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判例一覧表

№ 略称 事件番号 事件名  〔　〕内は通称 審級関係
裁判所ＨＰ 
掲載の有無 掲載誌 d1－law TKC Westlaw

391 福岡高判令元・7・25 平成30（行コ）19 生活保護法第63条に基づく費用返還請求処分取
消請求控訴事件 第一審熊本地判平30・3・30 － － 28273226 25563899 －

390 東京地判平31・4・17 平成30（行ウ）10 ／平成30（行ウ）293 生活保護返還金決定処分取消等請求事件 ○
判タ1467号98頁
判時2427号3頁
賃社1739号25頁

28274005 25558511 2019WLJPCA04178002

389 東京高判平31・2・14 平成31（行コ）1 検診命令処分等差止請求控訴事件 第一審東京地判平30・11・21 － － 28271252 － －

388 最三小判平30・12・18 平成29（行ヒ）292 生活保護変更決定取消等請求事件 控訴審大阪高判平29・3・17
第一審大阪地判平26・10・10 ○

民集72巻6号1158頁
裁時1714号2頁
判タ1458号71頁
判時2403号43頁
判自445号69頁

28265405 25449866 2018WLJPCA12189001

387 名古屋高判平30・12・
12

平成29（ネ）978 損害賠償請求控訴事件 第一審津地判平29・11・20 － 賃社1727号46頁 28271521 25549568 2018WLJPCA12126006

386 東京地判平30・11・21 平成30（行ウ）387 検診命令処分等差止請求事件 控訴審東京高判平31・2・14 － － 28271251 25558010 2018WLJPCA11218005

385 東京地判平30・11・12 平成30（ワ）13179 否認権行使請求事件 － 判タ1471号17頁
金判1558号40頁 28270432 25562215 2018WLJPCA11126001

384 東京地判平30・10・25 平成30（行ウ）191 申請不受理処分取消等請求事件 － － 29052227 25557755 2018WLJPCA10258024
383 神戸地判平30・10・19 平成28（ワ）1770 ／平成28（ワ）2481 債務不存在確認等請求事件、償還金請求反訴事件 ○ － 28265184 25449822 2018WLJPCA10199003

382 名古屋高判平30・10・
11

平成30（ネ）336 ／平成30（ネ）506 損害賠償請求控訴・同附帯控訴事件
〔四日市インスリン事件〕 第一審津地判平30・3・15 － 判時2434号23頁

賃社1723号36頁 28270602 25561978 －

381 札幌高判平30・8・22 平成30（行コ）4 国民健康保険一部負担金減免等申請却下決定処
分取消請求控訴事件 第一審札幌地判平29・12・13 － 賃社1721・1722号95頁 28264039 25561475 2018WLJPCA08226001

380 東京地判平30・8・8 平成30（ワ）13869 損害賠償請求事件 － － 29053772 25556804 2018WLJPCA08088013

379 仙台高秋田支判平30・
7・23

平成30（行コ）2 保護費返還決定取消請求控訴事件 第一審秋田地判平30・2・26 － － － 25561221 －

378 東京地判平30・6・15 平成29（ワ）20402 生活保護者に対する財産調査方法の確認の訴え
請求事件 － － 29050480 25556236 2018WLJPCA06158009

377 東京地判平30・6・11 平成29（ワ）38093 損害賠償請求事件 － － 29050339 25555953 2018WLJPCA06118002
376 東京地判平30・5・30 平成29（ワ）40510 損害賠償請求事件 － － 29050934 25553257 2018WLJPCA05308019
375 静岡地判平30・4・26 平成27（行ウ）10 生活保護申請却下処分取消等請求事件 － 賃社1716号48頁 28262807 25560520 2018WLJPCA04266020
374 大阪地判平30・4・20 平成29（行ウ）129 返還額決定処分取消請求事件 ○ 判自445号62頁 28271059 25449966 2018WLJPCA04209002

373 熊本地判平30・3・30 平成27（行ウ）21 生活保護法63条に基づく費用返還決定処分取消
請求事件 控訴審福岡高判令元・7・25 － － 28261840 25560251 2018WLJPCA03306015

372 大阪地判平30・3・28 平成28（行ウ）222 費用徴収決定処分取消請求事件 ○ 判自442号90頁 28270944 25449961 2018WLJPCA03289010

371 東京地判平30・3・27 平成29（行ウ）361 ／平成29（ワ）26790 行政処分無効確認等請求事件（第１事件）、 
損害賠償請求事件（第２事件） － － 29049154 25552553 2018WLJPCA03278016

370 奈良地判平30・3・27 平成27（行ウ）31 保護変更申請却下処分取消等請求事件 － 賃社1711・1712号57頁
消法118号193頁 28263847 25561192 2018WLJPCA03276013

369 津地判平30・3・15 平成28（ワ）272 損害賠償請求事件
〔四日市インスリン事件〕 控訴審名古屋高判平30・10・11 －

判時2434号26頁
賃社1711・1712号38頁
消法116号286頁

28261476 25560201 2018WLJPCA03156001

368 秋田地判平30・3・9 平成29（行ウ）1 情報公開非公開決定取消等請求事件 － 賃社1718号44頁 28265162 25562039 2018WLJPCA03096004
367 秋田地判平30・2・26 平成27（行ウ）13 保護費返還決定取消請求事件 控訴審仙台高秋田支判平30・7・23 － － － 25560042 －

366 神戸地判平30・2・9 平成28（行ウ）30 生活保護法78条に基づく費用徴収金決定処分取
消請求事件 ○ 賃社1740号17頁 28261318 25449349 2018WLJPCA02099001

365 東京地判平30・1・26 平成29（ワ）38247 損害賠償請求事件 － － 29048810 25552021 －
364 大阪高判平30・1・19 平成29（行コ）134 生活保護費用返還決定処分取消請求控訴事件 － － － － 2018WLJPCA01196011

363 福島地判平30・1・16 平成27（行ウ）6 収入認定処分取消等請求事件 －
判タ1451号172頁
賃社1708号35頁
判自439号92頁
消法115号253頁

28260448 25549569 2018WLJPCA01166002
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