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122
一復第七六号 靖国神社合祀

未済ノ者申告ニ関スル件依頼
第一復員次官 昭和20年12月13日

従来 各地方世話部（旧連隊区司令

部）が調査の上、第一復員省に申告。

追加 遺族による申告 市（区）町

村長が申告票作成 地方世話部に提

出。

※
一復第七六号 靖国神社合祀

未済ノ者申告ニ関スル件通牒
第一復員次官

各地方世話部、

留守業務部
昭和20年12月13日

「昭和二十年九月二日迄ニ死シタル

先該当ノ軍人軍属等」で左記 一、

二、三、四に該当する軍人軍属。

（注）四については、上記の依頼文

書になし。

（注）「九月三日以降死没セル者

（略）ハ別途詮議ノ予定ニ付申添フ」

187

復員第七六号 今後における

靖国神社合祀事務協力要領に

ついて

厚生省引揚援護局復員課長

各都道府県世

話（援護、社

会）課（部）

長、各復員連

絡局、同支部

長

昭和31年2月2日
以下2種類の別冊要綱（案）につい

て、意見を求めたもの。

184
旧陸軍関係 靖国神社合祀事

務協力要綱（案）

〔厚生省引揚援護局〕復員

課
〔昭和31年〕1月25日

◎ 「概ね三年間に完了することを

目途として、その合祀事務に協力す

る」

◎ 「神社合祀事務の体系はこれを

概ね終戦前のものに準じたものにあ

らためる」

◎ 31年秋季合祀予定者の選考:昭和

20年9月2日以降の外地戦没者、

恩給法の既裁定者。

186

旧陸軍関係 靖国神社合祀事

務協力要綱（案）についての

説明

〔厚生省引揚援護局〕復員

課
昭和31年1月30日

◎ 「憲法の許す枠内（復員業務の

枠内の事務）を、国費を充てて推

進」

◎ 「合祀者を、今后は都道府県が

選定し、厚生省で決定して靖国神社

に通知する」

192 1

援発第三〇二五号 靖国神社

合祀事務に対する協力につい

て

厚生省引揚援護局長 都道府県 昭和31年4月19日

192
援発第三〇二五号別冊第一

靖国神社合祀事務協力要綱
〔厚生省引揚援護局復員課〕

◎ 「法令に基づくその本然の事務

の限界において、かつ、なし得る限

り好意的な配慮をもって、靖国神社

合祀事務の推進に協力する。

◎ 「旧陸軍関係については都道府

県、旧海軍関係については引揚援護

局及び地方復員部がそれぞれ担当し

て調査」

192

援発第三〇二五号別冊第二

昭和三十一年度における旧陸

軍関係靖国神社合祀事務に協

力するための都道府県事務要

領

〔厚生省引揚援護局復員課〕

◎都道府県による原簿の整備と「祭

神名票」の調製。

◎「合祀予定者の選考基準 昭和

31年秋季に限り 昭和20.9.3～26.

5.31 軍人、軍属であって、援護法

又は公務扶助料の裁定が終わってい

る者（但書き）」
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185
別紙 旧陸軍関係靖国神社合

祀事務処理要領

〔厚生省引揚援護局〕復員

課
昭和31年1月25日

「援発第三〇二五号別冊第二 昭和

三十一年度における旧陸軍関係靖国

神社合祀事務に協力するための都道

府県事務要領」別紙。

195 2

一次（復）第一六号 靖国神

社合祀事務協力についての引

揚援護局長通牒に関する説明

資料送付について

厚生省引揚援護局次長

都道府県民生

（同相当）部、

復員連絡局、

同支部

昭和31年4月19日

191

（参考）靖国神社合祀事務

協力要綱及びこれに基く三十

一年度都道府県事務要領につ

いての説明

一復 昭和31年4月5日

◎「一次（復）第一六号」参考資料。

◎ 「法令との関係について 「神

社と宗教」「国と靖国神社との関係」

等についての根本的な考え方につい

ては・・・」

◎ 昭和31.2.14官報掲載 第24国

会衆議院海外同胞引揚及び遺家族援

護に関する調査特別委員会議録第4

号。

◎ 「都道府県担当事務は・・・地

方自治法附則第十条に基づき」

◎ 海軍関係の事務 従来どおり引

揚援護局及び地方復員部で担当」

◎ 「合祀予定者の選考資格条件に

ついて 一括合祀（鎮斉）の区分

戦没時期」

◎ 戦没者調査費は総額約300万円。

3

復員第三一六号 都道府県の

靖国神社合祀事務協力のため

の事務処理計画等の送付につ

いて

厚生省引揚援護局復員課長

各都道府県世

話（援護、社

会、厚 生 世

話）課長

昭和31年4月19日

4
復員第三二四号 一次（復）

第一六号中一部訂正について
厚生省引揚援護局復員課長

各都道府県世

話（援護、社

会、厚 生 世

話）課長、各

復員連絡局、

同支部長

昭和31年4月24日

5
復員第三四八号 公報発令通

報事務の取止めについて

厚生省引揚援護局復〔員課

長〕

各都道府県世

話（世話、厚

生世話、援護、

社会課長

昭和31年5月7日

昭和23年９月15日一復第三六九号

等の通知による、靖国神社に合祀の

ため死没者連名簿（死亡公報写、死

亡告知書写共）を、靖国神社に送付

することの中止。

200 6

復員第四〇八号 靖国神社合

祀事務処理に関する希望質疑

事項に対する回答送付につい

て

厚生省引揚援護局復員課長

各都道府県世

話（社会、援

護、厚生援護、

厚生世話）課

（部）長、未

帰還調査部長

昭和31年6月4日

197
靖国神社合祀事務処理に関連

する希望質疑事項について

〔厚生省引揚援護局〕復員

課
昭和31年6月1日

198
別紙第一 祭神名票調製上の

注意事項

〔厚生省引揚援護局〕復員

課
〔昭和31年6月1日〕

199 別紙第二 （様式）
〔厚生省引揚援護局〕復員

課
〔昭和31年6月1日〕

201 7

復員第四二八号 陸軍関係祭

神名票（昭和三十年四月、十

月合祀済の分）の送付につい

て

〔厚生省〕引揚援護局復員

課長

各都道府県世

話（社会、援

護、厚生援護、

厚生世話）課

（部）長、未

帰還調査部

昭和31年6月19日

202
別紙 〔昭和三十年四月、十

月合祀済の分、内訳表〕

〔厚生省〕引揚援護局復員

課長
〔昭和31年6月19日〕 総数15万4767。

203 8

復員第四七九号 靖国神社合

祀事務のための戦没者調査票

の整備について

厚生省引揚援護局復員課長

各都道府県世

話（社会、援

護、厚生援護、

厚生世話）課

（部）長

昭和31年7月11日 戦没者調査票の様式が1枚添付。

204 9

復員第五三一号 昭和三十一

年秋季靖国神社合祀予定者の

祭神名票処理現況について

厚生省引揚援護局復員課長

各都道府県世

話（社会、援

護、厚生援護、

厚生世話）課

（部）長

昭和31年7月21日

205
靖国神社合祀予定者祭神名票

処理現況

〔厚生省引揚援護局〕復員

課
昭和31年7月18日現在 「復員第五三一号」別紙。
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206 不備削除名票内容別区分表
〔厚生省引揚援護局〕復員

課
昭和31年7月18日現在 「復員第五三一号」別紙。

10

援発第三〇四六号 旧陸軍関

係昭和三十二年春季靖国神社

合祀事務について

厚生省引揚援護局長 昭和31年8月8日 援発第三〇二五号別冊第二の追加。

11

復員第五八八号 旧陸軍関係

昭和三十二年春季靖国神社合

祀事務について

厚生省引揚援護局復員課長

復員連絡局、

同支部長、都

道府県世話

（援護、社会、

厚生世話）課

長

昭和31年8月8日

207 12

援発第三〇〇八号 昭和三十

二年度における旧陸軍関係靖

国神社合祀事務に協力するた

めの都道府県事務要領

厚生省引揚援護局長

各都道府県、

復員連絡局、

同支部

昭和32年2月14日
援発第三〇二五号別冊第二及び援発

第三〇四六号のほかの定め。

13

復員第九四号 旧陸軍関係昭

和三十二年秋季靖国神社合祀

事務の細部について

厚生省引揚援護局復員課長

復員連絡局、

同支部長、都

道府県主務課

長

昭和32年2月14日

別紙第一 戦没軍人軍属等の

ための原簿設定整備状況の諸

点について

〔厚生省引揚援護局復員課〕

別紙第二 戦没者中靖国神社

未合祀の者の状況
〔厚生省引揚援護局復員課〕 昭和32年2月末日調

14

援発第三〇二五号 昭和三十

二年秋季合祀予定者の追加に

ついて

厚生省引揚援護局長 都道府県知事 昭和32年4月26日
昭和16年12月7日以前の戦没者が

相当数あることが判明したので追加。

208 15

復員第二六三号 昭和三十二

年秋季合祀予定者の追加等の

事務の細部について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和32年4月26日

209
別紙 戦没者中靖国神社未合

祀者の状況
〔厚生省引揚援護局復員課〕

昭和32年4月24日現在

調

16

援発第三〇三四号 「昭和三

十二年度における旧陸軍関係

靖国神社合祀事務に協力する

ための都道府県事務処理要

領」中一部改正について

厚生省引揚援護局長 昭和32年6月6日
援発第三〇〇八号の一部改正。但し

同号の表題に「処理」の語はない。

別紙 昭和三十二年秋季合祀

予定者数
〔厚生省引揚援護局復員課〕

214 17

復員第三七三号 昭和三十二

年秋季合祀予定者の数につい

て

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和32年6月6日

援発第三〇〇八号、援発第三〇二五

号、援発第三〇三四号関連。

215 18

援発第三〇五〇号 旧陸軍関

係昭和三十三年春季靖国神社

合祀事務について

厚生省引揚援護局長

都道府県知事、

復員連絡局、

同支部長

昭和32年8月23日

◎ 援発三〇〇八号によるのほかの

定め。

◎ 合祀予定者の選考基準及び選考

数。死亡の時期及び場所により、甲、

乙、丙に3区分。また、身分及び死

亡事由も基準。

229 19

復員第一一五八号 旧陸軍関

係昭和三十三年春季靖国神社

合祀予定者選考基準の「外

地」の解釈について

厚生省引揚援護局復員課長

連絡局、同支

部長、都道府

県主務課長

昭和32年11月21日

20
復員第一八六号 旧陸軍関係

祭神名票について
厚生省引揚援護局復員課長

都道府県主務

課長
昭和33年2月17日

236 21

援発第三〇三六号 昭和三十

三年度における旧陸軍関係靖

国神社合祀事務に協力するた

めの都道府県事務要領

厚生省引揚援護局長

都道府県知事、

復員連絡局、

同支部長

昭和33年4月30日

◎ 3年計画は、昭和34年で概了。

◎ 「昭和33年秋季合祀予定者の選

考基準及び選考数は別紙のとおりと

する」
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237

別紙 昭和三十三年秋季靖国

神社合祀予定者の選考基準及

び選考数

〔厚生省引揚援護局復員課〕

◎ 第一類～第六類に分類されてい

る詳細な区分表。

◎ 第一類のうち、「昭和二十年九月

三日より同二十六年五月三十一日ま

での間に外地において死亡した者」

には、BC級戦犯が含まれているの

か? 要検討。

◎ 第五類は、「軍人軍属で第一乃至

第四類に属しないが合祀を適当とす

る者」を「個別審査」する基準で、

甲、乙、丙、丁、戊に区分されてい

る。「戊 軍人軍属で昭和二十六年

六月一日より昭和三十二年五月三十

一日までの間に外地において自己の

責に帰することができない事由によ

り死亡した者」

238 22

復員第四五〇号 昭和三十三

年秋季靖国神社合祀事務等の

細部について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和33年4月30日

◎ 協力事務概了後、昭和34年春季

以降、「従来の合祀基準に該当すべ

きものとしては次のもののみが残る

こととなる」（3項目）。

◎ 「靖国神社の従来の合祀基準に

なく将来合祀すべきか否かを決定す

べき者には次のものがありこれ等の

合祀事務については決定次第当方よ

り通知するものである」（7項目）。

2軍人軍属等の法務関係死亡者。

◎ 「日支事変中の満洲の公務死亡

者、満洲事変中の満洲の公務死亡者

及び遠く日清日露戦役中の戦傷病死

者等で合祀未済のもの」

242 23

復員第六一三号 業務二第一

〇〇七号の一〇二 外地戦争

裁判未決死亡者の靖国神社合

祀のための事務について

厚生省引揚援護局復員課長、

同業務第二課長

地方復員部長、

都道府県主務

課長

昭和33年6月10日

◎ 戦争裁判（日本との平和条約第

十一条に掲げる裁判をいう。以下同

じ。）による判決確定の前に死亡し

た被拘禁者のうち外地において死亡

した者、「外地未決死亡者」は、「従

来の靖国神社合祀の基準上「昭和二

十年九月三日以降外地において死亡

した者」として、今日まで既にその

約三分の一が合祀されている

が・・・」

◎ 今次昭和三十三年秋季合祀

「残りの外地未決死亡者（陸海軍の

軍人軍属であつたことが確実である

者に限る。）を、この際合祀するこ

とができるように致したい」。

◎ 注意事項 復員第四五〇号の

「法務関係死亡者」とは、戦争裁判

により判決が確定し、これにより死

亡した者を指す。

別冊 未合祀外地未決死亡者

名簿 昭和三十三年五月三十

一日

厚生省引揚援護局法務調査

室
昭和33年5月31日

手書き2枚のリストは、死亡者氏名、

本籍、遺族現住所、遺族氏名が掲載

されているので、収録は見合わせる。

243 24

復員第六四〇号 昭和三十三

年秋季靖国神社合祀事務等の

細部について（追加）

厚生省引揚援護局復員課長
各都道府県主

務課長
昭和33年6月13日 第6類の祭神名票の記載等について。

249 25

援発第三〇六八号 旧陸軍関

係昭和三十四年春季靖国神社

合祀事務について

厚生省引揚援護局長 都道府県知事 昭和33年10月1日

250 26

復員第一一一六号 昭和三十

四年春季靖国神社合祀事務等

の細部について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和33年10月1日

「四 法務関係死亡者の祭神名票の

調製は当復員課において実施するこ

ととし、その合祀については別途連

絡すること」

258 27
復員第六七号 沖縄県庁職員

の靖国神社合祀等について
厚生省引揚援護局復員課長 昭和34年1月19日

総理府特別地域南方連絡事務局にお

いて靖国神社祭神名票を調製して合

祀の事務を取り計らうこととした

い」。

別紙 沖縄県庁職員で旧陸軍

の要請に基づいて戦闘に参加

し死亡した者の連名簿

死亡者の身分・氏名・本籍、遺族の

現住所・氏名を掲載。

260 28

復員第一三〇号 昭和三十四

年度春季靖国神社合祀事務等

の細部について（連絡）

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和34年1月30日

春季合祀祭の行事予定、運賃割引証

の送付等。
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261

復員第三一六号 日本国との

平和条約第十一条関係合祀予

定者の祭神名票送付について

厚生省引揚援護局復員課長
靖国神社調査

部長
昭和34年3月10日

昭和31年4月19日援発第三〇二五

号に基づく昭和34年春季予定者、

364枚。

昭和三十四年春季合祀予定者

連名簿（日本国との平和条約

第十一条関係第一次分）

〔厚生省〕引揚援護局 昭和34年3月10日 表紙のみ。

262 29

事務連絡（法）第七号 平和

条約第十一条関係死没者の靖

国神社合祀について（内連

絡）

厚生省引揚援護局復員課史

料班長
昭和34年4月4日

◎ 「 殿」とあり宛先空白。取

扱注意の押印あり。

◎ 史料班長から「貴課長」（復員課

長か?）宛の意見書（「卑見を申し述

べます」）。

30

事務連絡（法）第一九号 昭

和三十四年春季合祀の平和条

約第十一条関係死没者遺族に

対する戦没者遺族旅客運賃割

引証の送付について

厚生省引揚援護局復員課史

料班長
関係道府県 昭和34年5月18日 具体的名称については、コピーなし。

263 31

援発第三〇四二号 旧陸軍関

係昭和三十四年秋季靖国神社

合祀事務について

厚生省引揚援護局長 都道府県知事 昭和34年6月30日

◎ 昭和33年4月30日援発第三〇

三六号別紙「昭和三十三年秋季靖国

神社合祀基準」の第一類ないし第六

類の次に加える。

◎ 第七類、第八類、第九類。

◎ 平和条約第11条に掲げる裁判に

より拘禁され、当該拘禁中に死亡し

た者（未決中に死亡した者を除く）

は、昭和34年秋季においても引き

続き合祀につき選考される。祭神名

票の送付は引揚援護局で実施。

264 32

復員第六九一号 昭和三十四

年秋季靖国神社合祀事務等の

細部について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和34年6月30日

265 33

援発第三〇四七号 昭和三十

四年秋季靖国神社合祀基準の

追加について

厚生省引揚援護局長 都道府県知事 昭和34年7月11日 第十類の追加。

266 34

復員第七四〇号 昭和三十四

年秋季靖国神社合祀事務等の

細部の追加について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和34年7月11日 第十類の追加説明。

35

復員第七八四号 国家総動員

法に基く徴用又は協力中の死

亡者の合祀事務について

厚生省引揚援護局復員課長
各都道府県主

務課長
昭和34年7月30日

267 36

復員第八四八号 軍人軍属で

戦時死亡宣告をうけた者の靖

国神社合祀について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和34年8月13日 靖国神社への照会と回答。

別紙第一 援発第三〇五二号

軍人軍属で戦時死亡宣告をう

けた者の靖国神社合祀につい

て（照会）

厚生省引揚援護局長 靖国神社宮司 昭和34年8月5日

別紙第二 靖調第一四九八号

軍人軍属で戦時死亡宣告をう

けた者の靖国神社合祀につい

て（回答）

靖国神社宮司筑波藤麿
厚生省引揚援

護局長
昭和34年8月8日

37

復員第九八二号 昭和三十四

年秋季靖国神社合祀予定者の

祭神名票の送付について

厚生省引揚援護局復員課長
各都道府県主

務課長
昭和34年9月1日

38

復員第三七六号 旧陸軍共済

組合員の戦没者の靖国神社合

祀事務について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和35年3月31日

別紙 戦没共済組合員祭神名

票府県別表
〔厚生省引揚援護局復員課〕

268 39

援発第三〇三三号 旧陸軍関

係昭和三十五年秋季靖国神社

合祀事務について

厚生省引揚援護局長 都道府県知事 昭和35年7月1日
第十一類（軍人軍属で戦時死亡宣告

をうけた者）の追加。

269 40

復員第九八二号 昭和三十五

年秋季靖国神社合祀事務等の

細部について

厚生省引揚援護局復員課長
都道府県主務

課長
昭和35年7月1日

秋季霊璽奉安祭、第十一類の祭神名

票、第十類の範囲の拡張解釈。

別紙 靖国神社合祀済祭神正

誤訂正票
〔厚生省引揚援護局復員課〕 〔昭和36年7月1日〕

270 41
復員第1398号 靖国神社の

合祀基準について
厚生省引揚援護局復員課長

各都道府県主

務課長
昭和35年8月8日

1165



番号
文書

番号
文 書 表 題 作 成 機 関

宛先

(通知先)
日 付 備 考

271
〔別冊 靖国神社合祀予定者

選考基準〕
〔厚生省引揚援護局復員課〕

◎ 合祀基準についての関係事項の

抜粋 1～11類の集成版。

昭和33年4月30日援発第三〇三六

号により通知したもの

（注） 1～6類

昭和34年6月30日援発第三〇四二

号により通知したもの

（注） 7～9類

昭和34年7月11日援発第三〇四七

号により通知したもの

（注） 10類

◎ 別冊では、援発第三〇三三号の

11類も記載されている。

42

復員第1051号 戦争裁判関

係死没者の遺書等を靖国神社

宝物遺品館に陳列するため出

品のあつせんについて（依

頼）

厚生省引揚援護局復員課

各都道府県主

管課

通知先：各都

道府県

昭和36年6月27日

戦争裁判関係死没者の遺書等

靖国神社宝物遺品館への出品

要領

〔厚生省援護局復員課〕

273 43

援発第3024号 旧陸軍関係

の昭和36年秋季靖国神社合

祀事務について

厚生省援護局長 各都道府県 昭和36年7月5日
◎ 引揚援護局から援護局に変更。

◎ 1類の一部改正。

44

復員第1101号 昭和36年秋

季靖国神社合祀事務等の細部

について

厚生省援護局復員課長
各都道府県主

務課長
昭和36年7月5日

278 45

援発第3017号 旧陸軍関係

の昭和37年度靖国神社合祀

事務について

厚生省援護局長 昭和37年3月22日

279
〔別冊 靖国神社合祀予定者

選考基準〕
〔厚生省援護局復員課〕 〔昭和37年3月〕

280 46

復員第628号 旧陸軍関係の

昭和37年度靖国神社合祀の

協力事務等の細部について

厚生省援護局復員課長
各都道府県主

務課長
昭和37年3月22日

281
別冊 靖国神社合祀予定者選

考基準
〔厚生省援護局復員課〕 〔昭和37年3月〕 1～15類の集成版。

282 47

援発第3007号 旧陸軍関係

の昭和38年度靖国神社合祀

の協力事務について

厚生省援護局長 昭和38年6月10日

283 48

復員第444号 旧陸軍関係の

昭和38年度靖国神社合祀の

協力事務等の細部について

（連絡）

厚生省援護局復員課長
各都道府県主

管課長
昭和38年6月10日

◎ 新たに合祀基準に加えられたも

の。12類、14類、15類。

◎ 類別整理のため、12類→13類。

284 49

援発第3016号 旧陸軍関係

の昭和39年度靖国神社合祀

の協力事務について（通知）

厚生省援護局長 都道府県知事 昭和39年6月9日 選考基準の改定 14類、15類。

287 別表 〔第14類、第15類〕 〔厚生省援護局復員課〕

288 50

復員第449号 旧陸軍関係の

昭和39年度靖国神社合祀の

協力事務等の細部について

（連絡）

厚生省援護局復員課長
都道府県主管

課長
昭和39年6月9日

289 51
復員第467号 祭神名票の返

送について
厚生省援護局復員課長

各都道府県主

務課長
昭和39年6月22日

290 52

復員第831号 昭和40年度

以後の旧陸軍関係戦没者の靖

国神社合祀事務の協力要領に

ついて

厚生省援護局復員課長
各都道府県民

生主管部長
昭和39年12月22日

神社側としては「従来保留となって

いた戦没者を含め合祀未済の全戦没

者の氏名、身分、死因等をなるべく

すみやかに、おそくとも昭和40年

度中にその大部分を把握したい希望

を有している」

291

別紙 昭和40年度以後の旧

陸軍関係戦没者の靖国神社合

祀事務の協力要綱（案）

〔厚生省援護局復員課〕

292 53

調査第153号 旧陸軍関係戦

没者の昭和40年度以後の靖

国神社合祀事務に対する協力

等について

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管課長
昭和40年6月8日

靖国神社における戦没者合祀事務の

取り扱いについて、「合祀基準の拡

大について 合祀基準の拡大に関し

ては靖国神社崇敬者総代会及び同社

の臨時合祀制度調査委員会の所掌す

るところであつて目下種々検討中で

あること」
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293
別表 祭神名票の記入につい

て
〔厚生省援護局調査課〕

294
様式第1 祭神名票の補足

（訂正）通知票
〔厚生省援護局調査課〕

295
様式第2 靖国神社合祀済祭

神名票訂正通知票
〔厚生省援護局調査課〕

296

別冊 昭和40年度以後の旧

陸軍関係戦没者の靖国神社合

祀事務の協力要領

〔厚生省援護局調査課〕

297

別紙 昭和39年10月現在に

おける靖国神社合祀予定者選

考基準

〔厚生省援護局調査課〕

300 54

調査第27号 旧陸軍関係戦

没者の昭和41年度靖国神社

合祀事務について（連絡）

厚生省援護局調査課長
都道府県民生

主管部長
昭和41年1月24日

301

調査第74号 靖国神社未合

祀の戦争裁判関係死没者に関

する祭神名票の送付について

厚生省援護局調査課長
靖国神社調査

部長
昭和41年2月8日

◎ 「従来より合祀を保留されてい

た下記戦犯関係死没者の祭神名票」

◎ 1 東京裁判（A級）死没者 12

2軍人（Ｂ・Ｃ級）内地刑死者

53

3 〃 内地獄死者

（講和発効前） 13

4 〃 〃

（講和発効後） 16

5非軍人軍属、外地、刑死及び

病死者 43

6非軍人軍属、外地、未決死亡

者 12

7国内法受刑者（戦犯競合） 7

8第三国人の死没者 49

計 205

302
〔別紙目録 東京裁判の刑死

者及び獄死者一覧〕
〔厚生省援護局調査課〕

303 55

調査第241号 旧陸軍関係戦

没者の靖国神社合祀事務の協

力について（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管課長
昭和42年4月7日

304

別表 昭和40年度以後にお

ける都道府県からの祭神名票

受付数調

〔厚生省援護局調査課〕 昭和42年3月31日現在

308 56

調査第318号 旧陸軍関係戦

没者の靖国神社合祀事務の協

力について（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管課長
昭和43年5月28日

310 57

調査第130号 旧陸軍関係戦

没者の靖国神社合祀事務の協

力について（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管課長
昭和44年3月3日

312 58

調査第278号 旧陸軍関係戦

没者の靖国神社合祀事務の協

力について（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管部長
昭和45年4月3日

314 59

調査第454号 旧陸軍関係戦

没者の靖国神社合祀協力事務

の参考資料送付について

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管部長
昭和45年8月4日

315
別冊 某県における靖国神社

未合祀者調査実施要領
〔厚生省援護局調査課〕

別紙第1 未合祀者調査実施

要領表
〔厚生省援護局調査課〕

別紙第2 未合祀者調査票と

既合祀祭神名票との照合結果

表

〔厚生省援護局調査課〕

〔以下、別紙多数あり省略〕

316 60

〔靖国神社合祀事務協力に関

する通知の廃止と戦没者の身

分等の調査〕

厚生省援護局調査課長
各都道府県主

管課長
昭和45年11月4日

◎ 「昭和45年度における未帰還者

等の調査会議等について」

◎ 「靖国神社合祀事務協力」に関

する従前の諸通知を一切廃止し、

「戦没者の身分等の調査」という名

称を使用。

317 61

調査第4号 戦没者の身分等

の調査事務に関する会議の細

部について（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管部長
昭和46年1月5日

318
別紙 戦没者身分等調査事務

担当者会議の細部について
〔厚生省援護局調査課〕
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319 62

援発第119号 旧陸軍関係戦

没者身分等調査事務処理要領

について（通知）

厚生省援護局長
各都道府県知

事
昭和46年2月2日

320
別冊 旧陸軍関係戦没者身分

等調査事務処理要領
〔厚生省援護局〕

321 63

調査第47号 旧陸軍関係戦

没者の身分等調査の実施につ

いて（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管課長
昭和46年2月10日

322
別紙第1 調査を要する戦没

者の範囲
〔厚生省援護局調査課〕

323
別紙第2 戦没者身分等調査

票
〔厚生省援護局調査課〕

324
別紙第3その1 戦没者身分

等調査票記入要領
〔厚生省援護局調査課〕

325

別紙第3その2 別紙第3そ

の1の「その他」の者の記入

例及び一部軍属の記入例

〔厚生省援護局調査課〕

326
別紙第4 戦没者身分等調査

票
〔厚生省援護局調査課〕

327 64

調査第110号 旧陸軍関係戦

没者身分等調査事務担当者会

議における質疑回答票の送付

について

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管部長
昭和46年3月23日

328

別紙 戦没者身分等調査事務

関係質疑・希望事項に対する

回答

〔厚生省援護局調査課〕

329
靖国神社合祀事務に関する参

考事項
〔厚生省援護局調査課〕

「別紙 戦没者身分等調査事務関係

質疑・希望事項に対する回答」の続

き。

330 65

調査第54号 旧陸軍関係戦

没者身分等調査の実施につい

て（通知）

厚生省援護局調査課長

各都道府県民

生主管部局長、

沖縄・北方対

策庁沖縄事務

局次長

昭和47年2月28日

331
別紙 戦没者身分等調査事務

に関する参考事項
〔厚生省援護局調査課〕

66

調査第100号 旧陸軍関係戦

没者身分等調査の実施につい

て（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管部局長
昭和48年3月28日

67

調査第992号 旧陸軍関係戦

没者身分等調査の実施につい

て（通知）

厚生省援護局調査課長
各都道府県民

生主管部長
昭和49年7月2日

68
〔各都道府県民生援護主管課

長宛靖国神社社務所書簡〕
靖国神社社務所

〔各都道府県

民生援護主管

課長〕

昭和49年9月25日

内容は、靖国神社から都道府県宛参

列代表遺族選定取止めについて。宛

先は厚生省援護局による記載と思わ

れる。

69

靖調第124号 昭和四十九年

十月合祀者名簿の送付及び合

祀通知状のことについて

靖国神社
〔都道府県援

護課長〕
昭和49年12月21日

宛先は厚生省援護局による記載と思

われる。

70

調査第1373号 旧陸軍関係

戦没者身分等調査の実施につ

いて（通知）

厚生省援護局調査課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和50年6月13日

71

調査第1216号 旧陸軍関係

戦没者身分等調査票の作成に

ついて（依頼）

厚生省援護局調査課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和51年6月4日

72

調査第932号 旧陸軍関係戦

没者身分等調査票の作成につ

いて（依頼）

厚生省援護局調査課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和52年4月27日

別紙 戦没者身分等調査票事

務処理計画表
〔厚生省援護局調査課〕

73

調査第1091号 旧陸軍関係

戦没者身分等調査票の作成に

ついて（依頼）

厚生省援護局調査課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和53年6月1日

74

業一調第1145号 旧陸軍関

係戦没者身分等調査票の作成

について（依頼）

厚生省援護局調査課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和54年6月26日

75

業一調第10950号 旧陸軍関

係戦没者身分等調査票の作成

について（依頼）

厚生省援護局調査課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和55年5月27日
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76

業一調第10762号 戦没者身

分等調査票の作成について

（依頼）

厚生省援護局業務第一課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和56年5月11日 （案）となっている。

〔厚生省援護局業務第一課長

宛靖国神社社務所書簡〕
靖国神社社務所

厚生省援護局

業務第一課長
昭和56年4月28日

77

業一調第10681号 戦没者身

分等調査票の作成について

（依頼）

厚生省援護局業務第一課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和57年4月20日 （案）となっている。

〔厚生省援護局業務第一課長

宛靖国神社社務所書簡〕
靖国神社社務所

厚生省援護局

業務第一課長
昭和57年4月1日

78

業一調第10655号 戦没者身

分等調査票の作成について

（依頼）

厚生省援護局業務第一課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和58年4月13日

〔厚生省援護局業務第一課長

宛靖国神社社務所書簡〕
靖国神社社務所

厚生省援護局

業務第一課長
昭和58年4月1日

79

業一調第11080号 戦没者身

分等調査票の作成について

（依頼）

厚生省援護局業務第一課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和59年5月22日

〔厚生省援護局業務第一課長

宛靖国神社社務所書簡〕
靖国神社社務所

厚生省援護局

業務第一課長
昭和59年5月4日

332 80

業一調第10945号 戦没者身

分等調査票の作成について

（依頼）

厚生省援護局業務第一課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和60年5月22日

333
〔戦歿者身分等調査資料の便

宜供与方依頼〕
靖国神社社務所

厚生省援護局

業務第一課長
昭和60年4月1日

334
〔講和条約発効後の死歿者合

祀について〕
靖国神社社務所

厚生省援護局

業務第一課長

石井清

昭和60年4月11日

81

業一調第10539号 戦没者身

分等調査票の作成について

（依頼）

厚生省援護局業務第一課長

各都道府県援

護事務主管課

長

昭和61年5月22日

〔厚生省援護局業務第一課長

宛靖国神社社務所書簡〕
靖国神社社務所

厚生省援護局

業務第一課長
昭和61年4月1日
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