
２項特別保存事件一覧（令和３年）

No 庁 事件番号
1 本庁 平成１７年（ワ）第１４３０８号 損害賠償請求事件
2 本庁 平成１８年（ワ）第１５６９号 損害賠償請求事件
3 本庁 平成１８年（ワ）第１２０６４号 損害賠償請求事件 
4 本庁 平成１８年（ワ）第２３９５８号 ジェイコム株式誤発注事件
5 本庁 平成１９年（ワ）第２５２５号 債務不存在確認請求事件
6 本庁 平成１９年（ワ）第１７２７９号 著作権侵害差止等請求事件
7 本庁 平成１９年（ワ）第２５５８３号 損害賠償請求事件
8 本庁 平成２０年（行ウ）第２３６号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件
9 本庁 平成２０年（行ウ）第５９９号 文書一部不開示決定処分取消等請求事件
10 本庁 平成２０年（ワ）第２４７２号 損害賠償請求事件
11 本庁 平成２０年（ワ）第１６８９５号 特許権侵害差止請求事件
12 本庁 平成２０年（ワ）第２０５０２号 残業代等請求事件
13 本庁 平成２０年（ワ）第２４５６１号 共有物分割等請求事件
14 本庁 平成２１年（行ウ）第８７号 所得税更正処分取消等請求事件
15 本庁 平成２１年（行ウ）第１２０号 文書不開示決定処分取消等請求事件
16 本庁 平成２１年（ワ）第２１６５６号 建物賃料増額確認請求事件
17 本庁 平成２１年（ワ）第２６９８９号 損害賠償等請求事件
18 本庁 平成２１年（ワ）第２９８７６号 旧国鉄コンクリート落下損害賠償
19 本庁 平成２１年（ワ）第４４３９１号 紙おむつ処理容器事件 
20 本庁 平成２１年（ワ）第４６５３２号 エビ養殖事業巨額詐欺損害賠償訴訟
21 本庁 平成２２年（行ウ）第３８号 国籍確認請求事件
22 本庁 平成２２年（行ウ）第５９号 固定資産評価審査決定取消等請求事件
23 本庁 平成２２年（行ウ）第３８１号 第二次納税義務告知処分取消等請求事件
24 本庁 平成２２年（ワ）第１２４９号 防衛省ヘリ発注費用請求訴訟
25 本庁 平成２２年（ワ）第３４１１号 銀行経営悪化損害賠償訴訟
26 本庁 平成２２年（ワ）第９０７４号 人気ロックバンド出演料等請求訴訟
27 本庁 平成２２年（ワ）第１７７０８号 労務災害損害賠償訴訟
28 本庁 平成２２年（ワ）第４５２８６号 新聞名誉毀損訴訟
29 本庁 平成２３年（カ）第４７号 新株発行無効請求認容確定判決に対する再審請求事件
30 本庁 平成２３年（行ウ）第１６４号 大手自動車メーカー課税処分取消訴訟
31 本庁 平成２３年（行ウ）第７１２号 延滞税納付債務不存在確認等請求事件
32 本庁 平成２３年（ワ）第６０４９号 損害賠償請求事件
33 本庁 平成２３年（ワ）第８８７９号 週刊誌名誉毀損損害賠償訴訟
34 本庁 平成２３年（ワ）第１３１６５号 渋谷区公園テント強制撤去損害賠償訴訟
35 本庁 平成２３年（ワ）第１５３０８号 損害賠償等請求事件
36 本庁 平成２３年（ワ）第１６８８５号 手ぶれ補正機能特許権侵害損害賠償訴訟
37 本庁 平成２３年（ワ）第２１７３８号 人工心臓手術死亡損害賠償訴訟
38 本庁 平成２３年（ワ）第２６５４１号 不当利得返還等請求事件
39 本庁 平成２３年（ワ）第２７６０１号 後遺障害損害賠償訴訟
40 本庁 平成２３年（ワ）第２９９０７号 元プロ野球選手名誉毀損損害賠償訴訟
41 本庁 平成２３年（ワ）第３２６６０号 光ファイバー回線訴訟
42 本庁 平成２３年（ワ）第３３０７１号 著作権侵害差止等請求事件
43 本庁 平成２３年（ワ）第３５１４６号 医療過誤損害賠償訴訟
44 本庁 平成２３年（ワ）第３５７２３号 半導体レーザーダイオード特許権侵害訴訟
45 本庁 平成２３年（ワ）第３８９６９号 債務不存在確認請求事件
46 本庁 平成２３年（ワ）第３８９９９号 ＪＲ東日本信濃川不正取水訴訟
47 本庁 平成２３年（ワ）第３９１０７号 プロ野球球団元代表損害賠償訴訟
48 本庁 平成２４年（行ウ）第１３３号 過重労働災害認定請求訴訟
49 本庁 平成２４年（行ウ）第４８１号 元教員再任用打切り損害賠償訴訟
50 本庁 平成２４年（行ウ）第６６８号 都立学校元教員免職処分取消訴訟
51 本庁 平成２４年（行ウ）第７２８号 番組ロケ死亡労災認定請求訴訟
52 本庁 平成２４年（行ウ）第７７０号 フィリピン人男性退去強制処分取消訴訟
53 本庁 平成２４年（行ウ）第８６６号 残留邦人一時金不支給処分取消訴訟
54 本庁 平成２４年（ヌ）第２０４号 不動産競売申立
55 本庁 平成２４年（ワ）第２２５号 自転車死亡事故損害賠償訴訟



No 庁 事件番号
56 本庁 平成２４年（ワ）第９８７号 損害賠償請求事件
57 本庁 平成２４年（ワ）第１４９９号 退職一時金返還請求事件
58 本庁 平成２４年（ワ）第１５１２号 元防衛相ダイヤ返還訴訟
59 本庁 平成２４年（ワ）第１８３７号 元長崎県知事名誉毀損訴訟
60 本庁 平成２４年（ワ）第９６９５号 スマートフォン特許権侵害確認訴訟
61 本庁 平成２４年（ワ）第１０２６５号 建物明渡請求事件
62 本庁 平成２４年（ワ）第１０３４２号 前外相名誉毀損訴訟
63 本庁 平成２４年（ワ）第１１２４３号 知的障害者施設暴行損害賠償訴訟
64 本庁 平成２４年（ワ）第１２３５１号 切り餅特許権侵害損害賠償訴訟
65 本庁 平成２４年（ワ）第１２６９６号 パワハラ自殺損害賠償訴訟
66 本庁 平成２４年（ワ）第１２７７９号 名誉毀損損害賠償訴訟
67 本庁 平成２４年（ワ）第１６７２７号 プロ野球球団名誉毀損損害賠償訴訟
68 本庁 平成２４年（ワ）第１６９７５号 不当利得返還請求事件
69 本庁 平成２４年（ワ）第１７８１５号 小説ドラマ化中止損害賠償訴訟
70 本庁 平成２４年（ワ）第２１３７８号 練馬区施設撤退保証金返還事件
71 本庁 平成２４年（ワ）第２３０７７号 鉱泉権出資損害賠償訴訟
72 本庁 平成２４年（ワ）第２５７２９号 損害賠償等請求事件
73 本庁 平成２４年（ワ）第３０００１号 前知事名誉毀損訴訟
74 本庁 平成２４年（ワ）第３３９７８号 名誉毀損損害賠償訴訟
75 本庁 平成２５年（行ウ）第６２号 運転手自殺労災認定請求訴訟
76 本庁 平成２５年（行ウ）第１８４号 杉並区議政調費返還住民訴訟
77 本庁 平成２５年（行ウ）第２３７号 コンゴ人難民不認定処分取り消し等訴訟
78 本庁 平成２５年（行ウ）第５０１号 住民投票用紙開示請求訴訟
79 本庁 平成２５年（モ）第４２１３号 訴訟費用額確定処分異議申立て事件
80 本庁 平成２５年（ワ）第６４０号 原発事故国外待避損害賠償訴訟
81 本庁 平成２５年（ワ）第３５３８号 損害賠償等請求事件
82 本庁 平成２５年（ワ）第７９７８号 輸送容器報道名誉毀損損害賠償訴訟
83 本庁 平成２５年（ワ）第９５６４号 週刊誌スパイ報道名誉毀損損害賠償訴訟
84 本庁 平成２５年（ワ）第１０８００号 違法国際手配損害賠償訴訟
85 本庁 平成２５年（ワ）第１５５０９号 元プロ野球選手名誉毀損損害賠償訴訟
86 本庁 平成２５年（ワ）第１８２１７号 元飼育員配置転換無効確認等請求訴訟
87 本庁 平成２５年（ワ）第１９２６３号 米通信社雇用契約不存在確認訴訟
88 本庁 平成２５年（ワ）第２２１１０号 司書雇い止め無効確認訴訟
89 本庁 平成２５年（ワ）第２４１７６号 地位確認等請求事件
90 本庁 平成２５年（ワ）第２５９７２号 大手スーパーセクハラ損害賠償訴訟
91 本庁 平成２５年（ワ）第２９４８３号 再生医療説明不十分慰謝料損害賠償訴訟
92 本庁 平成２５年（ワ）第３３０９８号 田園調布男児２名死亡事故損害賠償訴訟
93 本庁 平成２６年（行ウ）第５７１号 衆院選差止訴訟
94 本庁 平成２６年（行ク）第２５１号 執行停止の申立て事件 
95 本庁 平成２６年（ヨ）第３６９７号 仮処分命令申立事件 
96 本庁 平成２６年（ワ）第３２３６号 交際禁止規約違反訴訟
97 本庁 平成２６年（ワ）第３５５７号 児相職員面会同席損害賠償訴訟
98 本庁 平成２６年（ワ）第１６０７２号 介護プライバシー侵害訴訟
99 本庁 平成２６年（ワ）第１７７２２号 集団的自衛権閣議決定無効確認訴訟
100 本庁 平成２６年（ワ）第２００８１号 群馬工場農薬混入損害賠償訴訟
101 本庁 平成２６年（ワ）第２５７８２号 ビデオ出演拒否違約金請求訴訟
102 本庁 平成２６年（ワ）第３２１８５号 競売物件損害賠償訴訟
103 本庁 平成２６年（ワ）第３３３２０号 仮想通貨ビットコイン返還訴訟
104 本庁 平成２７年（行ウ）第５６７号 安全保障関連法無効確認等訴訟
105 立川支部 昭和５７年（ワ）第１２５３号 横田基地夜間飛行差止め等請求事件
106 立川支部 平成６年（ワ）第２９２９号 横田基地夜間飛行差止め等請求事件
107 立川支部 平成１２年（ワ）第２７６７号 圏央道トンネル工事差止訴訟

注
・原則として，併合事件・関連事件の場合には，代表する事件番号を記載しています。
・事件名については，雑誌等で使用されたものを，当庁で把握できる範囲の事件は通称名を記載しています。


