険医療福祉サービス調整会議

住吉91 1691
2004年実調クロス集計に
むけて

仮綴じ複
数

1999 2004

全国隣保館実態把握アンケート（全隣協）、市町村職員（正規職員）の館長
について、嘱託職員の館長について、常勤館長について、専任館長につ
いて、兼任館長について、職員数が増加した館について、職員数の変化な
しの館について、職員数が減少した館について、厚労省の隣保館運営事

住吉92 1692
「福祉・労働ゾーン」第3回
自立・就労支援

紙袋 1999
福祉・労働ゾーン連絡会1999年度第6回合同会議資料、解放会館における
ヒヤリング項目案、第3回自立・就労支援方策検討総会ワーキンググループ

住吉77 1693
私たちの狭山差別裁判糾
弾闘争

冊子 1999
支部、支部狭山闘争への立ち上がり、盛り上がる第二審公判闘争、上告審
闘争700キロ徒歩行進、第一次再審闘争、第二次再審闘争

住吉71 1694 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2000 支部・説明レジュメ、第57回全国大会の基調 劣化

住吉93 1695
男女平等教育推進事業パ
イロット事業報告書　大阪
市市民局

冊子 2000 （男女平等教育関連）、市民政局、市教委



住吉92 1696
「継続的相談援助事業」推
進等のヒヤリング　解連協

仮綴じ 2000 （継続的相談援助事業）、解連協

住吉91 1697
「今後の同和行政と隣保
館活動」福岡市立堅粕隣
保館館長山崎保之

ビニケー
ス

2000 地域福祉計画、福岡市立堅粕隣保館、大賀正行、福山市同和対策課

住吉06 1698 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2000 2002 2000年度事業状況、2001年度事業計画（住吉人文センター）

住吉91 1699 全隣協活動課題
ビニケー
ス

2000
全隣協活動課題、人権救済制度のあり方に関する中間取り決め、「地域福
祉計画」策定を「人権のまちづくり」へと発展させるために、第38回全国館長

住吉91 1700 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2000 2001
2000年度事業計画、「人権委」の構想について、第37回全国隣保館ブロッ
ク別職員研修会、全隣協ブロック事務局担当者会議、全隣協

住吉91 1701 新規事業に関わる調査票
ビニケー
ス

2000
新規事業に関わる調査表、男女共同、一般対策活用研究会、全隣協のあ
り方検討委

住吉91 1702
人権教育・啓発推進のた
めの法律実現全国集会資

冊子 2000
人権教育・啓発推進のための法律実現全国集会資料（メモあり）、人権擁
護施策推進法

住吉91 1703
00．12．12 （全）事務局会
議

紙袋 2000
全隣協30周年企画「会長と語る会」、ブロック活動について（メモあり）、進路
選択支援（奨学金活用）、人権会議幹部会の報告、「人権教育のための国
連10年」推進連絡会

住吉71 1704
支部第40回定期大会議案
書

冊子 2000 2001
支部第40回定期大会議案書、2000年度会計決算報告、2000年度会計監
査報告、2000年度会計予算案

住吉91 1705 全国隣保館実調要約版 冊子 2000 全隣協、調査概要

住吉91 1706
「人権教育のための国連
10年」に関する国内行動
計画の推進状況

冊子 2000 人権教育のための国連10年推進本部

住吉92 1707
第5回全国隣保館だよりコ
ンテスト入賞作品集

冊子 2000 全隣協

住吉94 1708
川口隆男様（湖南甲賀地
域協議会）

紙袋 2000 湖南甲賀地域人権啓発連続講座第52アンケート

住吉68 1709
これからの地域の人権啓
発・生涯学習の発展にむ
けての提案案ほか

ビニケー
ス

2000
特別養護老人ホーム加寿園（パンフ）、かしま友愛だより、期待・やりたいこ
と、悩み・課題、解連協への要望・意見、業務・事業について、大阪市解放
会館社会教育主事・主事補連絡会

住吉93 1710
区における人権啓発推進
活動　大阪市人推協

冊子 2000 大阪市人推協

住吉98 1711 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2000
「福祉運動・みどりの風」とは、シンポ「人権啓発・推進法の制定を．隔離の
90年を問う～ハンセン病問題の克服に向けて」

住吉06 1712
2000年度講座等事業報告
書　大阪市立住吉人文セ
ンター

冊子 2000
2000年度啓発講座等実施状況一覧表、男女平等教育推進事業、啓発事
業、住吉人文センター



住吉93 1713
地域からの発信　2000年
度値域啓発交流支援事業
事例集

冊子 2000 2001 府同促、北摂ブロック、河内ブロック、泉州ブロック

住吉93 1714
平成12年度　女性教育指
導者養成講座　実施報告
書

冊子 2000 2001
市教委、2000年度女性教育指導者養成講座実施要綱、講義ノート（第1～
10回）、講評（上杉考實）、2000年度女性教育指導者養成講座受講者名簿

住吉91 1715
全隣協30周年「会長と語る
会」・基調年間計画

ファイル 2000 2002

全隣協設立30周年事業実施要綱、第5回全隣協「館だより」コンテスト参加
状況、人権（啓発）センターの現状と課題、地域改善対策協議会意見具
申、部落差別撤廃人権擁護条例・宣言制定状況、隣保館の現状と今後の
方向について、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案、全隣協30
周年企画「会長と語る会」、同和行政を重要な柱にした人権行政の創造を
（友永健三）、人権条例と新たな解放運動の創造（西島藤彦）

住吉91 1716 （表題なし） 紙袋 2000
社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会報
告書、「私の医療策論」（灰谷茂）

住吉92 1717 川口　もちかえり 紙袋 2000 2003 2000年度相談事業報告書（解連協）、（相談事業マニュアル）

住吉91 1718 （表題なし）
クリアファ
イル

2000 2001
社会福祉事業法等改正の概要（第1法規出版株式会社）、社会福祉一般
社会福祉法

住吉92 1719 第2回府連生活運動部会 紙袋 2000 2004

これからの地域福祉のあり方について（中間まとめ案・概要版）、母子家庭
等自立支援対策、「大阪地域医療会（仮称）」の設立準備について案、部
落問題の根本的解決をめざす同和行政の推進を求める要求書、2001年度
社会福祉法人関係人権活動実施状況、社会貢献のあり方検討調査報告
概要、新たな「行政の福祉化」の推進について、地域福祉計画研究フォー
ラム開催要綱、生活運動部会議、新・行政の福祉化プロジェクト検討スケ
ジュール案、2003年度生活・福祉課題別交渉要求書素案

住吉91 1720
2002．1．21（隣保館職員
研修会資料）

紙袋 2001 2002
全隣協ブロック別学習会、第38回全国隣保館職員研修会、第24回近畿地
区隣保館職員研修会、隣保館をめぐる諸状況と今後の対応策

住吉91 1721
全隣協情報誌　№15
2001．8．20

仮綴じ 2001 （全隣協情報誌）、全隣協創設30周年記念レセプション

住吉93 1722
国際人権都市大阪をめざ
して　大阪市人権教育の
ための国連10年推進本部

冊子 2001 大阪市人材教育のための国連10年推進本部

住吉91 1723
「地対財特法」失効後にお
ける同和問題の解決の方
策についての要請書

ビニケー
ス

2001 地対法失効後における同和問題解決、自民党地域改革対策特別委

住吉91 1724
全隣協役員・理事会議開
催チェック表

ビニケー
ス

2001 リーダー養成全隣協役員・理事会談、2000年度編集委名簿

住吉08 1725
提案25事業についての健
康福祉部での検討状況に
ついて

ビニケー
ス

2001 大阪の再生・元気倍増プラン、住吉人文センターのあり方検討委



住吉08 1726
職員会議（11月）2001．
11．29

ビニケー
ス

2001
大阪市における今後の同和行政のあり方について、住吉人文センターあり
方

住吉92 1727
02．3．26第5回地域就労
支援事業

紙袋 2001 2002
地域就労支援事業方策検討調査報告書案、茨木市域若年者就業体験モ
デル事業結果報告書

住吉91 1728
全隣協東ブロックと部落解
放同盟関東甲信越地方協
議会との意見交換記録

紙袋 2001
全隣協東ブロック（関東・信越地区）と解放同盟関東甲信越地方協議会と
の意見交換（埼玉県大宮市・大宮市みつわ会館）

住吉92 1729 「府同促通信」第28号 冊子 2001 （府同促）
住吉92 1730 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2001 （府同促）、解連協）、第20回同和事業講座Ａコース総括会議にむけて

住吉98 1731
「ヒューマンライト2000」淀
川区人推協

冊子 2001 富田地区施設運営等改革検討委「解放会館改革作業部会」

住吉91 1732 01．9．3第2回実 紙袋 2001
第24回近畿地区隣保館職員研究会、2001年度役員名簿（全隣協近畿ブ
ロック協）、近ブロだよりNo．54

住吉92 1733 01．9．5第2回事務局 紙袋 2001 2002
解連協だより「パステル」第103号、茨木市域若年者就業体験モデル事業
ケース会議（仮称）、「地域福祉」をめぐる国の動向と大阪府の取り込み、新
井英一プロフィール、第2回解連協事務局会議、第24回近畿地区隣保館職

住吉06 1734 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2001 （解連協）、第1回事務局会議・活動別担当者会議

住吉92 1735
2001年度第1回北摂ブロッ
ク会議

ビニケー
ス

2001 2002
2001年度第1回北摂ブロック会議（解連協）、まちづくり協議会活動支援制
度（府建築都市部住宅まちづくり政策課）、総合相談事業について案（同和
地区総合福祉センター）、2001年度第1回（泉州・河内）ブロック会議（解連

住吉92 1736 01．9．11福祉労働ゾーン 紙袋 2001

福祉・労働と考える地区代表者会議（府連労働運動本部）、地域福祉計画
について、茨木市域若年者就業体験モデル事業（茨木～　モデル事業推
進委）、地域就労支援事業方策検討調査（地域～事業検討委）、同和地区
総合福祉センターからの報告（地区代表者会議）

劣化

住吉42 1737 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2001 2002
（手作り味噌講習会、住吉人文センター）アンケート、2001年度講習・講座
事業実施状況報告書

劣化

住吉91 1738 01．3．5常任理事会 紙袋 2001

第38回全国隣保館長研内容案、第4回常人理事会・第4回実資料、隣保館
での一般施策を活用した事業展開を積極的に推進するための要望一覧書
（厚生省宛て）、2001年度地方改善対策関係予算概算要求の概要、解連
協だより「パステル」第100号、第4回常人理事会

住吉91 1739
01．8．29－30Ｂ事務局（広
島）

紙袋 2001
第38回全国隣保館長研分科会一覧表、全隣協ブロック事務局担当者会
議、ブロック事務局担当者会議

住吉92 1740
2001．5．30第3回自立就
労支援会議

紙袋 2001 地域就労支援事業方策検討調査案、地域就労支援事後検討委

住吉91 1741
第1回常任理事会　02．6．
26

紙袋 2001 2002 全隣協ブロック別研修会、第1回常任理事会、第38回全国隣保館長研修会

住吉92 1742 解連協第31回総会 冊子 2001 総会（解連協、メモあり）、経過報告、役員事務局会議、役員名簿

住吉92 1743
「府同促通信」第29号　財
団法人府同促

冊子 2001 大阪府同対審答申、今後の同和行政



住吉12 1744
2001．7．13（同和地区被
保護者自立促進事業あり
方検討会）

紙袋 2001 同和地区被保護者自立促進事業あり方検討会、大阪府社会援護局

住吉92 1745
2002．2．7－8　（事、参）
会議（有馬かんぽ）

紙袋 2001 2002
府同促地区協一泊会議（メモあり）、茨木市同促協、生活相談事業総会、
地区人権協会、地区改革、和泉市就労支援計画

住吉99 1746 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2001
人権感覚育成プログラム研究開発事業アクティビティ集、人権感覚育成プ
ログラム研究開発実、人権感覚の育成

住吉91 1747
川口様（大阪府人権協会
冊子など）

紙袋 2001 2002

同和問題解決に活用できる一般施設事例一覧（府人権協会）「市町村が実
施主体となる事業、大阪府が自ら実施する事業、府人権協会が実施主体と
なる事業、その他」、教育大阪府育英会（高校、専修学校高校課程貸与金
額、所得基準、申込期間など）

住吉92 1748 「ヒューライツ大阪」№35 冊子 2001 アジア・太平洋人権情報センター

住吉91 1749
全国隣保館実調報告書並
びに提言　全隣協

冊子 2001 全隣協

住吉91 1750
同盟関東甲信越ブロックと
の話し合い　2001．3．7

紙袋 2001
解放同盟関東甲信越ブロックと全隣協東日本ブロックとの意見交換、追加
資料（出席者名簿、2000年度事業計画、50年実調の世帯数別地区数）、隣
保館設置運営要綱、隣保館の現状と課題（裏にメモ有り）

住吉91 1751
全隣協近畿ブロック協議
会第27回総会　全隣協近
畿ブロック協議会

冊子 2001
2000年度経過報告、2000年度決算報告、2001年度事業方針案、2001年度
予算案、厚生省への要望・質問事項

住吉92 1752 府連第48回大会決定集 冊子 2001
府連、「部落解放基本法」制定、あらゆる差別撤廃のための法制度確立の
闘い、狭山再審要求の闘い、同和行政推進・人権行政確立の闘い、保育・
子育て運動の闘い、「働く権利の実現」へむけた闘い

住吉93 1753
大阪市人推協2001年度第
1回会議（総会）

冊子 2001 大阪市人推協

住吉91 1754
人権教育啓発法「基本計
画」に対する中間まとめと
それに対するパブリックＣ

紙袋 2001
意見募集様式、人権教育・啓発に関する基本計画へのパブリックコメント
（骨子案）、人権教育・啓発に関する基本計画（素案）

住吉91 1755
福祉と人権のまちづくりに
むけて　全隣協

冊子 2001
全隣協方針、会長と語る会（第1～4回）、隣保館運営事業功労者に対する
厚生大臣表彰者名簿

住吉94 1756 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2001
栃木県同対審、地域改善対策特定事業に係る国に財政上の特別措置に
関する法律期限後の栃木県同和行政のあり方について

住吉92 1757
2002．1．30（解）事務局会
議

紙袋 2001 2002
解連協だより「パステル」第105号、第20回全隣協ブロック別学習会開催要
綱、人権教育・啓発に関する基本計画（素案）の構成、解連協2001年度第3
回事務局会議

住吉92 1758
解連協・地域福祉課意見
交換について　ヒューマイ
ンド自主活動室　ほか

ビニケー
ス

2001 2002
解連協・地域福祉課意見交換について、大阪府行財政計画案、「館・セン
ター」事業のヒヤリング実施について案、館・センター条例改正・ポイント（調
べ）、解連協2002年度第1回事務局長・次長会議



住吉92 1759
解連協事務局長・次長会
議

ビニケー
ス

2001

解連協事務局長・次長会議、2001年度解放会館ヒアリング館別早見表、大
阪の「解放会館」、解連協と同和地区福祉施設連絡会の合体構想につい
て、2001年度解放会館事業のヒヤリング報告（概要）、2001年度解放会館
事業のヒヤリング日誌、解放同盟・市同促・解連協意見交換会

住吉91 1760

人権条例等の収集と比較
研究及び提言に関するプ
ロジェクトや第1回会合プ
ログラム

紙袋 2001

部落差別撤廃人権擁護条例・宣言制定状況、行政闘争強化基本方針、人
権条例一覧（滋賀県、三重県、長野県、奈良県、大阪府、鳥取県、香川
県）、人権が尊重される三重をつくる条例、「人権尊重のまちづくり」にむけ
た自治体施策の集約、「人権条例等の収集と比較研及び提言」に関するプ
ロジェクト第1回会合、調査行政部門のプロジェクトについて

住吉91 1761 （表題なし）
クリアファ
イル

2001
社民党部落解放運動推進委次第案、2002年度以降の同和問題の早期解
決に向けた取り組みのあり方に関する自由民主党地域改善対策特別委員
長見解、「人権会議」幹事会次第、隣保館設置運営要綱、解放新聞第2044

住吉92 1762
府同促協50周年記念講演
講師　大賀正行さん

冊子 2001 府同促協の誕生事情、府同促協の歴史と性格の変遷

住吉12 1763 01．12．11　職員研修 紙袋 2001 2002

TOWNFLASH（No.32）「春・夏の講座13講座」（人文センター）、住吉人文
センターへようこそ、解連協職員向け啓発文化活動、TOWNFLASH・No.31
「冬の講座」、住吉地区における生活・福祉の取り組み（住吉地区高齢者・
障害者事業団設置要綱・1997）

住吉71 1764
川口隆男様　27日　A9－
12　支流と老人福祉

紙袋 2001

機関会議報告書（第13回支部執討議資料、介護保険施設基本構想策定
調査企画書）、同和問題の解決に向けた実調－住吉区分析報告書－」（結
婚－認知による婚姻の類型、教育－子育て・保護者会活動の参加状況、
情報－識字問題、生活福祉－障害者の有無と手帳の所有）

住吉94 1765 02．2．15　甲良町 複数 2001 2002
甲良西保育センター（甲良町教育委）、研修資料（呉竹地域総合センター、
甲良町の概要、呉竹地区の概要、就労・産業対策、社会・福祉に関する対
策、教育に関する取り組み）

住吉97 1766
大阪市立住吉人文セン
ター川口隆男様

紙袋 2001
日本の部落差別（英語版、反差別国際運動IMADR、解放同盟中央本部、
部落解放・人権研究所、近世から近代へ、水平社創立から戦後・部落解放
運動再出発まで、データからみる部落差別の実態）

住吉92 1767 大阪府解連協　御中 紙袋 2001
大阪府における今後の同和行政のあり方について（答申、大阪府同対審議
会）、同促協改革の論議状況に関する件（2001年度第3回理事会）、府同促
寄附行為及び寄附行為施行細則の改正に関する件（2001年度第3回理事

住吉92 1768
01．9．27－28　新転任研
修

紙袋 2001
新転任職員（一泊研、の皆さんへメッセージ）、2001年度第2回新転任職員
研修会（参加者名簿、アンケート）、上方の再発見、「上方文化とはずがた
り」、「笑いの万華鏡」

住吉91 1769
第1回～第4回　隣保館運
営に関する検討会資料

紙袋 2001 2002
隣保館運営に関する検討会、「隣保館のあり方検討会」の取り組み（中間報
告、楠木克弘）、隣保館の設置及び運営について（隣保館設置運営要
綱）、西成人文センター（事業一覧、事業の概要）

住吉61 1770 （表題なし） 紙袋 2002
市同促協から市人権協会への移行にあたって、地域人権協会の果たすべ
き役割と課題



住吉66 1771
人文センター委託に伴う
主な実務作業　市同促運
営庶務部

ビニケー
ス

2002 人文センター委託に伴う主な実務作業

住吉92 1772 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 解連協2001年度第3回協議委 劣化
住吉92 1773 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 2002年解連協第3回役員・事務局会議 劣化
住吉92 1774 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 人施連会則案、2002年度「館・センターヒヤリング」各ブロック日程調整表案 劣化
住吉91 1775 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 （厚生省事務次官通知）、隣保館設置運営要綱新旧対照表 劣化
住吉92 1776 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 2002年度新転任職員研修会（解連協） 劣化

住吉92 1777 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 2004
2003年度にむけた課題別交渉回答（市民局）、府連との課題別交渉（生
活・福祉対策）

住吉92 1778 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 解連協だより・施設連の統合、解連協だより「パステル」第109号
住吉92 1779 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 2002年人施連第1回事務局会議（施設連）

住吉91 1780
02．12．20第3回常任理事
会第4回実

紙袋 2002 2003
全隣協第3回常任理事会、隣保館運営費補助、全隣協事業計画、職員研
修会アンケート

住吉91 1781
03．2．5－6　第4回常任、
第5回実行（東京）

紙袋 2002 2003
全隣協第21回ブロック別学習会、全隣協第4回常任理事会、企業と人権セ
ミナー

住吉91 1782 第9回（事）03．2．26 紙袋 2002 2004
全隣協事業計画、全隣協広報紙誌等スキルアップ講習会、全隣協要望決
議、全隣協リーダー養成講座、全国隣保館女性職員研修会、全国隣保館
長研修会、全解連交渉議事要旨、全隣協理事会

住吉91 1783
第8回事務局会議　2003．
1．15

ビニケー
ス

2002 2003
全隣協事務局会議、第4回常任理事会、隣保館運営費補助制度新旧対象
表

住吉91 1784 第7回事務局会議 紙袋 2002
同和会、全隣協第3回常任理事会、第39回ブロック別職員研修会、人権擁
護法案の抜本的修正に関する提言、隣保館職員研アンケート、厚生省地
域福祉課との話し合い、人権フォーラム21部会

住吉92 1785 （相）実践交流会 紙袋 2002 相談事業実践交流会報告資料

住吉22 1786
25事業補助要綱案02．3．
26市町村に説明会

紙袋 2002 総合生活相談事業等補助金交付

住吉93 1787 （表題なし） 紙袋 2002 そくしん第414号（市同促）
住吉79 1788 （表題なし） 紙袋 2002 解放だより（支部・第861号）

住吉91 1789
「ヒューマンｊｏｕｒｎａｌ」第
153号　全国自由同和会

単葉 2002
同和会本部事務局、全国理事会、総務委、女性部理事会、青年部理事
会、都道府県連関係、総務大臣談話、人権擁護推進審議会議事要旨

住吉91 1790 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 中央本部、人権擁護法案関連資料集

住吉91 1791
近畿における隣保館設置
条例の現状　全隣協近畿
ブロック協議会

冊子 2002
全隣協近畿ブロック協議会、2002年度調査研究事業、虎姫町・彦根市・京
都市・福知山市・小野市・宝塚市・池田市・大阪市・桜井市・奈良市・上冨田
町・すさみ町

住吉91 1792 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002

第10回中央福祉学校報告書、中央本部生活対策部、法期限後の同和行
政の現状と今後の解放運動、隣保館運営要綱の内容と今後の活用、社会
保障制度の動向と問題点、実践報告、社会保障制度改新の動向と問題
点、地域福祉計画づくり



住吉69 1793
「すみよし人権協ニュー
ス」第40号　人権協会

冊子 2002
人権協会、総合福祉センター・診療所、新転任紹介、住吉サマーカーニバ
ル&盆踊り

住吉91 1794 （地区資料研究会封筒） 冊子 2002

全隣協近畿ブロック協議会第28回総会（大津）、全隣協近畿ブロック・2001
年度第4回役員・事務局会議議事録（2002年度新役員名簿、全隣協要望
決議、各省への要望事項）、にしなり新聞（2002年4～5月号）、｢部落解放
基本法｣中央実ニュース第93号

住吉92 1795 （地区資料研究会封筒） 冊子 2002 解連協第32回総会

住吉92 1796
職員名簿　解連協　2002．
6

冊子 2002
解連協2002年度役員名簿、（大阪府内の人権センター等の住所・TEL・郵
便願号・役員名簿）

住吉91 1797 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002
厚生労働省（厚生関係）交渉報告、人権擁護法案に関して、実調の実施に
関して、質疑、｢法｣失効後の同和行政のあり方について、母子家庭の総合
的自立支援策の確立にむけて、医療制度改革について

住吉94 1798
川口隆男様（徳島県の資
料）

紙袋 2002

介護予防・地域支え合い事業の概要（市町村事業分）、徳島県環境アドバ
イザー派遣制度、転ばぬ先の住宅改造（徳島県高齢者総合相談セン
ター）、2002年度版保健福祉行政の概要（徳島県保健福祉部・保健福祉行
政などの現況、保健福祉施策の概要）

住吉84 1799 （表題なし） 紙袋 2002

同和地区総合福祉センター事業報告・2002年度事業予定、地域福祉推進
研究会、府同促地区事務局長・参事一泊会議、2．2府連生活・労働運動部
会、第49期運動方針、労働ビジョン、部落問題の解決を目指す地域福祉計
画づくりについて、14年度の地域福祉計画関連事業について、14年度の
地域福祉計画関連、商工労働部予算比較表、健康福祉部（予算案）、三島
小校区「こころでつながるまちづくり」ジョギングのすすめ、「福祉」を考える
地区代表者会議の内容、「同和地区出身者雇用促進会議」のあり方につい
て、地域就労支援事業の検討状況について、「生活・福祉」分野における

住吉91 1800
第39回全国隣保館職員四
国ブロック研修会報告書

冊子 2002 2003
隣保館連絡協議会（全国・四国）、基調提案、厚労省援護局地域福祉課行
政説明、生活自立支援の取り組み、「住民交流センター」としての取り組
み、「生涯学習センター」をめざして、隣保館活動入門

住吉13 1801
臨時総会資料　社団法人
同和地区人材雇用開発セ
ンター

冊子 2002
同和地区人材雇用開発センター（改革をめぐる背景、改革の基本方向と全
体像、あり方、事業展開、事業実施計画、組織体制

住吉65 1802
2002年度総合生活相談事
業実施報告書　社団法人
大阪市人権協会

冊子 2002 2003
市人権協会、「総合生活事業」実施概要、2002年度総合生活相談事業年
間報告、2002年度各地域実施状況、事業実施に関わる成果と課題・今後
の方向とは

住吉91 1803 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2002 総務省、わがまちづくり支援事業

住吉92 1804 （表題なし） ファイル 2002

大賀記念講演テープ起こし原稿、今後の同和・人権行政について（大賀正
行）、総合生活相談事業市町実施状況調査一覧（H14．7月調査）、館・セン
ター条例改正・ポイント調べ（北摂ブロック、河内ブロック、泉州ブロック、大
阪市内ブロック）、解連協、市人権協会と解連協の検討会



住吉91 1805
2002年度全隣協悉皆調査
報告書

冊子 2002 2003
実施要綱、悉皆調査から見えてきたこと（館だより関係）、悉皆調査を終え
て、各調査項目の府県別一覧表、記述回答（掲載内容、発行状況、職員体

住吉92 1806
第1回共に生きる社会と福
祉をつくろう研究集会討議
資料

冊子 2002

プログラム、記念講演「人権の視点での福祉改革」、基調提案「共に生きる
社会と福祉をつくろう」、第1分科会「みんなで考えよう地域福祉計画」、第2
分科会「身体拘束は人権侵害です」、第3分科会「見過ごしていませんか？
差別・偏見・排除」、第4分科会「どう変わる？新しい福祉制度」

住吉91 1807 インターネット情報各省庁 ファイル 2002 2005

人権侵犯事件調査処理規程（2004年法務省訓告第2号）、「えせ同和行
為」を排除するために、人権擁護（法案に関するQ&A、に関する世論調
査）、地域再生（推進の為の基本方針、構想の提案募集について－民間事
業者等用－）、地域再生に向けた取り組みについて、新たな過疎対策につ
いて、ふるさとづくり、わがまちづくり支援事業、「防衛庁・情報公開請求者
の身元を調査」思想なども記載、「野宿生活者ら官邸前で抗議－首相こじき
発言－」、「人を殺さない国・貫け」、靖国神社をめぐる動き

住吉91 1808
第1回～11回　実調研究
会の記録　川口様

紙袋 2002 2005
第39回四国地区隣保館職員研修会地域福祉計画と人権、全隣協実調及
び地域白書づくり研究会議事要旨（第1～11回）

住吉91 1809 （表題なし） 紙袋 2002

第39回全国隣保館ブロック別職員基調提案（骨子案）、部落の生活と福祉
の課題、第4回リーダー養成講座（全隣協）、解放センターの概要（隣保館
を含めた地域福祉の取り組み状況について、地域福祉と隣保館運動、隣
保館連絡協議会活動の現状と課題について（アンケート）、第4回養成講座
アンケート、啓発交流の取り組みについて、熊本市立隣保館・隣保館の概

住吉91 1810 （表題なし） 紙袋 2002
キャピック総合カタログ（矯正協会刑務作業協力事業部）、市民と人権2002
（パンフ）、人権啓発資料目録（人権教育啓発推進センター）

住吉61 1811 （表題なし） ファイル 2002 2005
新退職手当規定について、市人権協会職員退職手当規定、責任等級制
度について、就業規則および諸規定（市人権協会）、責任等級の格付け基

住吉03 1812 （表題なし）
クリアファ
イル

2002
府隣保館運営費補助金交付要綱、（仮称）府総合生活相談事業等補助金
交付要綱案、2．22府連生活・労働運動部会（解連協・議事録）、相談活動
における実践交流会の開催にあたって、FAX

住吉03 1813 （表題なし）
クリアファ
イル

2002
厚生労働省地域福祉課との打合せ、隣保館運営費の国庫補助について、
FAX（隣保館職員の補助対象状況）

住吉92 1814 大阪労働局　川口さんへ ファイル 2002

仕事探しのためのガイドブック（隣保館職員用、採用試験について、雇用保
険の受給手続きについて、資格・技能を身につける方法について）、地域
改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後
における対応等に係る留意事項等について（通知）、相談票（様式）

住吉91 1815
川口さん　至急　（メモ書
き）

紙袋 2002
隣保館運営要綱の内容と今後の活用について（川口隆男・中央福祉学校
講演まとめの加筆・修正依頼）

住吉91 1816
川口隆男様（雑誌「部落解
放」のゲラチェック）

紙袋 2003
「隣保館設置運営要綱」の改訂と今後の活用にむけて、隣保館運営費補助
単価積算一覧、雑誌の「部落解放」への原稿執筆のお願い（解放出版川

住吉91 1817
第11回事務局会議　03．
5．8

紙袋 2003 全隣協役員選考委、全隣協事務局会議、全隣協新役員体制



住吉92 1818 人施連 ファイル 2003 2004

2003年度「アメラジアンスクール・イン・オキナワ」訪問・交流事業を取り組む
にあたって、2003年度第3回・第4回事務局長次長会議、総合相談事業情
報化提案、相談分析の作業について、人施連の今後の課題についてと早
急に解決にならない課題、「人施連」老人いこいの家、「あり方検討会」の進
め方、人施連8月事務局長・次長会議補足資料、就業規則改正案の要綱、

住吉91 1819 2003年度近畿ブロック ファイル 2003
全隣協近畿ブロック女性職員実調集計表、第26回近畿地区隣保館職員研
修会開催要綱、第40回全国隣保館職員研修会第2回近畿ブロック実、「市
町村合併」などについて隣保館アンケート、第1回近畿ブロック女性職員

劣化

住吉91 1820
2003．9．11～12　全隣協
東日本ブロック会（安房鴨
川）

紙袋 2003
全隣協第9回（東日本ブロック）女性職員研修会資料、参加者名簿及び部
屋割り、WIC VOL．27、みんなのりんぽかん　千葉県隣保館連絡協議会

住吉69 1821 住吉地区協　50年の歩み 冊子 2003
地区協のあゆみ、地区内公共施設の紹介、地区のまちづくりのあゆみ、総
計前の住吉地区、2000年実調の概要

住吉94 1822
隣保館女性職員研修会報
告書　兵庫県隣保館連絡
協議会

冊子 2003
2002年度女性職員研修会実施要領、講演｢これからの隣保館活動と女性
職員の役割｣（講義録）、分散会記録

住吉94 1823
隣保館現況調査集計結果
報告書　徳島県隣保館連
絡協議会

冊子 2003 （アンケート有り）隣保館用と隣保館利用者用

住吉91 1824 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2003
川口様（解同の岩崎さんからの文書）、厚生労働省、人権擁護法案に関し
て、今後の隣保事業の基本的なあり方について、母子家庭の総合的自立
支援策の確立に向けて

住吉34 1825 2004年度総会資料 冊子 2003 2004 人推協、2003年度活動報告、2004年度年間活動計画

住吉03 1826
確認書案住吉人文セン
ター関係

ビニケー
ス

2003
2003年新賃金システムによるスケジュール案、目標設定シート（一般職
用）、プロセス評価（行動評価）、確認書案

住吉93 1827 2004．6．22　職員研修 紙袋 2003 2005
2004年度人文センター専任職員研修会資料、2003年度人文センター職員
研修実施状況、大阪市消費センター、大阪市消防局、人権について考え
る、市人権協会資料

住吉13 1828 継承そして新たな挑戦 冊子 2003
おおさか人権雇用開発センター（旧・同和地区人材雇用開発センター）、設
立趣意書、21年のあゆみ（年譜）、地域就労支援事業とは、歴代役員名
簿、活動実績データ

住吉94 1829 2005．2．9 紙袋 2003 2004
西条市人権文化のまちづくり、西条市大町会館運営協力委（名簿）、2004
年度案、西条市大町会館の取り組み、「水平社創立80周年記念文化祭」の
実践から、大町会館だより第57号、大町会館各種講座・サークル活動の利

住吉94 1830
03．9．4四国女性研反省
会

紙袋 2003 2004
第15回四国地区隣保館女性職員研修会開催要綱案、第14回四国地区隣
保館女性職員研修会（アンケート集約、反省会）



住吉91 1831 （地区資料研究会封筒） 複数 2003 2005

都府県連・市町村交渉の集約と現状について、全国隣保館実調報告書
（素案）、隣保館デイサービス事業実施要領、2003年度隣保館現況調査集
計結果報告書、国庫補助負担金制度に関する共同調査の結果について、
指定管理者制度に対する基本方針、2004年度全隣協としての三位一体の
改革にかかわる要請行動、隣保館モデル事業の強化促進について

住吉91 1832
全国隣保館実態把握アン
ケート調査集計結果（研究
会検討資料）

仮綴じ 2003 2005

全隣協事務局、館活動のエリア等について、施設整備について、館長の勤
務条件および職員の配置等について、隣保館設置運営要綱に基づく事業
について、全国隣保館長研修会・ブロック別研修会について、「人権教育
のための国連10年」行動計画等の策定、「市町村地域福祉計画」及び「ま
ちづくり・むらづくり」等への参画について

住吉92 1833
2004．厚労省（隣）調査に
ついて　府のマニュアル

紙袋 2003 2004
厚生労働省社・援護局地域福祉課による「隣保館運営事業実調等」の記入
にあたっての留意事項（大阪府版）、隣保館運営事業実調行政データ（総
括表）、隣保館運営事業実調調査表、隣保館運営事業実調実施要領

住吉91 1834
第5回リーダー研修会（上
野）

紙袋 2003
演習「社会資源を捉える力を育てる」（大谷悟）、第5回リーダー養成講座日
程表、第5回リーダー講座資料（「新たな隣保館事業の創造に向けて」、「個
と地域の発見、そして地域福祉へ」、「地域福祉活動研修」

住吉91 1835
ブロック事務局担当者会
議（徳島の収入）

紙袋 2003

全隣協ブロック事務局担当者会議（人権擁護法案、地域白書）、国の隣保
館関係補助金削減の動きに対する取り組み強化について（要請）、全国隣
保館職員研修会40周年記念冊子（骨子案）、全隣協ブロック事務局担当者
会議（隣保館運営に関する検討会議事要旨・議事概要、第5回リーダー養
成講座参加者アンケート）、（旅館パンフレット）

住吉91 1836 （表題なし）
クリアファ
イル

2003
部落解放・人権政策確立要求中央実第3回中央実議案書、人権相談・啓
発・文化対策、FAX（衆議院議員谷畑孝）

住吉92 1837 （表題なし）
クリアファ
イル

2003
第4回全隣協実調及び地域白書づくり研究会議事要旨（全隣協実調につ
いて、地域白書づくりについて）

住吉92 1838 （表題なし）
クリアファ
イル

2003
人権問題検討会報告書（社協が直面している今日的な課題、社協のあゆ
み、市町村社会福祉協議会への参加について）

住吉92 1839 （表題なし）
クリアファ
イル

2003 2004

2004年度対府交渉・部落問題の根本的解決をめざす同和行政の推進を求
める要求書（府連）、放課後学習チューターの配置等に係る調査研究事業
実施要項、同和教育基本方針（滋賀県教育委）、学校における差別事象事
件の取り組み（滋賀県教育委）、2004年度大阪府知事交渉回答要旨、滋賀
県奨学金小学生募集要項

住吉91 1840 （表題なし）
クリアファ
イル

2003 第1回全国女性職員研修会あいさつ（今西恵子、河原勝洋、中尾由喜雄）

住吉92 1841
社会的援護を要する人々
への福祉支援研究　報告
集

冊子 2003

中国帰国者への福祉支援のあり方研究、野宿生活者の地域生活支援のあ
り方研究、児童虐待防止・子育て支援が必要な人々への福祉支援のあり方
研究、要援護者が集住する公営住宅での相談のアウトリーチ手法と支援の
仕組み作り研究、隣保館による社会的援護を要する多様な人々の自立生
活支援に関する研究



住吉44 1842
第12回住吉・住之江じん
けんのつどい

冊子 2004
開催要綱、ハンセン病回復者の地域復帰について、福祉分科会、教育分
科会、啓発分科会、第5回実

住吉65 1843
2004年度事業実施報告書
社団法人大阪市人権協会

冊子 2004
（かしま、新大阪、飛鳥、南方、生江、両国、浪速、西成、住吉、よさみ、東
住吉矢田、平野）人権協会

住吉92 1844
2004年度「人施連」施設、
事業調査資料　ほか

ビニケー
ス

2004

2004年度「人施連」施設・事業調査（資料、人施連）、2004年度隣保館にお
ける「啓発・交流事業」調査・報告、2004年度隣保館における「啓発・交流事
業」調査・報告、2004年度隣保館における「啓発・交流・イベント事業」実践
交流会報告書、「各地区のまちづくり調査」結果一覧表（地域別）、「まちづ
くりに関わるブロック別会議」まちづくり支援会議

住吉06 1845 センターだより ファイル 2004 2006
解放だより（第1041、1048・1054号）、タウンフラッシュ（No．43～46）、住吉
人文センターだより、解放新聞（第2296号）、住吉人権協ニュース（第55
号）、大阪市政だより（No．682）、住吉区広報（No．120）

住吉91 1846
3．10「都市10年」外務省
への要請行動　憲政記念
館

紙袋 2004

「人権教育のための国連10年」に関する要請、「人権教育のための国連10
年」推進連絡会総会、役員・事務局員案、国連・子どもの権利委の総括所
見、日本・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、部落差別撤廃人
権擁護条例・宣言制定状況、パリ原則に基づく人権委創設を中心とする
「人権侵害救済法」の早期制定を、「人権侵害救済法」（仮称）法案要綱・試

住吉91 1847 （地区資料研究会封筒） 複数 2004

隣保館デイサービス事業に関する施策の活動事例、（広域隣保館活動事
業に関する施策、高齢者健康相談高齢者の健康づくり、高齢者サロン活
動、隣保館運営事業、隣保館活動事例集作成、ボランティア活動との連
携、高齢者ふれあい事業「地域交流促進事業」、桐原会館菊作り教室、日
田市高齢者生きがい対応デイサービス事業）の活動事例、（算書、用瀬、一
ノ宮、南陽町、矢部町、たかせ、宿毛、泉佐野、佐野市、桐原、日田市）隣

住吉91 1848 （表題なし）
クリアファ
イル

2004 2006

戸籍不正入手・部落地名総鑑差別事件市町村交渉実施へむけた基本方
針、「法」の期限切れと同和行政の基礎基本（奥田均）、2007年度人権施策
並びに予算に関する要望案、人権問題特別委幹事会出席名簿、「法」期限
後の同和行政と実調（奥田均）、厚生労働省との話し合い、行政書士による
戸籍謄本不正入手全国調査、解放新聞大阪版

住吉99 1849
（表題なし）中国新聞社説
など

クリアファ
イル

2004
NPO法人デイサービスこのゆびとーまれ、白老町町内連合会、沖縄タイム
ス社説、究極の自治体リストラ

住吉91 1850 （地区資料研究会封筒） クリップ 2004 2005
全国隣保館実調報告書並びに提言案（調査概要、実調結果の要約）、全
国隣保館実態把握アンケート調査票

住吉91 1851
人文センター内　川口隆
男様

紙袋 2004
2004年10月全隣協調査原稿（奥田均）、隣保館と啓発等の活動（上杉考
實）

住吉91 1852
実調研究会クロス集計　第
10回　05年3月1日

紙袋 2004 2005
2004年10月全隣協調査原稿（奥田均）、全隣協実調及び地域白書づくり研
究会議要旨（第8～10回）

住吉91 1853
第6回実調　04．6．22　第
7回実調　7．27

紙袋 2004
厚生省「隣保館モデル事業実施要綱」への対応と全国対策部長会議の開
催に関する通達、NPO法人もやいはこうして生まれた、全隣協実調及び地
域白書づくり検討会（第6～7回）、全国隣保館・実態把握アンケート調査票



住吉91 1854
実調アンケート　第8回研
究会　2004．9．1

紙袋 2004
全隣協実調及び地域白書づくり研究会・議事要旨、隣保館モデル事業の
実施について、第8回全隣協実調及び地域白書づくり研究会、2004年「全
国隣保館実態把握調査」について、全国隣保館実態把握アンケート調査

住吉91 1855
第6回実調　2004年6月23
日

紙袋 2004
第6回全隣協実調及び地域白書づくり研究会、各省要請行動記録、第5回
全隣協実調及び地域白書づくり研究会議事要旨、全隣協実態把握アン
ケート調査票、実調の経過について

住吉91 1856
第11回研究会　05年4月
20日

紙袋 2004 2005

第10回全隣協実調及び地域白書づくり研究会議事要旨、第11回全隣協実
調及び地域白書づくり研究会（第3回分析検討会）、隣保館と啓発等の活
動、隣保館活動をどんどん創造しよう創造しよう（奥田均）、全国隣保館実
調報告並びに提言案、調査名（全隣館アンケート）

住吉91 1857 第7回事務局会議 紙袋 2004
第4回隣保館「啓発・交流」フォトコンテスト最終選考会、全国女性職員研修
会打合せ（確認事項）、全隣協第22回ブロック別学習会討議資料（中央情
勢について、市町村合併について、三位一体の改革と隣保館）

住吉12 1858 （表題なし）
クリアファ
イル

2004 オガリ作業所（パンフレット）、オガリ作業所移転工事竣工後の予想図

住吉91 1859
国の調査　04．3．31　現の
集計

紙袋 2004

全隣協、第1回中央生活対策部会議、「隣保館運営事業実調」報告書の概
要、地域再生推進のためのプログラム（地域再生本部決定・地域再生計画
認定地域に限定して効果を持つ支援措置、全国を対象とした支援措置）、
人権問題検討会報告書（委員名簿、開催状況）、実調の経過について（議
事録）、第41回全国隣保館職員ブロック別研修会開催要綱

住吉97 1860 （表題なし）
クリアファ
イル

2004 （週刊誌FRIDAY記事、皇室トラブル）、（新聞記事、憲法9条問題）

住吉08 1861 指定管理者制度について
ビニケー
ス

2005 2006
指定管理者制度、市立人文センターの指定管理予定者選考委（選定結果
について、第1～3回議事要旨）、代行型老人福祉センターの経過概要に

住吉94 1862
兵庫県隣保館連絡協議会
「啓発教材」について　人
施連

ビニケー
ス

2005 2006
2005年度兵庫県隣保館連絡協議会啓発教材、「行政書士による戸籍謄本
等不正取得事件から学ぶこと

住吉92 1863
川口隆男様　06．2．14
（相）実践交流会

紙袋 2005 2006

地域における相談事業推進の意義と課題、日之出人文センター報告、
2005年度地域における「相談事業」実践交流会報告資料（隣保館）、2005
年度隣保館「相談事業」実施状況調査概要、2005年度「地域における相談
事業」実践交流会開催要綱、事例報告、2005年度「地域における相談事
業」実践交流会特別報告、阪南市人権協会報告

住吉91 1864 （地区資料研究会封筒） 複数 2005 全隣協（隣保館をどんどん創造しよう・研究原稿）、あけぼの（第117号）

住吉91 1865
全国隣保館実態把握アン
ケート調査集計結果－クロ
ス集計編－

仮綴じ 2005 全隣協、館タイプ（大型館・普通館）別クロス集計

住吉91 1866 2004　実調集計 紙袋 2005
第9回全隣協実調及び地域白書づくり研究会（第1回分析検討会）、2004年
10月全隣協調査原稿（奥田均）、隣保館運営事業実調実施要項（隣保館
運営事業実調行政データ（調査票）、市町村（政令指定都市・中核市）にお



住吉91 1867 2004実調　第2次速報集 紙袋 2005 全国隣保館実態把握アンケート調査単純集計速報、府県別設問

住吉91 1868 2005．6　橋正 紙袋 2005
全隣協実調報告書並びに提言（全隣協、調査概要、提言～隣保館と啓発
等の活動、実調結果について）

住吉91 1869 川口　隆男様 紙袋 2005

第13回中央福祉学校（これからの解放運動と同和行政のあり方、福祉行政
の動向と今後の課題、地域からの実践報告と経験交流－地域福祉活動と
NPO－（NPO亀岡人権交流センター）、エル・チャレンジの挑戦、街かどデ
イの発想と部落解放運動への期待、隣保館モデル事業の実施と活性化へ
の課題）、ものづくり文化の道検討部会員名簿、全国隣保館実調より

住吉99 1870 （表題なし） ファイル 2005
年表－アスベストをめぐる動き－、アスベスト被害、住民死亡を28年前指
摘、埼玉の労基調、新聞記事、食中毒とその対策

劣化

住吉03 1871 （表題なし） ファイル 2006 2007 職員会議、運営委、市人権職員集会、人文センター啓発交流チーム会議

住吉99 1872
個人情報保護　大阪市市
民局

冊子 2006 Q＆Aで学ぶ民間事業者の個人情報保護

住吉65 1873
人権行政推進に関する関
係資料集20062　大阪府
人権協会

冊子 2006
府人権協会、人権・人権相談、人権教育・啓発、男女共同参画社会作り、
福祉、ホームレスの自立支援、就労支援・雇用促進、教育・子育て、住宅・
まちづくり

住吉65 1874
人権尊重の地域まちづくり
推進事業報告書　大阪市
人権協会

冊子 2006
市人権協会、地域・まちづくりにおける人権問題の状況、人権尊重の地域・
町作り（関わる現状と課題、支援会議での研究報告、実現にむけた提言）、
実現のための具体的手法

住吉94 1875
地域に密着した人権・福
祉センターをめざして　香
川県隣保館連絡協議会

冊子 2006
香川県隣保館連絡協議会、香川県隣保館連絡協議会の歩み、隣保館の
現状と課題及びこれからの展望、各館の紹介と取り組み、歴代会長・副会
長一覧

住吉93 1876 （表題なし） ファイル 2006 住吉区アクションプラン（素案）、策定委

住吉45 1877
住吉地区フィールドワーク
資料

ファイル 2006
ようこそ私たちの町「住吉」へ（人権協会）、住吉地区における人権の町作り
（教育・福祉）と今後の課題

住吉91 1878 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 2006 2007

あしたの隣保館検討委議事概要（第1～5回、各委員より検討課題について
の提起、隣保館と指定管理者制度、人権・同和行政推進の今後について、
大阪での取り組み隣保館評価システムについて、今後の隣保館のあり
方）、あしたの隣保館検討委報告概要（検討委設置の趣旨、隣保館を取り
巻く社会状況の大きな変化、諮問事項

劣化

住吉86 1879 （表題なし）
クリアファ
イル

2007 第3回文化まつり実、文化のまつり出演順一覧表

住吉71 1880
第48回支部定期大会議案
書

仮綴じ 2009 支部、活動日誌、地域教育運動方針案、地域労働運動部方針案

住吉03 1881 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 解放会館設計変更案 劣化
住吉08 1882 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 5．29解放会館対同対交渉で出された大阪市案とその問題点 劣化
住吉66 1883 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 第3次案大阪市案支部最低必要事項との比較対照表 劣化
住吉98 1884 西光万吉年譜 仮綴じ 不明 西高万吉年譜（1895～1945）、西高万吉作品集 劣化
住吉08 1885 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 解放会館建設についての要求書　住吉地区総合10ヶ年計画実行本部



住吉92 1886 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 不明 解放会館に関する要求書、解連協

住吉94 1887
人権と福祉のまちづくり
高富町美里会館

冊子 不明 人権と福祉の町作り（高富町・美里会館）

住吉94 1888
美里会館（岐阜県山県郡
高富町）

冊子 不明 美里会館

住吉92 1889 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 就業規則改正案の要綱（府同促） 劣化
住吉91 1890 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 第39回全国隣保館職員研、近畿ブロック館長研 劣化
住吉31 1891 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 大阪市立住吉保育所概要

住吉06 1892
大阪市立住吉解放会館ご
あんない

小冊子 不明 設立の趣旨、規模、平面図、見取図

住吉99 1893
（東映株式会社）同和啓発
映画チラシなど

紙袋 不明 東映ビデオ、映画チラシ

住吉99 1894
（まつやま）道後温泉案内
図

紙袋 不明 道後温泉、松山城（観光パンフ）

住吉99 1895 西の京やまぐち 小冊子 不明 山口、埼玉観光パンフ

住吉99 1896
（岡山市観光協会）岡山、
倉敷、鷲羽山など

紙袋 不明 岡山、倉敷観光パンフ

住吉98 1897 （表題なし） 紙袋 不明 現代を生きる・部落のおこり（仮題）－第1～2部－（戸高恒彦）
住吉98 1898 （脚本）「放浪芸の歌」 紙袋 不明 「放浪芸のうた」（仮題）シナリオ 劣化
住吉11 1899 （表題なし） 伝票綴 不明 住宅月報（記入なし）
住吉14 1900 （表題なし） 伝票綴 不明 同和更正生業資金返還金納付書（記入なし）
住吉14 1901 （表題なし） 伝票綴 不明 納付書（記入なし）

住吉14 1902
収入報告書（一般用）未記
入

伝票綴 不明 同和更正生業資金利子納付書（記入なし）

住吉14 1903
同和更生生業資金償還金
支払猶予申請書（未記入）

伝票綴 不明 同和更正生業資金償還金支払猶予申請書（記入なし）

住吉86 1904
上積折曲厳禁・同和地区
資料調査会　美術的資料
在中

紙袋 不明 思うまま－巻弐－（佐藤部隊・川口隊・住田利雄）

住吉89 1905 （表題なし） ファイル 不明 「地区歴史資料館準備室」設置にむけて案、館内の案内
住吉86 1906 （地区資料研究会封筒） 紐綴じ 不明 第45回全国同和教育研究大会、太田恭治、（台本）
住吉41 1907 労対部 紙袋 不明 石川青年と識字運動（作文）、すいしん原稿集、私のおいたち（作文）

住吉77 1908
1．28盟休子ども作文集
小1～中3　№2

紙袋 不明
1．28同盟休校貫徹住吉闘争委、（作文集）、伊東の子どもの発言、住吉子
ども会、6年生・5年生・4年生「石川兄ちゃんを取りもどすぞ！」

住吉77 1909
川口様（1．28狭山同盟休
校）

紙袋 不明 1．28狭山同盟休校を闘い抜いて（原稿）、狭山差別裁判、住吉闘争委

住吉71 1910 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 広報活動について（大森龍三・草稿コピー）

住吉09 1911
解放会館一問一答集資料
56・12月

紙袋 不明 1981
「解放会館業務一問一答集」の発刊にあたって、解放会館と運動の関係、
解放会館の主体性について、解放会館とは



住吉92 1912 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 第1回部落解放研究大阪集会開催要綱

住吉85 1913 生協資料 紙袋 不明
本部生協活動、経過報告（修正部分）、回覧特別あっせんごあんない、部
落解放大阪府生協連合会

住吉77 1914
大阪におけるこの一年間
の差別事件　府連

小冊子 不明
府連、教育現場での差別事件、行政・議員の差別事件、マスコミの差別事
件、結婚差別事件

住吉31 1915 啓蒙パンフ原稿
二折ファ
イル

不明 保育のあり方について、幼保一本化

住吉91 1916 地対法（仮称）案 仮綴じ 不明

地対法案、目的、地域改善対策事業の実施等、特別の助成、地方債、元
利償還金の基準財政需要額への算入、政令案骨子、人権擁護に関する事
業、学校教育及び社会教育に関する事業、雇用及び職業に関する事業、
農林漁業に関する事業、中小企業に関する事業、生活環境に関する事
業、社会福祉及び公衆衛生に関する事業

住吉88 1917 （地区資料研究会封筒） 地図 不明 下内田地区計画図、面積、世帯、人口

住吉60 1918 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
事務局職員就業規則案（市同促）、総則、服務規律、採用、休職・勤務停
止、退職、解雇、勤務、休暇、職務に専念する義務の特例、給与・退職手
当および旅費、保健衛生、災害補償、研修、福利厚生、雑則

住吉91 1919 第1表回収状況 仮綴じ 不明
施設規模、職員の内訳、平均勤続年数、所要経費、調査活動（有．無）、職
員総数、施設状況、連絡協議会入会状況、関連施設、保健医療活動

劣化

住吉69 1920 （地区資料研究会封筒） 紐綴じ 不明 同促協について（原稿）、浪速の窓口一本化

住吉91 1921
近代部落史研究の課題と
解放理論12上杉聰

仮綴じ 不明
部落史に関する史料・史料集発刊数の推移、部落史に関する研究文献数
の推移、70年代以降の史料の増加、歴史科学の基礎条件、太政官布告第
61号は誤り、歴史研究と部落解放理論、大江卓と「解放令」について

住吉60 1922 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
府同促寄付行為、府同促内規、総則、役員及び職員、資産及び会計、協
議員及び協議員会、寄附行為の変更、解散、施行細目

住吉60 1923 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 市同促規約、総則、役員、機関、事務局、会計、改正、推測、附則
住吉92 1924 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 府同促○○地区協議員会運営要項見本

住吉92 1925 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
「府同促方式」にかかわる組織整備の方向案、市同促協規約に関して、要
求別組織（要求組合）の規約に関して

住吉87 1926 老人調査　昭55年1月 ファイル 不明 同和地区における老人福祉調査、大阪市同進協

住吉02 1927 地区研 ファイル 不明
第3回地区研レジュメ（施設の現状と当面の課題、住吉全体計画（地図）、
狭山斗争の現状と石川氏の健康状態について、私学訴訟の取り組みにつ

住吉87 1928 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明

医療実態、（性別有疾患者）、（年令別有疾患者）、（年令別病名）、（性別・
病名）、（かかりつけの医者）、（病気にかかっているのに医者にいっていな
い理由）、（かかりつけの医者に対する不満）、（入院待機状況）、（待機日
数）、（市販薬の利用数）、（市販薬の種類）、（緊急医療状況）、（年令の症
状別緊急医療状況）、（診療所建設への要望）、（何科の設置を要望する

住吉77 1929 （地区資料研究会封筒） 複数 不明
23狭山「上告棄却」糾弾東京10万人中央集会（支部書記局）、結婚しゅくふ
くメッセージ

住吉01 1930 上住吉図面 単葉 不明 地図



住吉01 1931 日照関係資料 ファイル 不明
太陽位置図、日照・日射量、積算日射量、日照時間、日照調整、大気透過
率、共同住宅の隣とう間隔、旧住吉地区の各ブロック面積

住吉87 1932
部落解放住吉地区総合実
調中間報告（世帯及び人
口）

ファイル 不明
住吉地区総計実行本部、世帯、就業状況別世帯構成、社会福祉・社会保
障の対象世帯、所得と家計、人口

住吉01 1933
実調中間報告　就労状況
と学力

ファイル 不明
支部総合実調、就学状況と学力、就学歴、義務教育不修了の理由、読み
書き能力、話す力

住吉01 1934 実調報告　上田用 ファイル 不明
所得と家計、人口、住吉地区総計中間報告（就学状況と学力、就業状況別
世帯構成、社会福祉・社会保障の対象世帯

住吉01 1935
部落解放住吉地区総合実
調中間報告　総計実行本
部

クリップ 不明 住吉地区総計実調中間報告（原稿）

住吉92 1936
大阪府同和地区労働実調
結果1（勤労者分）

仮装丁 不明 大阪府同和地区労働実調結果1（勤労者分）

住吉92 1937
大阪府同和地区労働実調
結果2（自営分）

仮装丁 不明 大阪府同和地区労働実調結果2（自営分）

住吉92 1938
大阪府同和地区労働実調
結果3（不就労者分）

仮装丁 不明 大阪府同和地区労働実調結果3（不就労者分）

住吉42 1939 （地区資料研究会封筒） 紙袋 不明
初級解放講座受講ノート（部落差別のはじまり、部落解放のあゆみ、戦後の
部落解放運動、住吉部落の歴史と解放運動の概略、支部の現状と課題）

住吉42 1940 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
初級解放講座受講ノート（開講式、部落の歴史、支部の歴史と解放運動の
概略、戦後の部落解放運動、解放同盟とは、支部規約案）

住吉02 1941
支部における社会保障の
たたかい　部落解放研究
第6回全国大会

冊子 不明

部落解放研究第6回全国集会（支部）、社会保障をめぐる情勢、住吉にお
ける社会保障斗争、一般対策完全実施のたたかいから社会保障制度にお
ける「特別措置法」具体化のたたかいへ、保護開始以前の職業状態保護廃
止原因及び廃止後の職業

住吉11 1942
住宅要求組合第9班名簿
（表紙のみ）

紐綴じ 不明 住宅要求組合第9班名簿

住吉92 1943
同和対策事業対象地域住
民生活実調報告書（概要）

紙袋 不明 同和対策事業対象地域住民生活実調報告書（概要）

住吉88 1944 （地区資料研究会封筒） クリップ 不明 解放運動史（手書き・風呂の改築、解放同盟の結成、婦人のたちあがり）
住吉73 1945 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 住吉青年部スキー講習会（長野県）、スキー講習会の班体制

住吉77 1946 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
狭山再審闘争の現状と課題について、支部狭山闘争委、10．31闘争から1
月の同盟闘争へ、再審要求と仮出獄の闘い

住吉92 1947 （地区資料研究会封筒） 冊子 不明
部落解放は国民的課題、社会同和教育資料、指導者用テキスト、府同促、
内閣同対審答申、大阪府同対審、特措法

住吉01 1948 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 住吉総計実調、同和生業資金について 劣化
住吉82 1949 町会きやく 紙袋 不明 住吉第五町会会則案、町営寿湯営業権賃貸借契約証書
住吉14 1950 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 生業資金貸付義務に関するアンケート調査



住吉01 1951 川口様　経理局 紙袋 不明 住吉住宅見取図

住吉33 1952
3．22狭山公判報告集（闘
魂）

ファイル 不明 狭山公判報告、公判闘争の感想

住吉94 1953 解放会館要覧　福山市 冊子 不明

解放会館施設に要求される機能、解放会館運営の基本方針、解放会館の
行政的位置づけ、解放会館の運営内容、地区解放会館における教育活
動、行政責任をはたすために、解放会館の機構一覧表、1976年度解放会
館当初予算、解放会館が実施している事業、解放会館で実施されている事

住吉06 1954 （地区資料研究会封筒） 冊子 不明
住吉解放会館ごあんない（青館設立の趣旨、施設の概要）、住吉地区青館
ごあんない（新解放会館設立の趣旨、施設の規模）

住吉73 1955 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 青年部スキー講習会しおり、支部青年部
住吉77 1956 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 狭山差別裁判・討議資料・大阪市職住吉区役所支部青年部

住吉87 1957
(秘)住吉地区総合実調調
査表（未記入）

仮綴じ 不明 総合実調票

住吉32 1958 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 教育保護者会アンケート集約結果

住吉31 1959 （地区資料研究会封筒）
仮綴じ冊
子

不明 住吉保育守る会総会資料 劣化

住吉65 1960
保育所児童に対する医療
費の助成制度　市同促

冊子 不明
（医療助成の受け方）、医療助成対象疾病（一覧）、（病名と症状の対応
表）、市同促

住吉86 1961
ＯＨＰ母はたたかわん住吉
のこどもやねん

紙袋 不明 母は闘わん（歌詞）、ボクたち住吉の子どもやでぇ～（歌詞）

住吉87 1962
大阪市生活実態・学習理
解度調査クロス集計資料
－住吉地区－　市教委

冊子 不明
（市教委）、小5～中3調査、小1．2調査と小3．4調査の共通項目、小3．4調
査と小5～中3調査の共通項目、小1．2調査と小3．4調査と小5～中3調査の
共通項目

住吉87 1963
大阪市生活実態・学習理
解度調査クロス集計資料
市教委

冊子 不明
（市教委）、小5～中3調査、小1．2調査と小3．4調査の共通項目、小3．4調
査と小5～中3調査の共通項目、小1．2調査と小3．4調査と小5～中3調査の
共通項目

住吉92 1964
「子育ってたのしいなあ」
第11集　保育運動交流部

冊子 不明
（保育運動交流部会）、「共に創る運動会」をめざして、「共に創る生活発表
会」へ、子育てが楽しくなる行事を親と保育所の連携の中で

住吉31 1965 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 指定園、1年目のとりくみから、2年目のとりくみから、2年間のとりくみを終え
住吉34 1966 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 （住吉同推協健康部会）、部落の子どもたちと食生活、被差別部落の食文
住吉34 1967 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 健康教育部会で学んだこと（原稿）
住吉31 1968 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 指定園（1～2年目のとりくみから）

住吉99 1969
「人権保育カリキュラム」へ
の提言　関西大学名誉教
授鈴木祥蔵

冊子 不明
戦後50年と「保育」問題の変遷、人権とは何か－それはどう保育とかかわる
のか－、「人権カリキュラム」とは何か、「人権保育カリキュラム」では何をおさ
えればいいのか、著者（鈴木祥蔵）紹介

住吉83 1970 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 老人解放センター、身障者解放センター、（見取り図）、面積表 劣化

住吉94 1971
滋賀の地域について（草
津中心）

紙袋 不明
隣保館の概要と地区の状況について（西地区、橋岡地区、芦浦地区、新田
地区）



住吉91 1972
第3回全国隣保館フォトコ
ンテスト入選作品集

チラシ 不明 全隣協

住吉79 1973 （地区資料研究会封筒） 冊子 不明 支部「部落解放基本法」制定にむけて
住吉72 1974 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 ガスを引こう、住吉婦人会 劣化
住吉71 1975 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 高層住宅に反対する、3階建てを基準とする町作りの原則を確認させる 劣化
住吉99 1976 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 問題プリント、5年森本ひろし（復習問題）

住吉92 1977 前文（答申の基本的姿勢） 仮綴じ 不明
根強い社会差別、同和問題の本質とその実態、同和問題の中心課題、同
和問題解決は国家の責務、地方公共団体の役割、府の長期計画策定、同
和対策の総合的実施、統一的行政機構の設置、配慮の要ある混住現象

住吉94 1978
高森事件第1回公判被告
団陳述書　部落解放同盟
山口県連合会

冊子 不明
山口県連合会、八・二三高森事件不当弾圧反対斗争委、被告団の横顔、
被告事件についての陳述（村崎義正、村崎勝利、福永清人、西山隆

劣化

住吉91 1979 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
「同和新法」の成立と展望　磯村英一、新法と今後の同和行政の発展の方
向　寺尾孔明

劣化

住吉91 1980 （地区資料研究会封筒） 小冊子 不明 第16回自治体職員同和問題研究集会　オリエンテーション　近畿府県市町
住吉91 1981 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 第28回全国大会分科会狭山闘争、方針書の中身
住吉93 1982 （地区資料研究会封筒） 冊子 不明 老人休養ホーム塩楽荘、市同促
住吉98 1983 （地区資料研究会封筒） 小冊子 不明 「寛政五人衆」　福岡市立千代隣保館 劣化
住吉86 1984 （地区資料研究会封筒） 集印帳 不明 （住田利雄さんの神宮・神社の記念印帳） 劣化

住吉91 1985
「部落地名総鑑」差別事件
糾弾坪田に対する確認会
報告書

冊子 不明
中央本部人権対策部、坪田に対する第1回確認会速記録、坪田に対する
第2回確認会（速記録、要綱及び資料）

住吉98 1986 じんけん 冊子 不明 津市教育委
住吉19 1987 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 断面図（駐車場）
住吉93 1988 国・市同対審答申集 小冊子 不明 大阪市同対部、大阪市同対審答申、特措法、特措法施行令

住吉93 1989
大阪の進路保障（第2回研
究集会の報告書）

小冊子 不明
全大阪進路保障連絡協議会、運営要項、基調報告、全体会討議、講演
「子どもの実態と進路保障の課題」福岡県同推協わたなべやすひろ、分科

住吉93 1990
大阪市における青少年對
策

小冊子 不明 大阪市民生局児童課青少年問題協議会、大阪市における青少年対策

住吉93 1991
同和対策関係基礎資料
（啓発活動用）　大阪市同
対部

冊子 不明

大阪市同対部、（地対法、地対法施行令、地対法制定時における質疑応
答、今後における同和関係施策について、同対審答申、特措法期限延長
と付帯決議、大阪市同対審答申、大阪市同和対策長期計画樹立のための
基本構想についての意見書、同和問題に関する市民啓発活動についての

住吉93 1992
大阪市営住宅管理執務提
要　建設局住宅管理課

冊子 不明
建設局住宅管理課、（管理員並びに管理人としての心構え、報告義務、市
営住宅管理条例市営住宅管理条例施行規則、減免要綱、入居者入替に
ついて、市営住宅保障内容について）

劣化

住吉97 1993 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 日本仏教宗派一覧表
住吉98 1994 （地区資料研究会封筒） 小冊子 不明 上田音市「水平運動・農民運動と共に歩んで（月刊雑誌歴史評論）
住吉93 1995 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 名刺、水道管・新設つけかえ工事地図



住吉87 1996 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
実調集計表－全国抽出60地区3000世帯－（府同和問題研究会・一般保護
世帯経営耕地面積別世帯数、農地改革前の所有耕地面積・現在の所有
耕地面積別世帯数）

劣化

住吉87 1997 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 生業資金調査票（様式） 劣化
住吉01 1998 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 地図、民主局点検項目
住吉99 1999 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 自転車の正しい乗り方

住吉13 2000 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
府同和地区保健医療修学奨励金支給要綱、府同和地区保母修学奨励金
支給要綱

住吉86 2001
第2回人権のまち映画祭
アンケート

ファイル 不明 第2回「人権のまち映画祭」アンケート

住吉87 2002
第1回人権のまち映画祭
アンケート

ファイル 不明 第1回人権のまち映画祭アンケート

住吉99 2003 （地区資料研究会封筒） 冊子 不明 うた（歌詞）

住吉78 2004 表題なし ノート 不明
行動日程（事務局）、作業状況、カード・枚数、二次留守対策、（メモ）、告事
後のオルグの入り方、平沢選対教宣会議レジメ

住吉91 2005 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 防災計画（メモ）、60周年記念顕彰功労者名簿、60周年記念顕彰物故者名 劣化
住吉09 2006 住吉隣保館　45年 封筒 不明 住吉隣保館寄付行為（総則） 劣化
住吉08 2007 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 1987年度以後の個人給付的事業の基準の適用に関する確認事項 劣化
住吉74 2008 初給解放講座受講ノート 冊子 不明 支部、映画「夜明けの旗」

住吉34 2009 （地区資料研究会封筒） 複数 不明
残りの課題（メモ）、民衆の生活史に根ざす教育諸力の蘇生を（第28回全同
教大会地元実）、同和問題の理解と同和教育の推進について

住吉87 2010 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
全国にみる部落の現状、意識調査、無職と内職、労働日数の実態、丹生谷
死亡年齢調査表、死者よりの告発

住吉92 2011 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 模範定款例、生協模範定款例、府社会課

住吉93 2012 （地区資料研究会封筒） 複数 不明
公衆衛生上の指標からみた同和地区とその他の地区の比較統計書、面
積・人口と・世帯数と率、人口構成、出生児数と出生率、出産順位別出生
児率、年齢階級別死亡者数、死因別死亡率、死産胎数と率、市衛生局

住吉87 2013 （地区資料研究会封筒） 紐綴じ 不明 同和地区実調集計結果報告書、人口、世帯、住宅、市大文学部社会調査 劣化
住吉71 2014 コープ親睦会 ファイル 不明 コープ親睦会ニュース（No.1～3）、グリーンピア三木、海水浴

住吉97 2015
同和教育運動の深まりと
拡がりをめざして

冊子 不明

日教組第20次・日高教第17次教育研究全国集会報告書、滋賀県教職員
組合、彦根市鳥居本小学校、職場・地域で同和教育を拡めるために、映画
「橋のない川第2部」上映運動と地域提携、教員組合・教育サークル等と同
じ教育運動

住吉97 2016
映画「橋のない川」第2部
上映運動の教訓と深野同
和教育の発展のために

冊子 不明
日教組第20次・日高教第17次教育研究全国集会報告書、奈良県教職員
組合、奈良県における差別の現実と人権を守る闘い、映画「橋のない川」第
2部上映の意義、映画「橋のない川第2部」上映（運動の経過、教訓）

住吉97 2017 人権と民族の教育 冊子 不明
大阪教職員組合、解放教育読本「にんげん」、大教組教研解放教育分科
会各小分科会概要、日教組第20次・日光教第17次教育研究全国集会報

住吉93 2018 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 地区協準則（改正案）



住吉77 2019 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 矢田地区予備調査報告書（府同和問題研究会）

住吉77 2020 （地区資料研究会封筒） 複数 不明
新役員名簿、4．29天皇制反対映画・講演集会開催要項、松原バークレー
ン公判闘争ニュースN0．51（松原支部）、10年のあゆみ（松原第25保育所）

住吉35 2021 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 1．28闘争子連調べ（各支部の戦術と結果）
住吉09 2022 （地区資料研究会封筒） 複数 不明 使用者義務履行契約書、同和地区における隣保館運営要綱
住吉91 2023 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 不明 住田家部屋割り、運動と行政、要求射組合と外国人・府連
住吉93 2024 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 各区面積人口一覧、具体的提案（分区・合区）

住吉13 2025 （地区資料研究会封筒） 複数 不明
同和地区医師等人材育成制度運営委の設置（について、構成案につい
て）、職種別からみた給料比較、同和地区医師育成基金設置構想につい
て、同和地区医師等育成委運営要項（大阪市案）

住吉97 2026 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
人権と民主主義の破壊に抗して（石川元也編）より－解同府連との斗い－、
解同府連の攻撃の特徴、矢田教育差別事件

住吉78 2027 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 蛇草選対書記局派遣表
住吉01 2028 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 総計の当面する課題（部落解放の住環境づくりについて）
住吉32 2029 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 漢字のかなづけ集計表、漢字のかきとり集計表、（地区児童）

住吉03 2030 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
大阪府同和地区における解放会館運営要綱（仮称）、第7回スポーツ祭典
実任務分担表案、安中解放会館

住吉71 2031 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
同和対策事業の推進、同対審答申をめぐる大阪市各局交渉報告（資料）、
募集要項（大阪解放学校）

住吉14 2032 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 大阪同和産業振興会寄附行為

住吉12 2033 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
契約書（記入なし、身障者福祉電話の貸与について）、市同和地区身障者
福祉電話設置要綱案、福祉電話貸与申請書（記入なし）

住吉11 2034 5号館改築図面 紙袋 不明 （図面）、住吉5号館（住戸改善工事について、住民説明会）

住吉02 2035
領収書参加券　1401～
1500

紙袋 不明 第18回地区研参加者集計表、第17回地区研報告

住吉88 2036
地区協啓発ビデオ歴史
編・現行関係　笹井

紙袋 不明 「住吉地区の歴史」（原稿）

住吉92 2037 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 初級解放学校受講者カード、府連闘争部行動隊員名簿、府連行動隊規約
住吉01 2038 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 住吉総合福祉センター計画案
住吉92 2039 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 大阪府下の専修学校一覧表及び専修学校に係る就学奨学金の取扱につ

住吉03 2040 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明
住民のための生活ハンドブック作成案、住民のための生活ハンドブック作
成にむけたアンケート

住吉02 2041 トライプラン様 紙袋 不明 第15回地区研、開会挨拶（原稿）、第1分科会（原稿）、第2分科会（原稿）

住吉02 2042
第15回地区研報告書 田
島美紀

紙袋 不明 第15回地区研（第1～6分科会）

住吉71 2043 表題なし ファイル 不明 班動員記録表、動員参加者名簿

住吉91 2044
台風17号（76．9）災害実
態（11．1建設省交渉メモ）
大川

ファイル 不明 建設省交渉資料、（各県台風被害状況）



住吉06 2045
総計だよりNo．1　部落解
放住吉地区総計実行本部
事務局

ファイル 不明 総計だより

住吉88 2046 村田兄へ要返却 紙袋 不明
（兵庫部落解放研究所）、原稿（「村の風景」、「村の生活習慣と儀礼」、「村
の行事」、「村の自治と集い」、「村の事件と災害」、「村の娯楽と子どもの楽
しみ」、「他の村からみた住吉村出口」、「村と戦争」、「村の融通と相互扶

住吉01 2047 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 立体駐車場・プール計画（屋上プール平面図、1階平面図、断面図）
住吉01 2048 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 「人権とまちづくり」～国際居住年によせて、地区の解放運動・歴史と現状
住吉87 2049 保育関係 紙袋 不明 保母の実調、保護者実調（卒論のための調査）
住吉88 2050 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 米騒動における住吉部落の動き、天野市議（自民）差別糾弾闘争報告

住吉91 2051 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
部落解放のあゆみ（戦前編）－全国水平社創立六十周年記念－（近代に
おける部落差別、水平社はかくしてうまれた、差別糾弾の闘い、解放理論
の発展、広がる水平社、生活擁護・共同闘争、差別裁判との闘い、ファシズ

住吉85 2052 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 生協部門レジメ
住吉02 2053 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 第11回地区研「基調報告」（平書き）
住吉97 2054 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 当組合臨時職員の食堂内における差別表現についての報告（市大生協）
住吉11 2055 （表題なし） 仮綴じ 不明 事業実施住宅建替計画、付近見取図、住宅建設計画図

住吉93 2056 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
住吉区における人権啓発の計画について（基本的な考え方、住吉地区周
辺における校区別人権協の設置、設置へ向けての検討、それぞれが果た
すべき役割、今後の取組み）

住吉87 2057 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
基礎調査、生活実調、生活への満足度・健康面・家庭での人間関係・家庭
での学習環境・社会的人間関係・家庭での学習面・意識調査

住吉01 2058 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 「まちづくりニュース」の発行について、差別の歴史の引きつぎについて
住吉87 2059 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 基礎調査（票）、生活実調
住吉77 2060 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 「東京における被差別部落の実調（足立支部）並びに狭山現調」実施要項

住吉71 2061 支部体制 ファイル 不明
第1回執で第24期執行体制決まる、支部定例会議人事配置一覧、第25回
支部定期大会支部員参加集約一覧

住吉71 2062 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 第27期支部執行体制案
住吉12 2063 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 高齢者向けケア付住宅について、1階平面計画、7階平面計画、地階平面
住吉75 2064 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 天皇制と部落差別（メモ）
住吉93 2065 （表題なし） 封筒 不明 （要求・回答書）対市交渉
住吉98 2066 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 女たちのうた（奈良プログラム・大阪プログラム・吉岡しげ美作品集から）
住吉73 2067 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 狭山事件の再審を実現しよう！、青年部自転車行進隊

住吉88 2068 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
古記録にあらわれた上代の依羅（文献）、条理制遺構（文献）、大和川の付
替とその影響

住吉71 2069 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 部落解放をめざす社会教育の今日的意義、（府県連人員集計）

住吉94 2070 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
第26回全国青年集会第6分科会・活動報告（兵庫県連合会）、部落問題研
究所・案内、大学奨学金貸与化阻止の闘い（広島県連合会）



住吉91 2071 （地区資料研究会封筒） 複数 不明
大会進行要領、三大闘争推進・部落解放行政確立闘争月間について、第
25回大会の任務と闘いの基調（草稿）、衆議院選挙ならびに府知事選・統
一自治体選挙斗争体制の確立について

住吉97 2072 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 民族的な自覚を育てること－在日朝鮮人子弟の教育－、池内淳
住吉41 2073 （地区資料研究会封筒） 紐綴じ 不明 識字運動経験交流会討議概要

住吉06 2074 （地区資料研究会封筒） 単葉複数 不明
地域交流促進、施設デーのとりくみ、館長の雇用形態、基本事業（貸館、地
域福祉、啓発広報、相談事業）

住吉91 2075 （地区資料研究会封筒） クリップ 不明 全研基調報告（住田利雄）

住吉86 2076 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
文化統一戦線と大壁面彫塑運動（原稿）、住吉支部における解放のリアリズ
ムと世界的な美術史観（原稿）、金城実

住吉71 2077 （地区資料研究会封筒） 複数 不明
（手書き資料多数、会館職員会議、支部執、（住田利雄手書き資料）、第3
回研究者集会、住吉解放会館レリーフ「解放のおがり」、12．10シンポ
ジューム資料、運動と行政、ヤジマ産業（質問）

住吉12 2078 （地区資料研究会封筒） 単葉 不明 生活保護者に対する要求、身障に対する要求
住吉91 2079 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 「同和」教育白書調査表（未記入、中央本部）

住吉78 2080 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
女性の地位向上に関する大阪府への提言（草案、教育、労働、福祉、社会
参加）

住吉34 2081 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
同推協総会に向けた基調案（はじめに、私たちをとりまく厳しい状況、今年
の活動の力点は）

住吉31 2082 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
保育守る会20周年記念式典運営要項、来賓案内名簿、保育守る会20周年
記念事業実

住吉73 2083 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明 青年部自転車行進報告書（支部）

住吉71 2084 書記局会議報告 ファイル 不明
支部組織・執行体制、（支部・日常活動学習の現状）、書記局会議（組織建
設・理論学習の長期計画策定について

住吉93 2085
借入申込書（直接貸与・病
院・診療所用）

小冊子 不明 （様式集）

住吉31 2086 （地区資料研究会封筒） クリップ 不明
住吉乳児保育所（研修感想文、この住吉保育所に勤務して感じたこと、住
吉にきて思うこと、寸劇の上演に関して、寸劇の上演についての反省、住吉
をとおしての私の思い）

住吉84 2087 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
第7回総合福祉センター準備室事務会議（メモあり、会議議事録（抄、第3、
6回）、研修計画表案）

住吉35 2088
「感想文」（大川さんの話
について）

紙袋 不明 （大川さんの話について・小学生の感想文）

住吉97 2089 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ 不明
無罪を言い渡すべきあきらかな証拠「脅迫状の作成者」和島岩吉未定稿、
和島法律事務所

住吉92 2090 （地区資料研究会封筒） 仮綴じ

不明
（200
0年
以

法期限後の同和問題解決のための施策について


