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は　　じ　　め　　に

　この目録には、長沼町ナイキ基地建設に関わる現地長沼の動き、支援団体の運動、

裁判等の資料を収めた。この運動の一翼を担った北海道平和委員会（松井愈氏遺族所

蔵資料を含む）に収蔵されていたものを一括譲渡されたので、同委員会にまつわる資

料が多いのはそのためである。

　事件は１９６８年 5 月末、防衛庁が第三次防衛力整備計画の一環として、空知支庁

管内長沼町の馬追山脈に、航空自衛隊高射隊ナイキハーキュリーズ基地を設置する準

備をすすめていると公表したことに始まる。６月には、「長沼町ミサイル基地設置反

対共闘会議」が結成され、全道的な反対運動の広まりをみせ、長沼町は東日本最大の

基地反対の町と呼ばれるようになった。一方、推進派の運動も浸透し、警察機動隊と

の衝突が繰り返される中、馬追山の水源涵養保安林の指定解除が合法か否か裁判で争

うことになった。

　これに対し、昭和４８年９月７日、札幌地方裁判所（福島重雄裁判長）は自衛隊を

軍隊と断定し、防衛庁設置法、自衛隊法についても憲法に違反すると言及する判決を

下し注目されたが、札幌高等裁判所、最高裁判所でこれを取り消した。（最高裁判決

Ｓ.５７.９.９）

　

　目録の記載は、原則として　Ⅰ.現地、Ⅱ.公判、Ⅲ.支援団体、Ⅳ.その他資料、Ⅴ .

自筆原稿・メモ、Ⅵ.その他、Ⅶ.映画・スライド、Ⅷ.録音テープ　に大別し、資料番

号は通番とした。なお、映画フィルム、録音テープは別置した。不明な事項について

は記載を省略あるいは〔  〕で補い記入した。

　チラシ・ポスターの類は見出し等を標題とし、１枚ずつ番号を付してある。

請求記号 H393.1－Na

この資料を当館が収蔵するにあたり、北明邦雄様、黒川ミヱ様、君尹彦様にお世話

になった。資料の分類、作成等についてもご助言をいただいたことを記し、感謝した

い。

なお、別に恵庭事件関係資料も収蔵しているので、あわせて利用されたい。
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Ⅰ．現地

長沼ミサイル基地設置反対共闘会議

　（１）『共闘ニュース』NO.1・2・5・7・8・12～14・17～21・24～28・30～37・39・

40・42・42 訂正版・43・50・58・Ｎｏなし３枚

（２）『私達の生活を破壊するミサイル基地設置を許すな！』　1968.7？　5 枚

（３）『長沼町に設置されようとしているミサイル基地についての資料』　4 枚

（４）『長沼町にミサイル基地がなぜ設置されるのか』　5 枚

（５）「経過」「活動の総括（案）」「活動の方針（案）」　6 枚

（６）『公開質問状』　共闘会議他五団体　1969.4　〔４ｐ〕

（７）『長沼町ミサイル基地設置反対共闘会議第 13 回代表者会議議案』　1969.12.4

　　　　7，〔25〕ｐ

（８）『ナイキ阻止、自衛隊の違憲糾弾＝長沼のたたかい＝』　伊藤　隆　1973.夏？  10ｐ

　（９）「声明文」１９６8.6.4　１枚

（１０）「保安林解除について考えましょう」　1968.7　１枚

（１１）「町民の皆さん！考えて下さい！！」　〔　〕　１枚

（１２）「声明文」　1968.6.4　１枚

（１３）「長沼町民の皆様！ミサイル阻止は可能です！！」　1968.9　１枚

（１４）「馬追山の木は一本も切らせぬ！直訴団報告会」　1968.11　１枚

（１５）「声明」　1969.3.6　１枚

（１６）「ミサイル阻止闘争は新たな段階に入りました。……」　1969.3.6　１

（１７）「長沼町の皆さん！今からでも遅くはありません。ミサイル基地設置反対に立ちあ

　　　　がりましよう」１枚

（１８）「声明」　1969.7.7　１枚

（１９）「泣きをみるのはわたしたち町民です」　1969.7？

（２０）「長沼ミサイル基地の意味するものは何か？ミサイル問題講演会（1968.6.7）」

　　　　高教組長沼高校班　１枚

長沼平和委員会

　（１）『平和ニュース』NO.2　1968.10.2　１枚

  （２）「聴聞会五月再開に伴う〝ミサイル闘争〟方針について」　1969.3.7　１枚

　（３）「ナイキ・ハーキュリーズ基地設置を阻止するために「保安林解除」粉砕の抗議

　　　　を農林大臣に集中しよう！」　1969.3？　１枚

（４）「抗議文」　1969.5.1　農林大臣・防衛庁長官・林野庁長官あて　１枚

（５）『ナイキ・ハーキュリーズ基地設置を阻止するために「保安林解除」を粉砕しよう！』

　1969.5.16　4 枚
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　（６）『政府の暴挙に対して平和を愛好する皆さんへ訴えます』　1969.7.7　2 枚

　（７）「8.31 長沼集会によせて」　1969.8.31　１枚

　（８）『9.7 長沼判決を土台に　長沼ミサイル基地と代替施設・関連施設（現地調査メモ）』

1973.10.13 11p

促進協力会・自衛隊・町など

（１）『長沼町ナイキ基地設置促進協力会規約（案）』　1968.11　２枚

（２）『長沼町の皆さん、代替施設工事の計画は万全です！」　札幌防衛施設局　１969.5

       1 枚

（３）「長沼町の発展と平和は町民自らの手で築きあげよう」　促進協力会　1969.7？

1 枚

　（４）「保安林解除処分停止の裁判について」　促進協力会　1969.9　１枚

　（５）『対空誘導弾　ナイキＪ』　北部航空方面隊　［　］　１枚（2 つ折り）

　（６）「長沼町の皆さん、ナイキ・ハーキュリーズは核のつかない防禦用の兵器です」

自由民主党北海道支部連合会　［　］　１枚

　（７）「航空自衛隊（立川基地）が来町し演奏会を開催しますので、多数御観覧下さい」

長沼町自衛隊協力会　1969.9　１枚

　（８）『保安林解除の代替施設として行なう対策事業概要』　２枚

　（９）『広報ながぬま』第 177／178 号　長沼町役場　1967.6.12／1968.7.1　２冊

　　　　　第 177 号（ミサイル基地設置に対し正しい判断を），第 178 号（ミサイル基地設

　　　　　置について”諸条件の完全履行を“）

（１０）『長沼新報』第 455 号／ﾐｻｲﾙ基地設置について座談会，『長沼新報』特集号／対空誘導

弾ナイキＪについて　長沼新報社　1968.6.25／1968.7.６

（聴聞会）

　（１）「保安林の指定の解除に関する異議意見書の提出に伴う聴聞の実施について」

　　　　　森田行子宛　農林大臣長谷川四郎　1969.4.28　2 枚

　（２）「委任状」（森田行子　松井　愈へ）」　1969.　1 枚

　（３）「入場者の守るべき注意」　聴聞会議長　木村晴吉　1968.9.18　1 枚

  「入場者の守るべき注意」　聴聞会議長　松本守雄  1969.5.8～10　1 枚

　（４）「事業計画概要」　聴聞会配布資料？

Ⅱ．公判

　５-１『〔札幌地方裁判所宛〕執行停止決定申立書』　〔17ｐ〕　孔版

５-２『札幌高裁決定（地裁の効力停止決定-69.8.22-を取り消す）』　1970.1.24  謄本
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　　　　１冊

５-３『〔札幌地方裁判所宛〕裁判官忌避申立書　青焼』　書き込みあり　9 枚

６『札幌高裁決定（福島裁判官忌避申し立て却下決定-1970.5.7-に対する抗告を取

り消す）』　1970.7.10　〔６ｐ〕

７『長沼ミサイル基地事件訴訟記録』第 1 集　北海道平和委員会　1970.5 １冊

８『長沼ミサイル基地事件訴訟記録』第 2 集　 1972．8  422ｐ

９『長沼ミサイル基地事件訴訟記録』第 3 集　 1972.12  p423~767

１０『長沼ミサイル基地事件訴訟記録』第 4 集　１973.7  p769~1234

１１『長沼ミサイル基地事件訴訟記録』第５集 （判決）1973.10  p1235~1373

１２『長沼ミサイル基地事件訴訟記録』第６集（控訴審その１）1975.1  180p

１３『長沼ミサイル基地事件訴訟記録』第７集（控訴審その２）1976.5  327p

１４『札幌地裁判決（第一審福島判決）』　1973.9.7　510,24p

       ※保安林指定の解除処分取消請求事件判決

１５『上申書』（小河裁判官ら忌避申立について申立人氏名および訴訟代理人氏名）1976.

4.30　〔16ｐ〕

１６『札幌高裁決定（小河裁判官ら忌避申立を却下）1976.5.20  30p　謄写コピー

１７-１『口頭弁論再開申請』　1976.6.10　18p

１７-２『口頭弁論再開申請（補充書）』　1976.7.16　１５ｐ

１７-３『口頭弁論再開申請（補充書２）』1976.7.16　8p

１８-１『札幌高裁判決（控訴審小河判決）』　1976.8.5  253p

１８-２『当事者目録 1』p1~240

１８-３『当事者目録 2』p241~662

１９-１　保安林指定解除処分取消請求事件『上告理由書』　1977.3.30　147p  ※「安保

　　　　なくせ！生命と生活を守ろう！」（北海道 1970.6.23)　1 枚あり

１９-２『上告理由補充書』第 1 回　1979.12.20　〔18p〕

１９-３『上告理由補充書』〔第２回〕1980.11  11p

１９-４『上告理由補充書』〔第３回〕1981.12.14  34p

１９-５『上告理由補充書の訂正』〔第３回補充書の訂正〕1982.1.21  〔3ｐ〕

１９-６『上告理由補充書』〔第４回〕1982.1.21 〔8ｐ〕

１９-７『文書送付の嘱託』　1982.1.21　１枚

１９-８『文書送付の申請理由補充書』　1982.2.19　〔16ｐ〕

１９-９『上告理由補充書』〔第 5 回〕1982.2.19  〔15ｐ〕

１９-１０『上告理由補充書』〔第 6 回〕1982.5 １冊

１９-１１『上告理由補充書』　1982.9.1　〔12p〕

１９-１２『上告理由補充書』　1982.9.1 56p

２０-１『最高裁判決（裁判長団藤重光）』  1982.9.9  119ｐ
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２０-２『判決理由要旨（最高裁団藤判決）』　1982.9.9　15p

２１『長沼ミサイル事件訴訟　自衛隊の違憲追求・証言索引』　北海道平和委員会

　　　1973.2　　補遺（3p）あり

　

Ⅲ　支援団体

弁護団

２２-１-（１）「声明」 1970.7.10 　１枚　青焼き

２２-１-（２）「（札幌高等裁判所宛）要請書」1974.12.1  　手書き原稿４枚

２２-１-（３）『今こそ平和を守る闘いを』長沼ミサイル基地事件弁護団〔1980?〕

２２-１-（４）「（最高裁第一小法定廷）質問状」1982.10.15 　３枚

　

恵庭事件対策委員会

２２-（１）「3 月 29 日（恵庭公判闘争で自衛隊が裁かれた日）を全国的な自衛隊闘争日に！」

　　1968.3 .1 １枚

２２-（２）『長沼へナイキ・ハーキュリーズを持ちこむための自衛隊のウソとゴマカシ（対民事

作戦）＜その１＞』　1968.7　〔8ｐ〕

　　　

教員組織

（１）教員“野崎さんを守る会”・「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会

２３-１「長沼ナイキ基地反対闘争年表」　教員“野崎さんを守る会”　〔1970.2？〕１枚

２３-２「学習会のお知らせ」　1970.8　１枚

２３-３「1972.9～10 教育関係情勢資料」　札幌西高定時制分会　松井晋　憲法・自衛隊問題研

究会（仮称）準備会　１枚

２３-４「長沼第 24・25 回公判闘争に参加しよう！」　教員“野崎さんを守る会”　1972.11.10

　　　１枚

２３-５「長沼公判第一審判決 9 月７日（金）を中心とする長沼公判闘争に参加しましよ

　　　　う！』　教員“野崎さんを守る会　1973.8.28 　１枚

２３-６「9.7 長沼「自衛隊違憲判決」をめぐる 73.1～10 の動き」　札幌西定　松井晋

　　　　１枚

２３-７「「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会結成のよびかけ」「同規約（試案）」

　　　　　1973.9　　２枚

２３-８「「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会結成のよびかけ」　1973.11　１枚

２３-９「恵庭・長沼のたたかいと札幌の教職員」　1973.12.16　ＳＭ　１枚

２３-１０「長沼第二審第一回公判闘争（７月２～３日）に参加しましょう！」
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　　　　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会　1974　１枚

　２３-１１「「長沼第二審の勝利をめざすたたかいの意義と展望を学ぶつどい」の御案内」

　　　　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会　1974　１枚

２３-１２「お知らせ」　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会 1974.8.31　１枚

２３-１３「HBC の自衛隊ＰＲ番組放映は、憲法と長沼判決に対する反逆だ」　「長沼」－

　　　憲法・自衛隊問題対策教職員の会 1975.3.3  1枚

２３-１４「長沼のたたかいについての訴え」　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員

　　　　の会　1975.9　１枚

２３-１５「3 月例会のお知らせ」　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会　1976.3.11

　　　　１枚

２３-１６「77 安保・軍国主義のうごきと長沼のたたかい」　「長沼」－憲法・自衛隊問

　題対策教職員の会　Ｍ　1978.1　３枚

２３-１７「安保による教育への攻撃を告発する（自衛隊を告発する長沼法廷レジュメ）」

　　　　1978.4.9　１枚

２３-１８「第１０回例会のお知らせ」「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会

２３-１９「最近の情勢」(1974.6.15~1980.8)　２７枚

２３-２０「自衛隊・米軍の作戦・演習、編成・装備(1980.8~81.10)」  ３枚

２３-２１「教育をめぐる情勢(81.8~82.7)」　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会

　　　　２枚

　（２）「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会ニュース

２４-１「長沼」教職員の会ニュース　NO.1～6  1973.12.27～1974.6.10　６枚

２４-２「長沼」対策教職員の会ニュース　NO.7・9・13～18　1974.7.20～1976.12.30　　

NO.18～20　1977.12.7～1978.12.5　１５枚

　（３）教育運動・教研集会

　２５-１『新しい憲法のはなし』　大原敏広南長沼中学校教諭（原告）　1868？　21p

      謄写刷

　２５-２「決議文」第 10 回札幌・石狩地区合同教育研究集会　1969.10.26　１枚

　２５-３『道民教帯広・十勝合研（75.8.2～4）第 18 分科会「平和と教育」基調報告および

　　　　まとめ』　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会　12,〔4〕ｐ

　２５-４「公正判決要請の決議」 長沼闘争勝利・違憲の自衛隊を告発する学習決起集会

　　　1973.9.1　１枚

　２５-５「札教通信」NO.560　札幌市教職員組合　1974.8.23　１枚　　※『第二審の勝利

　　　をめざす』集会に参加しよう

　２５-６「長沼裁判の一審判決を支持し、札幌高裁での公正な審理を要求する決議」第 25 　
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回全道教研集会　1975.11.3　１枚

　２５-７「「75－教育の場における軍国主義の実態調査」についてのお願い」「同アンケート

　　　　用紙」北海道私立学校教職員組合他　1975.12　３枚

　２５-８『北海道（高校）における自衛隊・軍国主義の教育介入の実態』　北海道高等学校

　　　　教職員組合・北海道私立学校教職員組合他編　1976.7.11　44ｐ

　２５-９「長沼ファッショ裁判－8.5「判決」を糾弾し……たたかいを飛躍的に発展させよ

　　　　う！」第 15 回道民教合同教研小樽・後志集会決議　1976.8.10　１枚

　２５-１０ 「平和と教育」連絡会ニュース　2 号　松井晋　1977.9.23　１枚

　２５-１１「すべての分野から平和を軸とした教育の創造を｣　北海道平和委員会　1978.8.5

　　　　１枚

　２５-１２『北海道の平和教育』（日教組第 29 次、日高教第 26 次教育研究全国集会報告書）

　　　伊藤隆千歳高校教諭（原告）　1980.1？　14ｐ

　２５-１３「第 3 回北海道平和教育シンポジウム（1981.12.6）」　合同教研全道教研「平和・

　　　　　憲法と教育」分科会　１枚

　２５-１４「長沼ナイキ基地訴訟の公正な審理を要求する決議」　北海道大学教職員組合定

　　　　期大会 1982.7.17  １枚

　（４）報告書

　２６-１『日米共同声明路線の具体的あらわれと長沼闘争を軸とするナイキ・自衛隊闘争

　　　の意義』3 枚／『同報告書についての説明』4 枚　教員“野崎さんを守る会”

　　　1970.5.25

　２６-２『対自衛隊・長沼闘争と教育の軍国主義化反対闘争との関連』　教員“野崎さん

　　　を守る会”　1970.10.25 　3 枚

　２６-３『対自衛隊・長沼闘争と教育の軍国主義化反対闘争との関連』12ｐ／『同資料』

　　（第 20 次合同教研全道集会提出レポート）　教員“野崎さんを守る会”1970.10.25

　２６-４『「平和に生きる権利」を貫く恵庭－長沼のたたかいと私たちの歴史的責任』（第

　　　23 次合同教研全道集会提出レポート） 北教組札幌支部　松井晋　1973.11　1 冊

　２６-５『教育に対する攻撃のねらい＝「安保教育」を見抜き、「平和に生きる基本権」を

　　　原点に据えた教育をうち固めよう！』　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員

　　　の会　松井晋　1977.7　12ｐ

　２６-６『「国防」＝安保教育を糾弾する―平和を基本とする教育の確立こそ急務―』

　　　　「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会　松井晋　1978.6　12ｐ

  

　　北海道在日朝鮮人の人権を守る会

　２７-１『ホッカイドーッ！ホッカイドーッ！生キテ再ビ帰レヌ地』（人権と民族パンフ

　　　第５集）北海道在日朝鮮人の人権を守る会 1972.11　78ｐ
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　２７-２『恵庭・長沼の闘いに学ぶ』（人権と民族パンフ特別号）　1974.7.3　32ｐ

　２７-３　『長沼ナイキ基地訴訟の公正な審理を要求する要請書」　1982.

　　宗教団体

　２８-１『北海道キリスト者平和の友』ｎｏ．64,66,75,77,85,87,88,89,90,92,94,96,100,105,

108,119,126，〔1983.6.26〕，『平和の友』132,135,142,168 号　北海道キリスト者

平和の会　1968.12.20~1989.9.25　２２枚

　２８-２「福島重雄裁判長ら三裁判官宛慎重審議要請文」　長沼事件支援全国キリスト者の

　　　　会　1973.4.30　１枚

　２８-３「「長沼事件支援全国キリスト者の会」への新たな呼びかけ」　長沼事件支援全国キリ

　　　スト者の会　1974.8.15　１枚

　２８-４『長沼公判支援キリスト者ニュース』NO.1・2・号外（75.12.3～76.3.13）　長沼事件

　　　支援全国キリスト者の会　３枚

　２８-５『平和憲法の友』第 39 号　長沼事件支援全国キリスト者の会　1976.4.15　〔4ｐ〕

　２８-６『かいほう』第 5 号~ 8 号 　北海道キリスト者平和の会　1969.1~1976.8.15　４冊

　２８-７　深瀬忠一『転回点に立つ無軍備・非核平和主義６』抜刷　ｐ166～179

　２８-８　深瀬忠一『福島裁判長の忌避申立に対する態度の検討』抜刷　p32~53

　２８-９　深瀬忠一『憲法の平和主義と裁判』『公法研究』第３５号抜刷　p55~69

　２８-１０『長沼事件国民法廷証言』　北海道キリスト者平和の会　榎本栄次　1978.4.9　１

　　　　　枚

　２８-１１『4.9 長沼事件国民法廷証言－キリスト者の立場から（２）』　橋本左内　1978.4.9

　　　　１枚

　２９『北からの平和』　深瀬忠一　榎本栄次編著　新教出版社　1975.1.31　36５ｐ

　３０『剣を打ちかえて鋤とせよ』　長沼事件対策キリスト者特別委員会　1977.11.28

　　　　28p

　３１『平和の憲法と福音』　深瀬忠一著　新教出版社　1990.2.15　338p

　３２　スクラップブック　北海道キリスト者平和の会

　３３　紙芝居「恵庭・長沼事件　テント学校紙芝居」THE　HASHIMOTOS　PRODUCTION

　学生団体

　

 （１） 北大平和委員会・北大水産学部平和委員会

３４-１「平和に生きる権利９月への斗い！！」北大平和委員会　1974.9　１枚

３４-２「9 日長沼第 2 回公判を傍聴しよう！」北大平和委員会　1974.9　１枚

３４-３「憲法と長沼判決を武器に「平和に生きる権利」をたたかい取ろう！」　北大平和委 　

員会　1974.9　１枚
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３４-４「ロッキード疑獄糾弾！八雲ミサイル基地反対！3/12 長沼二審第九回公判に結集し

　　　　よう」　北大平和委員会　1976.3　１枚

３４-５「国民の良心に挑戦するファッショ的結審を強行！」 北大平和委員会　1976.3　１枚

３４-６「ご存知ですか？百里裁判を！」　1980.7？　１枚

３４-７「10/21 国際反戦デーに向けて安保破棄・自衛隊解散斗争の一層の強化を！」

　　　　〔　〕　１枚

３４-８『北海道の核ミサイル化を許すな』その２　北大平和委員会　1969.10.10　１冊

３４-９『北海道の核ミサイル化を許すな』その３　北大平和委員会　1969.12.12　１冊

３４-１０『北海道の核ミサイル化を許すな』その４　北大平和委員会　1970.5.5　１冊

３４-１１『北海道に核ミサイルを許すな』その５（写真集）　北大平和委員会　1970.11.21

　　　１冊

３４-１２『平和を私達の手で』　北大平和委員会　1971.6　１冊

３４-１３『北海道に核ミサイルを許すな』　1971.7.30 １冊

３５-１『北海道に核ミサイルを許すな―長沼にたたかう―』　北大平和委員会　1971.10.30

　　　　66ｐ

３５-２『北海道に核ミサイルを許すな―長沼にたたかう-その 2―』　北大平和委員会

1972.6.10　１冊 　

３５-３『北海道に核ミサイルを許すな―長沼にたたかう-その 7―』　北大平和委員会

　　　　1972.8.5    　　　　　

３５-４『北海道に核ミサイルを許すな』その 8　北大平和委員会　1973.3.28　１冊

３５-５『つきくずせ！この安保　北海道に核ミサイルを許すな！』NO.9　北大平和委員会

　　　　1974.4.20　１冊

３５-６『わしらはもはやだまされない！　北海道に核ミサイルを許すな』NO.10　北大平和委

　　　　員会　1976.8.3　１冊

３５-７『八雲に核ミサイルを許すな！』パンフ NO.4　北大水産学部平和委員会　1973.3.28

　　　　　１冊

（２） その他学生団体

３６-１「学生会ニュース　みなさんは知っていますか」北海学園大学Ⅱ部学生自治会

　　　1969.11.11　２枚

３６-２『現地調査』　北海学園大学Ⅱ部第３回道央基地調査実行委　1970.6.14　１冊

３６-３『自衛隊－その生活のうら・おもて』資料 NO.2　 北海学園大Ⅱ部平和委員会　1972.1.23

　　　　１冊　パンフ第２号

３６-４『長沼闘争とは何か－学園諸君学ぼう－』 北海学園大学Ⅱ部　ⅡのＡ　若林一雄　1974.

　　　　　ｐ63~69

３６-５「自衛隊の実態と長沼を知ろう！」NO.1～3（1970.5.11～6.16）　釧路学生平和委員会
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　　　　３枚

　北海道平和委員会

３７  年表「恵庭・長沼のたたかい」　北海道平和委員会　1983.9　１枚

３８『長沼裁判闘争ニュース　縮刷版』（NO.1～80）　150p

３９「長沼公判闘争ニュース」NO.81～100  20 枚

　ビラ・組織文書など

４０-１「ナイキ・ハーキュリーズと自衛隊はいらない！」　1968.6　１枚

４０-２「北海道千歳長沼へのナイキ・ハーキュリーズ配備反対のたたかいに関連して、日本平

　　　和委員会、埼玉県平和委員会への御要請」　1968.6.20　2 枚　　　　　　

４０-３「長沼への援農オルグについて緊急に要請します！　石狩・空知ブロック各域平和委員

　　　会宛」　1968.7.23　１枚

４０-４「北海道（千歳・長沼）への、ナイキ・ハ－キュリーズ配備阻止の全国共斗を強め、関西・

関東・北九州の核ミサイルを粉砕しよう！」　1968.8　１枚

４０-５『保安林解除』を阻止し、長沼ナイキ基地化粉砕のたたかいをすすめよう！」　1968.9.13

　　　１枚

４０-６「核安保のきっ先・長沼ナイキ・ハ－キュリーズ設置反対のたたかいを全力をあげて発展

させよう－聴聞会続会(5.8～10)の不当性を暴露し、その意図を粉砕する行動にいますぐた

ちあがろう－」　1969.5.3　１枚

４０-７「安保拡大強化のきっ先－違法・無効の聴聞会・保安林解除・ナイキ基地設置を粉砕しよ

う！」　1969.5.9　１枚

４０-８「今日は聴聞会最終日です－長沼町民の皆さんに注目と参加を訴えます！」1969.5.10

　　　　　１枚

４０-９「＝馬追山の緑と私達の平和を守るために＝　－「聴聞会」完全粉砕の報告と長沼町民の

皆さんへの訴え－」　1969.5.11　１枚

４０-１０「長沼ミサイル基地現地調査へ　そして楽しい山菜とり」　1969.6.1　１枚

４０-１１「長沼「保安林解除告示」の意図を粉砕するために抗議の嵐をまきおこそう」1969.7.10

　　　　１枚

４０-１２「長沼ナイキ基地反対共闘会議の次の要請にこたえて全会員が即刻要請ハガキを出しま

しょう！」　1969.7　１枚

４０-１３「安保破棄、沖縄全面返還、基地・自衛隊・軍国主義反対「10．10 長沼ミサイル基地

設置反対現地調査・学習・交流・決起集会」に結集しましょう！！」　1969.9.25　１枚

４０-１４「　同上　資料　」安保破棄・沖縄全面返還・基地自衛隊・軍国主義反対　５ｐ

４０-１５「沖縄を基地とするＢ５２の水爆パトロール反対！　長沼に核ミサイルを許すな！」

1969.10.26　１枚
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４０-１６「馬追山に核安保のきっ先・千歳米軍スパイ基地を守るナイキ基地設立をゆるすな！！」

1969.10　１枚

４０-１７「長沼保安林解除取り消し訴訟第二回公判（12 月 12 日）を中心とする自衛隊闘争に参

加を呼びかけます」　1969.11.25　１枚

４０-１８「昭和四十四年十二月六日準備書面（第一回）」（学習資料）　１枚

４０-１９「長沼ナイキ基地設置反対！　農民無視の一割減反・反対！　安保をなくし、農民の生

命と生活を守る学習決起集会に妨害と暴力行為をくわえた暴力分子をきびしく糾弾する」

1970.2.1　１枚

４０-２０「安保をなくせ！　生命と生活を守ろう！」（全道基地・自衛隊闘争地図）　1970.6.23

　　　１枚

（アジアの平和のための日本大会　長沼・千歳集会）

４１-１「長沼第 6 回公判－源田実証人尋問－をたたかいぬき　アジアの平和のための日本大会を

成功させよう！日米共同声明路線のきっ先長沼・ナイキ基地に反対しよう！」

1970.10　１枚

４１-２「アジアの平和のための日本大会　長沼・千歳集会　資料№１」1970.9.5，「同資料№２」

1970.9.6，「同資料№３」1970.9.20，「同資料№４」1970.10.10　４枚

４１-３「長沼ミサイル基地設置反対、自衛隊違憲追求、米軍基地撤去闘争のあらたな前進のため

に」　1970.10.11　１枚

４１-４「アジアの平和のための日本大会一般報告（案）」6p

４１-５「札幌高裁裁判官会議の福島重雄裁判官に対する「注意処分」に抗議を集中し、福島裁判

官に“辞表”撤回を要請する全国民的な運動をまきおこそう！」　1970.10.28　１枚

４１-６「司法のファッショ化＝長沼ナイキ基地反対・自衛隊違憲追及のたたかいが暴露したこの

実態＝に抗議する集会に集まろう！」　1970.10.29　１枚

４１-７「不法な保安林伐採強行に反対し、訴追委・札幌高裁・同地裁の福島裁判長に対する不当

処分－司法の独立に対する内外からの攻撃に断固たる反撃を！　第 7 回長沼公判闘争（11

月 13 日・金）に結集しよう！」　1970.11.9　１枚

４１-８「長沼ナイキ基地反対闘争の新しい発展をかちとり、農民の生命と生活を守り､自衛隊の

違憲､侵略軍隊の実態を糾弾し､司法反動化､軍国主義復活強化を阻止するたたかいを前進

させよう！　1970.11.21　１枚

４１-９「第 1 回長沼収穫交流会」　1970.12.5　１枚

４１-１０「核ミサイル　ナイキハ－キュリーズもちこみを策する馬追山への航空自衛隊 200 人の

駐屯反対！　憲法違反の自衛隊は長沼から出ていけ！」　1971.12.12　１枚

４１-１１「第 14・15 回長沼テント学習資料」　1971.11.25　１枚

４１-１２「長沼－現地調査・公判・稲刈援農等一連の秋のたたかいを大きく発展させよう」

1972.9.16　１枚　　＊馬追山のナイキ基地を撤去させよう！
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４１-１３「憲法違反の自衛隊の武装デモ糾弾！」　1972.10.29　１枚

４１-１４「“長沼のたたかい”（仮題　8 ミリ映画）作成のための第一次カンパ（5 万円）を訴え

ます」　映画「長沼のたたかい」製作委員会他　1972.12.11　１枚

４１-１５「清水与作さんに激励とカンパを！！」　1973.2.9　１枚

４１-１６「お礼と全快のご報告」　清水与作　1973.4.17　１枚

４１-１７「長沼最終弁論公判闘争へ参加の訴え」　1973.3.4　１枚

４１-１８－長沼最終弁論公判闘争・現地調査・交流・抗議行動－「安保・四次防反対・自衛隊違

憲追及のたたかいを強化する全国活動者会議」－ 3 月 28～31 日－に全国のたたかいを結集

しよう」　1973.3.5　１枚

４１-１９「（長沼最終弁論公判資料）＝憲法を武器に農民のいのちとくらしを守る長沼ナイキ基

地反対闘争の経過と背景（長沼闘争年表 1968.5～1973.3）」　３枚

４１-２０「国民への訴え」　第 26・27 回長沼ナイキ訴訟公判傍聴団一同　1973.3.30　１枚

４１-２１「九月七日長沼判決公判に向け全国から福島裁判長ら三裁判官に公正な判決の要求

を！」　1973.5.15　１枚

４１-２２「長沼援農のよびかけ」「援農参加者心得」　北海道平和委員会・長沼平和委員会

1973.5.23　２枚

４１-２３「6.24 現地調査－日程と心得」　1973.6.24　１枚

４１-２４「長沼援農への参加よびかけ」　1973.6.27　１枚

４１-２５「73 長沼援農日誌より（73.7.15 泥おとし交流会）」　１枚

４１-２６「第４回泥おとし交流会参加の呼びかけ」北海道平和委員会・長沼平和委員会

　　　1973.7.6 　１枚

４１-２７「福島裁判長ら三裁判官に公正な判決の要請を！」　北海道平和委員会・長沼平和委

　　　員会 1973.7　１枚

４１-２８「9.7 判決公判に向けて､道・地域での統一したとりくみを強め、すべてのブロックで､

長沼弁護団による講演と決起集会を成功させよう！」　1973.7.31　１枚

４１-２９「9.7 長沼判決にむけてのオルグ計画」　1973.7.21　１枚

４１-３０「自衛隊に憲法違反の烙印を！－長沼（第一審）判決に勝利しよう－」北海道平和委

委員会 1973.8　１枚

４１-３１「長沼判決公判闘争の手引き」　１枚

４１-３２「9 月 7 日－長沼判決　自衛隊は違憲だ！！」　日本平和委員会・北海道平和委員会

　　　1973.9.7　１枚

４１-３３「＝日本平和委員会第 23 回大会への報告＝9．7 長沼判決公判闘争とたたかいが切り

　　　開いた展望」　1973.11.9 　5 枚

４１-３４「自衛隊糾弾の新たなたたかい－長沼第２審公判に公正審理要請を！」　1974.2.11

　　　１枚

４１-３５「長沼－農業危機－参議選にむけて－『矢臼別のたたかいに学ぶ集い』」　1974.4.5
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　　　１枚

４１-３６「＝長沼への援農のおさそい＝」　1974.4.24　１枚

４１-３７「＝４月２１日､暴風雨のため長沼の清水さんの納屋が倒壊しました＝風害救援団結小

　 屋再建カンパを！」　1974.4.25　カンパ署名用紙　3 枚

４１-３８「6.2 長沼田植え・援農へのおさそい＝」　1974.5.25　１枚

４１-３９「参議院選挙のなかで　長沼二審公判の開始（７月３日）にあたって　―農民の平和に

生きる権利を守り､自衛隊と､自民党の安保政治を裁こう！－」　1974.6.2　１枚

４１-４０「前代未聞の悪政で国民から見放された自民党政府が､でたらめな理由で長沼町民２６

９人を控訴しました！」　北海道平和委員会・長沼平和委員会　1974.6　１枚

４１-４１「札幌高等裁判所内小河八十次・神田鉱三・横山弘裁判官宛『……憲法と良心のみに従

って公正な審議をつくされるよう､心から要請……』」　1974　ハガキ　１枚

４１-４２「長沼判決一周年記念全国連帯集会および恵庭－千歳－長沼をむすぶ現地調査､第二審

第二回公判（通算第７１回）にむけての呼びかけ」　日本平和委員会・北海道平和委員会

1974.8.24　１枚

４１-４３「緊急連絡　9.7～9.9 長沼闘争の一連の行動に、全道の平和委員会からの代表派遣を呼

びかけます」　1974.8.30　１枚

４１-４４「長沼判決一周年記念全国連帯集会（9.7）　恵庭－千歳－長沼をむすぶ現地調査（9.8）

第２審第二回公判（9.9 通算 71 回）をともにたたかおう！」　1974.8.30　１枚

４１-４５「9.7－9 判決一周年－第二審第二回公判闘争に参加しましょう！」１枚

４１-４６「長沼判決（９月７日）一周年と、札幌高裁の第二回裁判が近づきました.原告の皆さん

に訴えます」　北海道平和委員会・長沼平和委員会　1974.8.30　１枚

４１-４７「9 月 7 日－長沼判決 2 周年－今や判決の正しさいっそう明白！　この、自衛隊を裁き、

憲法を武器に平和といのちを守ろう…！」　1975.9.7　１枚

４１-４８「長沼第２審第二回公判（74.9.9）闘争速報　「平和に生きる権利」をめぐる論戦を展

開＝政府・最高裁の憲法と長沼町民に対する敵視の姿勢を鮮明にえがき出す＝」

1974.9.10　３枚

４１-４９「第５回長沼収穫祭へのおさそい」　第五回長沼収穫祭実行委員会　1974.11.1　１枚

４１-５０「読みましょう！＜3 冊セット 500 円＞」　1974.11.3　１枚

４１-５１「第５回長沼収穫祭＜プログラム・援農日誌＞」　同実行委員会　1974.11.23　１枚

４１-５２「12.17 長沼公判（第 2 審第３回）闘争に結集しよう」　1974.12.10　１枚

４１-５３「国民の「平和に生きる権利」（憲法前文）をにぎって　三木自民党政府の憲法－長沼

一審判決への反逆を許すな！」　北海道平和委員会・長沼第 4 回（通算 73 回）公判傍聴

団　1975．2．21　１枚

４１-５４「9.7 長沼 2 周年記念集会＝判決を武器に米日「韓」核軍事体制にいっそう深く組み

こまれた違憲の自衛隊を裁き、安保の総告発を！」　1975.8.26　１枚
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　(1975 年基地水害)

４２-１「長沼水害現地調査・聞き取り報告」　1975.9.15/17/20/21（聞き取り）21（現調）　手

書きメモ・コピー　９枚

４２-２「長沼町関係地域地図」　１枚

４２-３「調査にご協力くださった皆さん、そしてミサイル基地反対を闘う原告の皆さん、六号

台風による水害はミサイル基地設置によってもたらされました」（長沼第 2審第 7回公判特

別資料その１）　北海道平和委員会・長沼平和委員会　1975.10.2　１枚

４２-４「第６回長沼収穫祭＜プログラム・米づくり平和運動今年の歩み＞」　1975.11.23

　　　1 枚（二つ折り）

４２-５「長沼第 2 審第 8 回公判（12 月 4 日）に総結集を呼びかけます！」　1975.11.26　１

　　　枚

４２-６「3.12 長沼第 9 回公判に結集しよう！」　1976.3.3　１枚

４２-７「抗議声明　小河裁判官らの長沼控訴審･審理打切り、結審決定を断じて許さない緊急

　　　抗議集会」  1976.3.12　１枚

４２-８「長沼フォ－ラム（第二回 1976.3.14）資料　道央基地群に見る自衛隊の動き」

　1 枚

　４２-９「北海道平和学校（第二講）へのおさそい「ロッキード疑獄－長沼結審強行－を貫く

　　　　情勢の激動とたたかいの展望を学ぼう！」」　1976.3.17　１枚

　４２-１０「若者を先頭に、恵庭－長沼のたたかいの原点を訪ねよう！」　1976.3.17　１枚

　４２-１１「5.21“札幌農民全体集会”へのご参加を訴えます」　1976.5.15　1 枚

　４２-１２「76－米づくり平和運動の新たな発展のために」　1976.5.21　1 枚

４２-１３「緑と太陽の中で新たな平和田を！」　北海道平和委員会・長沼平和委員会

1976.5.25　　1 枚

　４２-１４「6.9～11 長沼第１０回国民法廷に参加を呼びかけます」　北海道平和委員会･北海

　　　　道キリスト者平和の会･「長沼」－憲法・自衛隊問題対策教職員の会　1976.5.31　1 枚

　４２-１５「安保条約と自衛隊の実態を総告発する長沼第 10 回国民法廷（北海道）と全国統一

　　　　集会を成功させよう！（6 月９～11 日）」　日本平和委員会･日本キリスト者平和の会･

安保破棄書要求貫徹中央実行委員会･憲法改悪阻止各界連絡会議･日本原水協･自由法曹

団･北海道平和委員会他　1 枚

　４２-１６「76 年秋－平和と戦争、憲法と安保の対決のこの時点こそ“米づくり平和運動”を

大きく飛躍させる時、冷害の下とり入れ(稲刈り)に 1 人でも多くの参加を！(10 月 10、

11、17 日)」　北海道平和委員会・長沼平和委員会　1 枚

　４２-１７「清水与作さんをしのぶ集い」の御案内　1976.11.24　1 枚

　４２-１８「清水与作さんをしのぶ集い(1976.12.10)　式次第･清水与作略歴」1 枚（二つ折り）

　４２-１９「第７回長沼収穫祭を成功させましょう」　第７回長沼収穫祭実行委員会   1976 .

        11.27 　１枚
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４２-２０「第７回長沼収穫祭(12 月 19 日)に参加しましょう！」　１枚

４２-２１「第７回長沼収穫祭＜プログラム･長沼日誌＞」　同実行委員会　1976.12.19　 １枚

（二つ折り）

４２-２２「楽譜『勝利を望み、主イエス･キリスト生涯』｣　１枚

４２-２３「おじいさん、きつね、たぬき、くま、ねこ、かえる、ぶたの会話」寸劇脚本  手書・

　　　　罫紙３枚

４２-２４ 「米日「韓」一体化と自衛隊･安保を総告発する長沼｢国民法廷｣(来春)を成功させよ

う！」　1977.11.12　３枚　※これが安保だいま北海道では

４２-２５「自衛隊を告発する長沼法廷宣言　自衛隊を裁く長沼法廷」　1978.4.9　１枚

４２-２６「書証」「憲法違反・国民生活破壊・対米従属・侵略の軍隊、自衛隊を告発する」（憲 　　　　　　　　　　　

　　　　法違反・国民生活破壊･対米従属･侵略の軍隊　自衛隊を告発する－78.4.9 自衛隊を告

発する長沼法廷第 1 部－）　4 枚　　　　　　　　　

４２-２７「1978 年度長沼平和米販売計画」　１枚　手書き・コピー

４２-２８「10.1 山崎平和田のはさかけに結集しましょう」　1978.9.22　１枚

４２-２９「11.26　第 9 回長沼収穫祭に参加しましょう」第 9 回長沼収穫実行委員会  1978.11.19

１枚

４２-３０「第 9 回長沼収穫祭＜プログラム、78 年長沼たたかい･日誌＞」　同実行委員会

1978.11.26　１枚（二つ折り）　※於・長沼神社

４２-３１「79 年度春季“米づくり平和運動”計画」　１枚  手書き・コピー

４２-３２「6.3 長沼平和田、田植えに結集しよう！」　北海道平和委員会　１枚

４２-３３「第 9 回泥おとし交流会に出かけよう」　北海道平和委員会　1979.7.2　１枚

４２-３４「9.7 長沼１審判決 6 周年記念集会へのご参加とご協力のお願い」　北海道平和委員会

1979.8.16　１枚

４２-３５「－80 年代の安保･自衛隊闘争を展望する－9.7 長沼１審判決 6 周年記念集会」　北海

道平和委員会　１枚

４２-３６「長沼、秋の援農に参加しよう！」　北海道平和委員会　1979.9.13　１枚

４２-３７「10.14 山崎平和田のはさがけに結集しましょう」　北海道平和委員会 1979.10.3

　　　　　１枚　※「へいわのうちに生きる権利」の実践

４２-３８「《緊急連絡》台風 20 号、平和田のはさぎを折る！大被害の平和田を救うため、11 月 4

日に緊急援農を訴えます！」　1979.10.24　１枚

４２-３９ 「今年も平和自主流通米に多数の申し込みを！」　北海道平和委員会　1979.11.19

　　　　１枚

４２-４０「１2.16　10 周年を迎える長沼収穫祭に参加しよう！」　長沼収穫祭実行委員会　１

　　　　　枚

４２-４１「第 10 回長沼平和収穫祭＜プログラム･７９年長沼のたたかい日誌・楽譜(百里、真実

のため)＞」　同実行委員会　1979.12.16　１枚（二つ折り）
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４２-４２「収穫祭への祝電４通(室蘭平和委員会、参議院議員小笠原貞子、同　立木洋、小樽平　

和委員会、上砂川平和委員会　福原)」　４通

４２-４３「日本政府(大平総理)、防衛庁、海上自衛隊に対する抗議　長沼第 10 回平和収穫祭」 　

　　　　　手書き原稿１枚

４２-４４「札幌農民総決起集会に結集しよう！－1980 年の米づくり平和運動－」　北海道平   

　　　　　平和委員会　1980.4.7　１枚　※場所：北光教会

４２-４５「80 年春季米づくり平和運動(日程ほか)」　１枚　手書き・コピー

４２-４６「5.5 馬追山登山現地調査に結集しよう！－近づく最高裁判決に向けて」　北海道平

和委員会　1980.4.24　１枚

４２-４７「近づく長沼最高裁“判決”にむけて、たたかいの全国的発展を！」　北海道平和

　委員会・長沼平和委員会　1980.4.27　１枚

４２-４８「7.13 第 10 回長沼泥落とし交流会に参加しよう！」　北海道平和委員会　1980.6.30

           １枚

４２-４９「長沼一審判決７周年記念「平和に生きる権利」をうち固め８０年代安保・自衛隊を

　　　　　糾弾する全国交流集会　北海道平和委員会　1980.6.30　１枚

４２-５０「長沼－最高裁判決を迎えうつ原点のたたかい－長沼判決 7 周年、八〇年代安保・自　

衛隊を糾弾する全国交流集会(80.9.6～7)資料」　1 枚

４２-５１「冷害の秋、農民の心に学びつつ平和田の取入れを！！ ＝最高裁“判決”を迎えうつ

　闘いに総結集しよう＝」　1980.10.3　１枚　　

４２-５２「目前に迫った長沼最高裁“判決”にむけて　平和を願う道民の皆さんに訴えます」

　　　　　北海道平和委員会第 24 回臨時総会　1980.11.23　１枚

４２-５３「第 11 回長沼平和収穫祭＜プログラム・’80 年長沼のたたかい日誌＞」北海道平和

　　　　　員会・長沼平和委員会　1980.11.30　１枚（二つ折り）

４２-５４「20 万円カンパを訴えます－百里最終弁論公判(東京高裁 12 月 16、18 日)、長沼・百

　里学習交流集会(12 月 17 日)に、長沼からたたかう代表を送るため－　百里農民のた　

たかいの記録映画｢くの字の誘導路｣(8 ミリ 30 分、10 万円)を長沼をはじめ北海道の　　　　　　

安保・自衛隊闘争の武器として購入するために－」北海道平和委員会

1980.11.30　１枚

４２-５５「“長沼町民に訴える資格なし”と門前払いにしようとしています！」　北海道平和委

　　　　　員会・長沼平和委員会　1980.12　１枚

４２-５６「札幌農民学習総決起集会に結集しよう！(1981.3 月 5 日)　１枚

４２-５７「81 米づくり平和運動　今年の運動の柱、農作業の流れと 2 つの柱、諸提起(3 月 5

日)」　１枚　手書き・コピー

４２-５８「81.5.31 長沼平和田田植え組織図」　手書き・コピー　１枚

４２-５９「14 年目の長沼米づくり平和運動　5.31 平和田にモチ苗を植えよう！」　1981.5.15

　　　　　１枚
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４２-６０ 「7.7 百里高裁“判決”を受け止め、迫る長沼最高裁“判決”に向けての 7.7 学習決

起集会を成功させよう！」　1981.6.16　１枚

４２-６１「7.7 百里高裁“判決”を受け止め、迫る長沼最高裁“判決”に向けての 7.7 学習決

起集会に参加しよう！」　1981.6.16　１枚

４２-６２「長沼ミサイル基地訴訟　最高裁判決近づく－諸国民の｢平和に生きる権利｣を守れ－」

1 枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1981 年基地水害) 　　　　　　　　　　　　

４３-１『平和新聞』長沼基地水害特集　日本平和委員会ほか　1981.9.25　１枚

４３-２『平和新聞』長沼基地水害特集№2　日本平和委員会ほか　1982.5.3　１枚

４３-３『平和新聞』長沼基地水害特集№3　日本平和委員会ほか　1982.6.28　１枚

４３-４「基地水害は起きた」(北海道新聞 1981.12.12）　コピー　１枚

４３-５「第 38 回定例会(昭和 57 年 3 月 12 日)議会提出議案」　長沼町議会　ｐ１１～２２

４３-６「昭和 56 年 8 月 3 日から 6 日にかけての前線と台風 12 号による北海道の大雨災害の状

況（昭和 56 年 8 月 13 日現在）」　長沼町 1971.8.13　〔８ｐ〕   

４３-７『ながぬま町議会だより』第 35 号　1980.8.1　コピー　※第１５回定例会一般質問要旨

　　　　　（ ミサイル基地設置に伴う補償について）　１枚

４３-８『長沼ナイキ訴訟における訴えの利益』(法学セミナー1982.8 月号)　抜刷　ｐ１～８

４３-９『長沼町、炭山川流域の地形・地質・植生調査報告』　1980.10.31　２３ｐ

４３-１０「82.1.15～17 科学者グループの検討にもとづくメモ」　1982.1.29　松井愈自筆メモ

２枚

４３-１１「81.8 長沼ミサイル基地による水害(81.9.6 現地調査によって明らかになった点)」

　　　　北道道平和委員会　１枚

４３-１２「“9.7 長沼一審判決 8 周年記念・調査と集会”に参加しましょう！」　（1981.9.6～

7）　北海道平和委員会　１枚

４３-１３「81.9.7 長沼一審判決 8 周年記念集会宣言」　１枚　※81.9.7 長沼一審判決８周年記

念

４３-１４「50 万円カンパを呼びかけます　－長沼原告・農民による最高裁への要求行動、全国

　　　　　オルグ、8 ミリ映画作成、大宣伝のための－　1981 年秋」北海道平和委員会　1 枚

４３-１５「81 長沼平和田、秋の取り入れ(10/4,10,11,25)大援農に参加しよう！」　北海道平

和委員会　1981.9.26　1 枚

４３-１６「81 長沼平和自主流通米」　北海道平和委員会　1 枚

４３-１７「長沼の闘いを担ってきた私たちは今、最高裁を迎えうち、何をなすべきか！？」　北

海道平和委員会 1982.1.9   1枚

４３-１８「長沼学習会－最終弁論に向けて」　主催・北海道平和委員ほか　1982.3　１枚
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４３-１９「82 米づくり平和運動　5.22→31 連日の田植え援農に結集しよう！」　１枚

４３-２０「8・5 長沼学習集会　－8.5 長沼二審“判決”の日、日米合同陸上演習(北海道戦争）

　　　　を許さず、情勢と長沼のたたかいの現局面を学習し、最高裁判決を迎えうつため－」

1982.8   1枚

４３-２１「緊急声明－“長沼最高裁判決”（９月９日）に対し、厳重に抗議する」　長沼最高裁

　　　　　最高裁判決糾弾緊急抗議集会　２枚（２種）

４３-２２「長沼ミサイル基地訴訟　最高裁による不当判決を糾弾する緊急全道集会」　原告団・

　　　　　北海道平和委員会など５団体　裏面に抗議声明（案）1982.9.11 　１枚

４３-２３「抗議文（案）」　長沼ミサイル基地最高裁判決報告集会 1982.9.17  1枚

４３-２４「長沼一審判決 1１周年にあたり町民の皆さんに訴えます」　北海道平和委員会・長

　　　　　沼平和委員会  1984.9.7   1枚

４３-２５「86 北海道平和フォーラムにご参加を！－北海道の核戦場化を許すな！日米四軍統合

　実動演習反対！安保条約廃棄！9・7 長沼判決記念－」　北海道平和委会　1986.8.20

   1 枚

  北海道平和委員会資料

４４-１『千歳・長沼へのナイキ・ハーキュリーズ配備を許すな！』NO.1  1968.6　4 枚

４４-２『長沼ナイキ基地反対！農民を無視した１割減反反対！安保をなくし、農民の生活を

守る学習決起集会（資料）』　1970.2.1　2 枚

４４-３『長沼・千歳闘争支援・ナイキ基地反対全国連帯集会　資料集』　1970.5.14～16

　11ｐ

４４-４『日米共同声明路線下の北海道、長沼・千歳を先頭とする基地・自衛隊闘争の発展のため

に』　1970.8　6 枚

４４-５『10・9 長沼第６回公判－源田実証人尋問－をたたかいぬいて　10 日・11 日の日本大会

へ！』　1970.9.20　2 枚

４４-６『北海道平和委員会資料』長沼闘争の現在的意義２　1971.5.15　4 枚

４４-７『アジアの平和のための日本大会－1972・1 おきなわ－への北海道報告』1972.1　11ｐ

４４-８ 『植村英一（元）藤沢信雄（現）空幕防衛部長に対する尋問の報告（内藤功）』　1972.3.29

　　　　7ｐ

４４-９『73 年 1 月、平和学校沖縄教室に参加して』　松井愈　6ｐ

４４-１０『道央基地群を撤去し、道民のいのちとくらしを守るたたかいの、新たな発展の

ために－』1973.8.10　15ｐ

４４-１１『9・7 長沼判決公判闘争とたたかいが切り開いた展望』　1973.11.9  ５枚

４４-１２『74－北海道における安保総告発のために（その 1）』  1974.5.26　11ｐ

４４-１３『75－北海道（安保総告発その 2）』  1975.7.24　10ｐ

４４-１４『45－75 自衛隊の増強・米軍への組み込みの進行と到達点』　1975.10.2　8,2ｐ
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４４-１５『長沼－最高裁判決を迎えうつ原点のたたかい』　田中滋郎・玉真之介・薮田享・松

　　　　　　井晋　1980.9.6～7　4ｐ

　　　　　

　北海道平和委員会パンフ

４５-１『北海道に核ミサイルはいらない』（パンフ第 18 集）1968.7.7　26ｐ

４５-２『長沼・千歳・ナイキ基地反対のたたかい』（パンフ第 22 集）1970.7.25　68ｐ

４５-３『源田証言（第 1 回）を糾弾する』（パンフ第 23 集）1971.1.1　44ｐ

４５-４『長沼農民は告発する（清水与作）』（パンフ第 26 集）1972.9.27　36ｐ

４５-５『富士戸１号ダム　これが 4 次防だ！』（パンフ第 27 集）1973.3.29　34ｐ

４５-６『違憲の自衛隊を告発する』改訂版（パンフ第 28 集）1973.7.20   52ｐ

４５-７『長沼二審の勝利にむけて（１）』（パンフ第 29 集）1974.7.25　58ｐ

４５-８『あらたなファシズムの科学と人間の否定を許すな！』（パンフ第 32 集）

　　　　　1976.7.11　29ｐ

  北海道平和委員会学習資料

４６-１『70 年安保と北海道農業（山田定一）』　1970.2.1  19cm

４６-２『“防衛論”・有事立法―いかにたたかうか（松井愈）』学習会資料１　1978.12.8　

38ｐ

４６-３『長沼フォーラム（第 2 回）自衛隊の国民生活破壊を告発する』　1976.6.9　48ｐ

４６-４ 『長沼二審の結審・忌避却下・“判決”の強行糾弾！長沼第 10 回国民法廷記録』1976.7.31

　　　　50ｐ

４６-５『長沼２審“判決”糾弾長沼国民法廷記録』　1976.9.7　58ｐ

４６-６『長沼からの便り（松井愈）』『平和運動』NO.100 抜刷　1977.2　26ｐ

４６-７『自衛隊を裁く―長沼・百里―国民法廷　北海道からの証言・告発』1978.7.9　38ｐ

４６-８『’79.9・7 長沼一審判決６周年記念集会記録　恵庭-長沼-百里‐矢臼別をむすぶ』

　　　　（平和連鎖学習資料 NO.4）1980.3.20　44ｐ

４６-９『81 年 8 月長沼－基地水害』（平和連鎖学習資料 NO.5）1982.3.29　38ｐ

４６-１０『90 年代安保と日本国憲法（広谷陸男）』（北海道平和委員会学習資料 NO.19）

　　　　　1991.5.19　21ｐ

４６-１１『憲法を武器に諸国民の平和に生きる権利を打ち固める平和運動』（平和委員会学習資

　　　　　料 NO.20）1991.10　14ｐ　『平和運動』1991.10~11 号別刷

４６-１２『恵庭・長沼と平和憲法の新しい世紀に向かっての展望（深瀬忠一）』　1993.3.27

　　　　　　34ｐ　 “日本国憲法の原点と展望を学ぶ集い”

　　　日本平和委員会

４７-１『沖縄協定と四次防　沖縄・長沼のたたかいと七〇年代闘争』1971.6.23　48ｐ
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４７-２「声明」第 26・27 回長沼結審公判闘争　日本平和委員会代表団　1973.3.30　1 枚

４７-３「憲法違反の自衛隊を裁く　九月七日、長沼判決公判にむけて全国的とりくみを強めよ

　　　う」1973.7.5   １枚

４７-４ ｢国民への訴え｣　1973.9.7　１枚　謄写刷

４７-５「長沼第一審判決にあたり　全国民の皆さんに訴えます」　1973.9.7　１枚

４７-６『自衛隊は憲法違反です（長沼裁判判決文抜粋）』1973.10.21　68ｐ

４７-７「一審判決一周年　第二審第二回公判　長沼公判闘争・全国連帯集会（札幌）について」              

　　　　　『平和２２号』１974.8.16　１枚

４７-８「長沼ミサイル基地訴訟の公正な審理を要求する署名」〔用紙〕１枚

４７-９「長沼ミサイル基地訴訟一周年にあたってのアピール」　安里彦紀・家永三郎他

　　　　　1974.9.7　１枚

４７-１０『平和に生きる権利　それは人類の大義－長沼・百里のたたかいの前進のために－』

　　　　　〔1977〕 8ｐ

４７-１１「長沼二審「判決」を糾弾し、長沼ミサイル基地訴訟の公正な判決を要求する署名」

　　　　　①最高裁判所第一小法廷裁判官団藤重光ほかあて，②最高裁判所長官藤林益三あ

　　　　　て　２枚

４７-１２「長沼ナイキ基地訴訟の公正な審理を要求する要請書」１枚

４７-１３「「自衛隊を裁く－長沼・百里－国民法廷」よびかけ」　上田誠吉他　1978.2　１枚

４７-１４「「自衛隊を裁く－長沼・百里－国民法廷」を成功させよう」　〔1978〕.4.29　１枚

４７-１５「自衛隊を裁く－長沼・百里－国民法廷」支持募金のお願い」　同実行委員会　1978.4

　　　　　１枚

４７-１６「「自衛隊を裁く－長沼・百里－国民法廷」プログラム」　1978.4.29　１枚

４７-１７『いま、長沼・百里・沖縄は』（リーフレット）　1979　１枚

４７-１８「80.9.7 長沼一審判決７周年記念　……　全国交流集会－よびかけ－　」　1980.8？

４７-１９「80.9.7 長沼一審判決７周年記念　……　全国交流集会の御賛同・御協力を呼びかけ

　　　　　ます。」1980.8.12　１枚

４７-２０「長沼一審判決７周年記念　……　全国交流集会」（ビラ）1980.8？　１枚

４７-２１「要請書」（最高裁判所第一小法廷あて）1981.11.20　１枚

４７-２２「最高裁判所第一小法廷に対する長沼農民の訴え」長沼農民代表　1981.11.20　１枚

４７-２３「学習討論集会　最高裁長沼裁判のゆくえと憲法（1982.3.29）」　１枚

各地平和委員会資料

　（１）道内地域平和委員会

４８-1(1)『夕張平和ニュース』号外資料編　夕張市平和委員会　1968.6.5　8ｐ

４８-1(2)「核兵器ナイキ・ハーキュリーズの基地（長沼・千歳）設置を阻止しましょう」 美唄
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 　　　　市平和委員会　1968.6.7　１枚

　４８-1(3)「長沼のミサイル基地は我々に何をもたらすのか？」　江別市平和委員会

　　　　　1969.10.10　３枚

　４８-1(4)『第 10 回年次総会』　美唄市平和委員会　1974.5.24　〔8ｐ〕

　４８-1(5)『旭平ニュース』復刊 3 号　旭川平和委員会　1976.7.3　１枚

（２）道外平和委員会

４８-2(1)『炎』NO.3　10 月号　京都大学平和委員会　1971.10.27 　12ｐ

４８-2(2)『平和憲法違反の自衛隊はすぐ解散せよ！』　京都大学平和委員会他　1971.12.21

　　　　　17ｐ　第１２・１３回長沼公判闘争に参加して

４８-2(3)「九月七日長沼判決公判に向け裁判官に要請と激励を！」長野県平和委員会

　　　　1973.7.1　１枚

４８-2(4)『青野ヶ原をミサイル基地にするな』　兵庫県平和委員会　1973.9.7  基地調査報告

　　　　　集ｎｏ．８　21ｐ

４８-2(5) 「平和を愛するすべての人々と手を結び、平和に生きる権利、平和と独立をかちと

　　　　　う」国学院大学Ⅱ部平和委員会　1976.5　３枚　手書き　付・抗議声明（1976.3.16）

４８-2(6)「自衛隊は憲法違反です」　宮城県学平協　1976　１枚（四つ折り）

４８-2(7)『長沼は告発する（松井愈『平和運動』1976.4 論文）』　宮城県平和委員会　1976

　　　　　15ｐ　“われわれは歴史と国民の名において忌避する”

４８-2(8)「もし仙台に原爆（広島型）が投下されたら」　宮城県平和委員会　1976?  １枚

４８-2(9)「長沼・百里裁判の公正な審理と判決を求める団体署名」〔山形県平和委員会〕

　　　　1976.6　１枚

　

  　諸 団 体

　４９-１「次代の子らにその涙をひろわせてはならない」  由仁・追分町役場職員組合他

　　　　１枚　＊馬追は郷土のもの平和憲法の思想をつらぬこう

　４９-２「北海道を核戦争にまきこむ千歳・長沼へのナイキ・ハーキュリーズ設置反対の

　　　　たたかいを大きく発展させよう」（北海道原水協通信 NO.14） 1968.6.9　１枚

　４９-３「全道基地代表者会議次第・アピール」　1968.7.21　３枚 手書きメモ

　４９-４「長沼「団結小屋」建設カンパ帖」　安保破棄・諸要求貫徹北海道実行委員会　1968.7

　　　　　１枚

　４９-５「長沼「団結小屋」に対する物品のカンパを」　同委員会　1968.7　１枚

　４９-６『長沼闘争推進連絡会議ニュース』NO.1～3　長沼闘争推進連絡会議　1969.8～9

　　　　３枚

　４９-７「10．3 日程表ほか」　沖縄協定批准反対……十・三全道集会　1971.10.3  資料 6 枚

　４９-８「長沼ミサイル基地設置反対闘争の前進のために」　安保破棄・ 諸要求貫徹北海道
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　　　　実行委員会　1971.11　２枚　＊討議資料レジメ，参考資料

　４９-９『めだか』１　めだかの学校　1973.5.10　52ｐ

　４９-１０『長沼～八雲　「ナイキ」　そったらもの　おら　いらねー』　原水爆禁止函館地

　　　　区協議会　1973.8　30ｐ

　４９-１１『青年部ニュース』（自衛隊問題を考える①～⑤）　北海道新聞労働組合青年部教宣

　　　班　1977.9.28～10.17　５枚

　４９-１２『討論集会「自衛隊と新聞」』資料集　北海道新聞労働組合　1977.10.17　7 枚

　　　　＊「しんぶんｎｏ．１6」１０．２１国際反戦デーに向けて討論集会「自衛隊と新聞」

　４９-１３『裁判官及び管理職の動態調査』　全司法東京地連　1977.2　25ｐ

　　Ⅳ．その他資料

　　（１） 図 書

　５０『たたかいの記録　1961－1970　－安保と北海道－』北海道平和委員会　1971.1.10

　　　214ｐ

　５１『長沼は告発する－「平和に生きる権利」のたたかい‐』　北海道平和委員会　1976.5.3

　　　354ｐ

　５２『続・長沼は告発する－「平和に生きる権利」のたたかい』　北海道平和委員会　1982.12

　　　１冊

　５３-１『百里裁判証言記録』その１　鏑木健夫（空将）証言　昭和 46 年８月２６日第７５回

　　　　口頭弁論　百里弁護団　56ｐ

　５３-２『百里裁判証言記録』その２　鏑木健夫（空将）証言　速記録（昭和４６年１０月７

日　　第７６回口頭弁論　84ｐ

　５３-３『百里裁判証言記録』その３　鏑木健夫（空将）証言　速記録（昭和４６年 10 月２１

　　　　日第７７回口頭弁論　90ｐ

　５３-４『百里裁判証言記録　第２集　百里弁護団　1975.9.10　486ｐ

　５３-５『百里裁判証言記録　第３集』百里弁護団  1976.5.20　383ｐ

　５３-６『百里裁判証言記録　第４集』百里弁護団  1980.10.20　352ｐ

　５４『百里裁判最終準備書面』　1976.6.16　741ｐ

　５５「百里基地－憲法違反の自衛隊　ほか」　百里基地懇談会　７点

　５６『安保・自衛隊と基地闘争－ミサイル基地設置と長沼のたたかい』　労働旬報社編・刊　　　

1969.6　55ｐ

　　（２） 雑 誌

　５７『アサヒグラフ』　1969.12.12 号　“基地闘争を支える老農夫（北海道・長沼）”

　５８『ジュリスト』　NO.549  1973.12.1　“長沼違憲判決”
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　５９-１『法学セミナー』NO.172　1970.6　資料“福島判事忌避問題”

　５９-２『法学セミナー』NO.217  1973.12　“長沼事件と自衛隊”

　５９-３『法学セミナー』NO.250  1976.3　“フォーラム平和的生存権”

　５９-４『法学セミナー』NO.330  1982.8　“長沼ナイキ基地訴訟における訴えの利益”

　５９-５『法学セミナー』NO.336  1983.2　“長沼最高裁判決と憲法の平和主義（深瀬忠一）”

　６０-１『法律時報』第 543 号　1973.8.15　“特集・長沼訴訟上告審へ向けて”

　６０-２『法律時報』第 585 号　1976.10.1　“長沼訴訟控訴審判決”

　６０-３『法律時報』第 589 号　1977.2.1　“自衛隊裁判”

　６１『日本民法協』NO.39  1969.9.10　“長沼ミサイル基地、自衛隊違憲訴訟について”

　　　　（内藤功）

　６２-１『法と民主主義』NO.46  1970.4.20　“長沼事件（新井章）”

　６２-２『法と民主主義』NO.47  1970.5.20　“「福島裁判長忌避」脚下決定理由”

　６２-３『法と民主主義』NO.59  1971.8.5　“特集１長沼ナイキ基地訴訟”

　６２-４『法と民主主義』NO.86  1974.4.5　“特集・長沼訴訟の展望”

　６２-５『法と民主主義』NO.109  1976.7.5　“特集・長沼結審の意味するもの”

　６３『労働法律旬報』第 843 号　1973.10.25　“司法権の独立と長沼裁判”

　６４『自由と正義』Vol.21，ＮＯ．3  日本弁護士連合会 1970.3.1  “北海道における米軍・

　　　自衛隊の基地・軍事行動の特徴とその国民生活破壊の実態”

　６５『基地情報』第 2 号　1973.11.5　“長沼判決について”“長沼問題について”

　６６『朝日ジャーナル』Vol.15－NO.37　1973.9.21　“特集・違憲の軍隊”

　６７『前衛』1973 年 11 月号　“チリ・長沼・安保問題”

　６８『現代の眼』1973 年 11 月号　“緊急特集／国民が自衛隊を裁け、”長沼訴訟と平和的

　　　生存権”

　６９『月刊ダン』1973 年 11 月号　“自衛隊違憲判決と北海道”

　７０『新聞月報』Vol.323　1973 年 10 月　“自衛隊意見判決”

　

　　（３） 新聞記事

　７１　スクラップブック『長沼－68・9/16～18 保安林解除聴聞会』（ビラ含む）１冊

　７２　スクラップブック『聴聞会　43・9　』その１　１冊

　７３　スクラップブック『聴聞会（朝日・よみうり・毎日）』その 2　３冊

　７４　スクラップブック『聴聞会（44.5.８－10）』その 3 　１冊

　７５　スクラップブック『平賀書簡問題　44.9』　１冊

　７６　スクラップブック『福島裁判長忌避　45.4』　１冊

７７　スクラップブック『長沼ミサイル基地問題切り抜き（最終弁論）』　1973

　７８  スクラップブック『長沼一審判決切り抜き（道新）』　1973　１冊

　７９　スクラップブック『長沼一審判決切り抜き（北海タイムス）』　１冊
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　８０　スクラップブック『長沼一審判決切り抜き（朝日）』　1973　１冊

　８１  スクラップブック『長沼一審判決切り抜き（毎日）』　1973　１冊

　８２  スクラップブック『長沼一審判決切り抜き（読売）』　1973　２冊

　８３  スクラップブック『長沼一審判決切り抜き（赤旗）』　1973　１冊

　８４『平和新聞』1973 年 9 月 15 日号　日本平和委員会　“きっぱりと自衛隊に歴史的

　　　判決（長沼判決報告特集号）”

　８５　長沼二審判決各紙　1976.8.5 夕刊（道新,タイムス,朝日,読売）

　８６　長沼最高裁判決各紙　1982.9.9 夕刊（道新,毎日,朝日,読売）

　

　　Ⅴ　自筆原稿・メモ

　８７-１「五月末増田防衛庁長官が…」　松井愈　1968.　400 字原稿用紙 3 枚

　８７-２「長沼町の皆さん！防衛庁は…」（1968.6 北海道平和委員会ビラ原稿）

　        松井愈　1968.6　２００字詰原稿用紙 9 枚

　８７-３「70 年長沼「泥おとし交流会」からの報告」　報告者不明　400 字詰原稿用紙 6 枚

　８７-４「第一回泥落し交流会に出席させていただいて」　冨田圀子　便箋 4 枚

　８７-５「道央基地群鳥瞰図説明原稿」　松井愈　400 字詰原稿用紙 6 枚

　８７-６「82.1.15～17　科学者グループの検討にもとづくメモ」　松井愈　82.1.29　４００

　　　　　字詰原稿用紙７枚

　８７-７「保安林解除に対する異議意見聴聞会」　松井晋原稿・松井愈加筆訂正

　　　　４００字詰原稿用紙６枚

　８７-８　福島重雄宛松井晋手紙　コピー　1976.8.6　６枚

　　Ⅵ　その他

　８８-１『長沼町個別案内図　昭和４３年度改訂』　１枚

　８８-２「森林法施行規則第２１条の２第１項の聴聞会傍聴券」　1968.9.18　１枚

　８８-３「第一審公判傍聴券（ｎｏ．１１）第１号法廷」　1970.2.13　１枚

　８８-４「長沼団結もちラベル」4 枚　第 11 回公判（1971.7.16），第 26・27 回公判（1973.3.29　）

　　　 第 2 審第 1 回公判（1974.7.3）,平和運動 30 周年(1979.11.24)

　８８-５「〝団結もち〟値上げ 全て安保が悪いのだ！！」ビラ１枚

　８８-６「長沼ミサイル基地事件訴訟記録集全 5 巻　長沼事件弁護団編　発売パンフレット」

　　  １枚

　８８-７　壁新聞「長沼の四季」２枚（写真 44 枚貼付）

　８８-８  九・七判決祝電 39 通

　８８-９　長沼判決 30 周年記念集会報告集（記念集会資料一式）　同記念事業実行委員会

　  　2003.9.6－7 　２１点

　８８-１０『長沼判決 30 周年記念集会報告集－平和に生きる権利今こそ世界に－』　長沼一審
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判決３０周年記念集会実行委員会　2003.12.25 　184ｐ

　

　　Ⅶ　映画・スライド

　８９-１　スライド「長沼のたたかい」４３枚　北海道平和委員会　1973　＊９０-４３に

　　　　テープ（ナレーション）

　８９-２　ビデオ「自衛隊　その実態と私たち」（映画）

　８９-３　８ミリ映画「８１・長沼－基地水害」　北海道平和委員会

　　Ⅷ　録音テープ

　９０-１『清水さんの話』1972.7  ２巻

　９０-２『73.9.７公判闘争 テント学習会』『同テント（続）』　２巻

　９０-３『73.9.7 長沼判決公判』３巻

　９０-４『73.9.7 判決中継』　２巻

　９０-５『73.9.7 北海道の窓ニュースの窓』 １巻

　９０-６『長沼判決にあたって　対談』1973.9.9　２巻

　９０-７『長沼２審第１回　テント』1974.7.2 　１巻

　９０-８『長沼控訴審第１回弁論』1974.7.3 　２巻

　９０-９『長沼２審第１回公判　報告集会』1974.7.3　２巻

　９０-１０『第二審第二回公判　テント学習会』1974.9.8　２巻

　９０-１１『第五回長沼収穫祭』1974.11.23　２巻

　９０-１２『長沼二審第３回公判　テント学習会』1974.12.16　１巻

　９０-１３『長沼二審第３回公判　テント学習会・報告集会』1974.12.16-17 　１巻

　９０-１４『長沼二審第３回公判　報告集会』1974.12.17　１巻

　９０-１５『長沼第４回公判　テント』1975.2.21 　２巻

　９０-１６『長沼二審公判』1975.2.21　３巻

　９０-１７『長沼控訴審　公判報告集会』1975.2.21 　３巻

　９０-１８『長沼２審第５回公判　テント』1975.5.15   ３巻

　９０-１９『長沼第二審第五回公判』1975.5.16  ２巻

　９０-２０『第５回公判　報告集会』1975.5.16　２巻

　９０-２１『公判・現調・清水宅』1975.5.17　２巻

　９０-２２『長沼第二審第６公判　テント学習』1975.7.23 　３巻

　９０-２３『長沼第二審第６公判　報告集会』1975.7.24 ２巻

　９０-２４『長沼第二審第６公判　報告集会』1975.7.24  ３巻

　９０-２５『第６回公判闘争・平和田交流』1975.7.25  ２巻

　９０-２６『9.7 長沼判決２周年記念集会２』1975.9.7 １巻

　９０-２７『長沼フォーラム』1975.10.3  ２巻
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　９０-２８『第６回収穫祭』75.11.23  ２巻

　９０-２９『長沼二審第８回公判　テント』1975.12.4  ２巻

　９０-３０『長沼二審第９回公判』1976.3.12　２巻

　９０-３１『長沼二審第９回公判　報告集会』1976.3.12  ２巻

　９０-３２『長沼第１０回国民法廷』1976.6.10  ２巻

　９０-３３『長沼－国民法廷』 〔1975〕.7.25  ２巻

　９０-３４『8.5 判決（マスコミ）』1976.8.5  １巻

　９０-３５『長沼第２審“判決”糾弾国民法廷』1976.8.5  ４巻

　９０-３６『76 収穫祭』1976.12.19  １巻

　９０-３７『清水さんをしのぶ集い』 1976.12.10  ２巻

　９０-３８『長沼学習決起集会』1977.1.23  ４巻

　９０-３９『水害現地調査』1981.9.6  １巻

　９０-４０『長沼水害緊急学習集会』1982.1.18  ２巻

　９０-４１『長沼最高裁判決抗議集会』1982.9.10 ２巻

　９０-４２『長沼一審判決十周年記念集会 1983.9.3-4  ５巻

　９０-４３『長沼のたたかい』（２５分）　北海道平和委員会　＊８９-１　スライド「長沼の

　　　　　たたかい」ナレーション
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