
平成 12 年 5 月 1６日 

訴訟費用請求書訴訟費用請求書訴訟費用請求書訴訟費用請求書 

浦和地方裁判所第四民事部御中浦和地方裁判所第四民事部御中浦和地方裁判所第四民事部御中浦和地方裁判所第四民事部御中 

訴訟代理人訴訟代理人訴訟代理人訴訟代理人    石津廣司弁護士殿石津廣司弁護士殿石津廣司弁護士殿石津廣司弁護士殿 

請求人代表請求人代表請求人代表請求人代表    埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市００００００００００００００００００００００００００００００００ 

                             電話電話電話電話                        村松幹雄村松幹雄村松幹雄村松幹雄 

（（（（以下請求人氏名以下請求人氏名以下請求人氏名以下請求人氏名はははは削除削除削除削除しましたしましたしましたしました）））） 

  

下記下記下記下記のののの事件事件事件事件にににに対対対対するするするする判決判決判決判決『『『『訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用はははは第一第一第一第一・・・・第二審第二審第二審第二審をををを通通通通じてこれをじてこれをじてこれをじてこれを一一一一○○○○分分分分しししし、、、、そのそのそのその八八八八をををを控訴人控訴人控訴人控訴人らのらのらのらの

負担負担負担負担としとしとしとし、、、、そのそのそのその二二二二をををを被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの負担負担負担負担とするとするとするとする』』』』にににに従従従従いいいい、、、、民事訴訟費用等民事訴訟費用等民事訴訟費用等民事訴訟費用等にににに関関関関するするするする法律法律法律法律、、、、同規則同規則同規則同規則のののの定定定定めめめめ

にににに準拠準拠準拠準拠しししし訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用のののの請求請求請求請求をををを致致致致しますしますしますします。。。。 

  

記記記記 

1111、、、、事件番号事件番号事件番号事件番号。。。。東京高等裁判所東京高等裁判所東京高等裁判所東京高等裁判所、、、、平成平成平成平成 11111111 年年年年((((行行行行ココココ))))第第第第 40404040 号号号号。。。。川口市県外視察賠償請求控訴事件川口市県外視察賠償請求控訴事件川口市県外視察賠償請求控訴事件川口市県外視察賠償請求控訴事件。。。。 

((((原審原審原審原審・・・・浦和地方裁判所平成浦和地方裁判所平成浦和地方裁判所平成浦和地方裁判所平成 8888 年年年年((((行行行行ウウウウ))))第第第第 23232323 号号号号)))) 

  

                        当事者当事者当事者当事者。。。。控 訴控 訴控 訴控 訴 人人人人（（（（被告被告被告被告））））    永瀬洋治永瀬洋治永瀬洋治永瀬洋治、、、、池田建次池田建次池田建次池田建次。。。。 

                被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人（（（（原告原告原告原告））））    村松幹雄村松幹雄村松幹雄村松幹雄。。。。((((他他他他 3333 名名名名のののの氏名氏名氏名氏名はははは削除削除削除削除しましたしましたしましたしました) 

                                                                 判決言渡平成判決言渡平成判決言渡平成判決言渡平成 11111111 年年年年 12121212 月月月月 15151515 日日日日((((東京高等裁判所第三民事部東京高等裁判所第三民事部東京高等裁判所第三民事部東京高等裁判所第三民事部)))) 

  

2222、、、、訴訟費用講求金額合計訴訟費用講求金額合計訴訟費用講求金額合計訴訟費用講求金額合計、、、、金金金金 81,01281,01281,01281,012 円円円円。。。。 

・請求金額内訳請求金額内訳請求金額内訳請求金額内訳はははは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり。。。。 

（（（（１１１１））））手数料手数料手数料手数料、、、、印紙代印紙代印紙代印紙代        ８８８８，，，，２００２００２００２００円円円円 

郵便切手予納分郵便切手予納分郵便切手予納分郵便切手予納分                ８８８８，，，，４８０４８０４８０４８０円円円円 

合計合計合計合計    １６１６１６１６，，，，６８０６８０６８０６８０円円円円((((合計合計合計合計のののの８０８０８０８０％％％％がががが請求額請求額請求額請求額)))) 

請求金額請求金額請求金額請求金額    １３１３１３１３,,,,３４０３４０３４０３４０円円円円 



  

（（（（２２２２））））書記料書記料書記料書記料((((書記料書記料書記料書記料のののの内訳等内訳等内訳等内訳等はははは別表別表別表別表、、、、1111 のとおりのとおりのとおりのとおり)))) 

第一審分書記料第一審分書記料第一審分書記料第一審分書記料    ３４３４３４３４，，，，９５０９５０９５０９５０円円円円 

第二審分書記料第二審分書記料第二審分書記料第二審分書記料        ３３３３，，，，４５０４５０４５０４５０円円円円 

合計合計合計合計    ３８３８３８３８，，，，４００４００４００４００円円円円((((合計合計合計合計のののの８０８０８０８０％％％％がががが請求金額請求金額請求金額請求金額)))) 

請求金額請求金額請求金額請求金額    ３０３０３０３０，，，，７２０７２０７２０７２０円円円円 

     

((((３３３３))))       旅費旅費旅費旅費((((旅費旅費旅費旅費のののの内訳等内訳等内訳等内訳等はははは別表別表別表別表、、、、2222 のとおりのとおりのとおりのとおり)))) 

                第一審分旅費第一審分旅費第一審分旅費第一審分旅費    １６１６１６１６,,,,３５０３５０３５０３５０円円円円 

                第二審分旅費第二審分旅費第二審分旅費第二審分旅費    １２１２１２１２,,,,８４０８４０８４０８４０円円円円 

                                合計合計合計合計    ２９２９２９２９,,,,１９０１９０１９０１９０円円円円（（（（合計合計合計合計のののの８０８０８０８０％％％％がががが請求金額請求金額請求金額請求金額）））） 

請求金額請求金額請求金額請求金額    ２３２３２３２３，，，，３５２３５２３５２３５２円円円円 

     

     

(4)(4)(4)(4)書類提出料書類提出料書類提出料書類提出料（（（（一審一審一審一審 24242424 通分通分通分通分。。。。二審二審二審二審 10101010 通分通分通分通分）））） 

第一審分書類提出料第一審分書類提出料第一審分書類提出料第一審分書類提出料    １２１２１２１２，，，，００００００００００００円円円円 

第二審分書類提出料第二審分書類提出料第二審分書類提出料第二審分書類提出料        ５５５５，，，，００００００００００００円円円円 

合計合計合計合計    １７１７１７１７，，，，００００００００００００円円円円((((合計合計合計合計のののの８０８０８０８０％％％％がががが請求金額請求金額請求金額請求金額)))) 

請求金額請求金額請求金額請求金額    １３１３１３１３，，，，６００６００６００６００円円円円 

     

注注注注::::：：：：第一種定形第一種定形第一種定形第一種定形、、、、郵便料金郵便料金郵便料金郵便料金 80808080 円十書留料円十書留料円十書留料円十書留料 420420420420 円円円円=500=500=500=500 円円円円/1/1/1/1 通通通通。。。。 

提出先提出先提出先提出先はははは裁判所裁判所裁判所裁判所、、、、控訴人控訴人控訴人控訴人((((被告被告被告被告))))二二二二ヶヶヶヶ所所所所にににに提出提出提出提出。。。。 

                         B B B B 列列列列５５５５番番番番､､､､１００１００１００１００．．．．５５５５枚枚枚枚××××１５０１５０１５０１５０円円円円＝＝＝＝１５１５１５１５，，，，０７５０７５０７５０７５円円円円 

    図面図面図面図面､､､､                        ８８８８枚枚枚枚××××３００３００３００３００円円円円＝＝＝＝    ２２２２，，，，４００４００４００４００円円円円 

                                        一審書記料合計一審書記料合計一審書記料合計一審書記料合計    1111７７７７，，，，４７５４７５４７５４７５円円円円 

                                        ２２２２箇所箇所箇所箇所にににに提出提出提出提出するするするする為為為為,,,,２２２２倍倍倍倍するとするとするとすると 



合計金額合計金額合計金額合計金額    ３４３４３４３４，，，，９５０９５０９５０９５０円円円円    ((((左記左記左記左記のののの 80808080％％％％がががが請求金額請求金額請求金額請求金額)))) 

  

別表別表別表別表    １１１１、、、、((((１１１１))))一審書記料明細表一審書記料明細表一審書記料明細表一審書記料明細表 

内内内内訳訳訳訳 BBBB５５５５番枚番枚番枚番枚数数数数 図面図面図面図面

数数数数 

訴状訴状訴状訴状    平成平成平成平成８８８８年年年年８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日附附附附     ６６６６   

    甲一号甲一号甲一号甲一号証証証証     ４４４４,,,,５５５５   

    甲二号甲二号甲二号甲二号証証証証     １１１１   

    甲三号甲三号甲三号甲三号証証証証     １１１１   

準備書面準備書面準備書面準備書面、、、、平成平成平成平成８８８８年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２日日日日附附附附 ５５５５   

    甲甲甲甲４４４４号証号証号証号証のののの一一一一     １１１１   

    甲甲甲甲４４４４号証号証号証号証のののの二二二二     １１１１   

準備書面準備書面準備書面準備書面、、、、平成平成平成平成９９９９年年年年５５５５月月月月１１１１日日日日附附附附     ５５５５   

準備書面準備書面準備書面準備書面、、、、平成平成平成平成９９９９年年年年９９９９月月月月１８１８１８１８日日日日附附附附 １１１１６６６６   

    甲五号証甲五号証甲五号証甲五号証((((写真図面写真図面写真図面写真図面))))   １１１１ 

    甲六号証甲六号証甲六号証甲六号証（（（（ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック））））   １１１１ 

    甲七号証甲七号証甲七号証甲七号証（（（（ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック））））   １１１１ 

    甲八号証甲八号証甲八号証甲八号証（（（（ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック））））   １１１１ 

    甲九号証甲九号証甲九号証甲九号証（（（（ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック））））   １１１１ 

    甲十号証甲十号証甲十号証甲十号証（（（（写真図面写真図面写真図面写真図面））））   １１１１ 

    甲十一号証甲十一号証甲十一号証甲十一号証（（（（移動時間説明書移動時間説明書移動時間説明書移動時間説明書）））） １１１１   

    甲十二号証甲十二号証甲十二号証甲十二号証（（（（写真図面写真図面写真図面写真図面））））   １１１１ 

    甲十三号証甲十三号証甲十三号証甲十三号証（（（（写真図面写真図面写真図面写真図面））））   １１１１ 

証拠申出書証拠申出書証拠申出書証拠申出書、、、、平成平成平成平成９９９９年年年年１０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日付付付付 ２２２２   

準備書面準備書面準備書面準備書面､､､､        平成平成平成平成９９９９年年年年１０１０１０１０月月月月２７２７２７２７日日日日付付付付 ６６６６   

甲十四号甲十四号甲十四号甲十四号証証証証 １１１１００００   

準備書面準備書面準備書面準備書面､､､､        平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年６６６６月月月月１１１１日日日日付付付付 １１１１００００   

甲十五号甲十五号甲十五号甲十五号証証証証     １１１１   

    甲十八号甲十八号甲十八号甲十八号証証証証     ３３３３．．．．５５５５   

文書送付嘱託申立書文書送付嘱託申立書文書送付嘱託申立書文書送付嘱託申立書､､､､平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年６６６６月月月月４４４４日付日付日付日付         ３３３３   

文書提出命令申立書文書提出命令申立書文書提出命令申立書文書提出命令申立書､､､､平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年６６６６月月月月４４４４日付日付日付日付         ３３３３   

文書提出命令申立書文書提出命令申立書文書提出命令申立書文書提出命令申立書((((訂正書訂正書訂正書訂正書))))    ６６６６月月月月２３２３２３２３付付付付         ２２２２   

準備書面準備書面準備書面準備書面､､､､                            平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年７７７７月月月月１５１５１５１５付付付付 １１１１１１１１       

準備書面準備書面準備書面準備書面､､､､                            平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年８８８８月月月月２８２８２８２８付付付付     ８８８８   



    甲十七号証甲十七号証甲十七号証甲十七号証のののの一一一一     ３３３３．．．．５５５５   

    甲十七号証甲十七号証甲十七号証甲十七号証のののの二二二二     １１１１．．．．５５５５   

    甲十七号証甲十七号証甲十七号証甲十七号証のののの三三三三     ３３３３．．．．５５５５   

                                                                                                                                                            合合合合計計計計 １００１００１００１００．．．．５５５５枚枚枚枚 ８８８８枚枚枚枚 

     

     

     

別表別表別表別表    １１１１、（、（、（、（２２２２））））二審書記料明細表二審書記料明細表二審書記料明細表二審書記料明細表。。。。 

  

                内内内内            訳訳訳訳 BBBB５５５５番枚番枚番枚番枚数数数数 図面枚図面枚図面枚図面枚数数数数 

準備書面準備書面準備書面準備書面((((一一一一））））    平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年３３３３月月月月３０３０３０３０日日日日付付付付 2222  

証拠申出書証拠申出書証拠申出書証拠申出書,,,,        平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日付付付付             ２２２２，，，，５５５５   

準備書面準備書面準備書面準備書面((((二二二二））））    平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日付付付付 2222  

準備書面準備書面準備書面準備書面((((三三三三））））    平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年９９９９月月月月    ８８８８日日日日付付付付 3333  

準備書面準備書面準備書面準備書面((((四四四四））））    平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年９９９９月月月月２４２４２４２４日日日日付付付付 2222  

                                                                                        計計計計         １１１１１１１１,,,,５５５５枚枚枚枚 0000 

  

  裁判所及裁判所及裁判所及裁判所及びびびび控訴人控訴人控訴人控訴人((((被告被告被告被告))))のののの二箇所二箇所二箇所二箇所にににに提出提出提出提出。。。。 

        BBBB 列列列列５５５５番番番番,,,,    １１１１1,1,1,1,５５５５枚枚枚枚××××１５０１５０１５０１５０円円円円＝＝＝＝１１１１,,,,７２５７２５７２５７２５円円円円 

                                    二審書記料合計二審書記料合計二審書記料合計二審書記料合計    １１１１,,,,７２５７２５７２５７２５円円円円 

                                    二箇所二箇所二箇所二箇所にににに提出提出提出提出するするするする為為為為にににに２２２２倍倍倍倍するとするとするとすると 

                                                合計金額合計金額合計金額合計金額＝＝＝＝３３３３,,,,４５０４５０４５０４５０円円円円 

                                        ((((上記合計金額上記合計金額上記合計金額上記合計金額のののの８０８０８０８０％％％％がががが請求金額請求金額請求金額請求金額)))) 

                                    二審書記料合計金額二審書記料合計金額二審書記料合計金額二審書記料合計金額    ２２２２,,,,７６０７６０７６０７６０円円円円 

     

                                    一審請求金額一審請求金額一審請求金額一審請求金額    ２７２７２７２７,,,,９６０９６０９６０９６０円円円円 

                                    二審請求金額二審請求金額二審請求金額二審請求金額        ２２２２,,,,７６０７６０７６０７６０円円円円 

書記料合計金額書記料合計金額書記料合計金額書記料合計金額    ３０３０３０３０,,,,７２０７２０７２０７２０円円円円 



  

 

  

別表別表別表別表 2222、、、、旅費内訳旅費内訳旅費内訳旅費内訳 

     

旅費請求合計金額旅費請求合計金額旅費請求合計金額旅費請求合計金額 23,35223,35223,35223,352 円円円円 

旅費旅費旅費旅費、、、、第一審第一審第一審第一審、、、、第二審第二審第二審第二審、、、、合計金額合計金額合計金額合計金額 29,19029,19029,19029,190 円円円円。。。。((((合計金額合計金額合計金額合計金額のののの 80%80%80%80%をををを請求請求請求請求、、、、内訳内訳内訳内訳はははは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり)))) 

(1)(1)(1)(1)旅費第一審分旅費第一審分旅費第一審分旅費第一審分((((公判公判公判公判 12121212 回回回回、、、、弁論準備手続弁論準備手続弁論準備手続弁論準備手続 3333 回回回回、、、、計計計計 15151515 回回回回)))) 

JRJRJRJR 川口駅一浦和駅間往復川口駅一浦和駅間往復川口駅一浦和駅間往復川口駅一浦和駅間往復 320320320320 円円円円 X2X2X2X2 名名名名((((氏名削除氏名削除氏名削除氏名削除))))        ××××15151515 往復分往復分往復分往復分=9,600=9,600=9,600=9,600 円円円円 

JRJRJRJR 東川口駅一浦和駅間往復東川口駅一浦和駅間往復東川口駅一浦和駅間往復東川口駅一浦和駅間往復 160160160160 円円円円××××1111 名名名名((((氏名削除氏名削除氏名削除氏名削除))))    ××××15151515 往復分往復分往復分往復分=2,400=2,400=2,400=2,400 円円円円 

JRJRJRJR 東滑和駅一浦和駅間往復東滑和駅一浦和駅間往復東滑和駅一浦和駅間往復東滑和駅一浦和駅間往復 290290290290 円円円円××××1111 名名名名((((村松村松村松村松))))            ××××15151515 往復分往復分往復分往復分=4,350=4,350=4,350=4,350 円円円円 

計計計計 16,35016,35016,35016,350 円円円円 

第一審講求金額第一審講求金額第一審講求金額第一審講求金額,13,080,13,080,13,080,13,080 円円円円 

(2)(2)(2)(2)旅費第二審分旅費第二審分旅費第二審分旅費第二審分((((公判公判公判公判 4444 回回回回、、、、弁論準備手続弁論準備手続弁論準備手続弁論準備手続 2222 回回回回、、、、計計計計 6666 回回回回)))) 

JRJRJRJR 川口駅一西日暮里駅往復川口駅一西日暮里駅往復川口駅一西日暮里駅往復川口駅一西日暮里駅往復 160160160160 円円円円。。。。二名二名二名二名((((氏名削除氏名削除氏名削除氏名削除))))                ××××6666 往復分往復分往復分往復分=1,920=1,920=1,920=1,920 円円円円 

JRJRJRJR 東川口駅一西日暮里駅雀復東川口駅一西日暮里駅雀復東川口駅一西日暮里駅雀復東川口駅一西日暮里駅雀復 190190190190 円円円円。。。。一名一名一名一名((((○○○○○○○○))))                        ××××6666 往復分往復分往復分往復分=1,140=1,140=1,140=1,140 円円円円 

JRJRJRJR 東浦和駅一酉日暮里駅往復東浦和駅一酉日暮里駅往復東浦和駅一酉日暮里駅往復東浦和駅一酉日暮里駅往復 290290290290 円円円円。。。。一名一名一名一名((((村松村松村松村松))))                        ××××6666 往復分往復分往復分往復分=1,740=1,740=1,740=1,740 円円円円 

営団地下鉄西日暮里一霞営団地下鉄西日暮里一霞営団地下鉄西日暮里一霞営団地下鉄西日暮里一霞がががが関駅往復関駅往復関駅往復関駅往復 380380380380 円円円円。。。。三名三名三名三名（（（（氏名削除氏名削除氏名削除氏名削除））））××××6666 往復分往復分往復分往復分=6,840=6,840=6,840=6,840 円円円円 

営団地下鉄西日暮里一霞営団地下鉄西日暮里一霞営団地下鉄西日暮里一霞営団地下鉄西日暮里一霞がががが関駅往復関駅往復関駅往復関駅往復 200200200200 円円円円。。。。一名一名一名一名((((○○○○○○○○))))                ××××6666 往復分往復分往復分往復分=1,200=1,200=1,200=1,200 円円円円 

計計計計 12,84012,84012,84012,840 円円円円 

第二審請求金額第二審請求金額第二審請求金額第二審請求金額 10,27210,27210,27210,272 円円円円 

《《《《注注注注》》》》・・・・○○○○○○○○はははは第一審第一審第一審第一審、、、、第二審共第二審共第二審共第二審共にににに身障者割引身障者割引身障者割引身障者割引((((半額半額半額半額))))をををを適用適用適用適用したしたしたした金額金額金額金額であるであるであるである。。。。 

・・・・     運賃運賃運賃運賃のののの消費税消費税消費税消費税はははは平成平成平成平成 9999 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日にににに、、、、3%3%3%3%よりよりよりより 5%5%5%5%にににに引引引引きききき上上上上げられたがげられたがげられたがげられたが、、、、一審時一審時一審時一審時のののの運賃運賃運賃運賃はははは増税増税増税増税

のののの前後前後前後前後においてもにおいてもにおいてもにおいても同一運賃同一運賃同一運賃同一運賃であるであるであるである。。。。(JR(JR(JR(JR 広報室室広報室室広報室室広報室室、、、、03030303----5692569256925692----6039603960396039 にてにてにてにて確認済確認済確認済確認済みみみみ)))) 

  



第一審公判期日一覧第一審公判期日一覧第一審公判期日一覧第一審公判期日一覧。。。。        第二審公判期日一覧第二審公判期日一覧第二審公判期日一覧第二審公判期日一覧。。。。 

１ 第１回公判期日 ‘96.10.21. 第１回公判期日 ‘99.05.17 

２ 第２回公判期日 ‘96.12.09 第２回公判期日 ‘99.08.11 

３ 第３回公判期日 ‘97.02.10 弁論準備手続 ‘99.08.30 

４ 第４回公判期日 ‘97.03.17 弁論準備手続 ‘99.09.24 

５ 第５回公判期日 ‘97.05.12 第３回公判期日 ‘99.11.08 

６ 第６回公判期日 ‘97.08.18 第４回公判期日 ‘99.12.15 

７ 第７回公判期日 ‘97.10.06     

８ 第８回公判期日 ‘97.11.10     

９ 第９回公判期日 ‘98.02.02     

１

０ 

弁論準備手続 ‘98.03.05     

１

１ 

弁論準備手続 ‘98.03.17     

１

２ 

弁論準備手続 ‘98.04.15     

１

３ 

第１０回公判期日 ‘98.06.15     

１

４ 

第１１回公判期日 ‘98.07.27     

１

５ 

第１２回公判期日 ‘98.12.21     

  

 


