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［凡例］

・この表は、靖国神社所蔵の「靖国神社合祀者資格審査方針綴」全8冊、「審査関係綴」、「調査部に関する書類綴」及び

「第一復員局業務部合祀班関係綴」の文書中、この資料集に収録したものを掲載したものである。

・番号欄に付された番号は、各文書の見出し中の【 】内の番号と一致する。

・作成にあたっての文字の表記等の留意事項については、巻頭の「凡例」欄を参照のこと。

番号 文書表題
作成者・

作成機関
宛先 日付 用紙等 書式 備考

靖国神社合祀者資格審査方針綴 巻二

30
昭和十三年四月 靖国神社

合祀者資格審査方針
〔昭和13年1月〕

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

29

合祀者資格審査上ノ参考事

項（昭和十三年一月十三日

第一回委員会決定）

〔昭和13年1月13日〕
陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

28

秘 陸密第一四六二号 戦

時又ハ事変ニ際シ軍人、軍

属ニ非スシテ軍事行動ニ参

加シ為ニ死歿シタル者ノ身

分取扱ニ関スル件陸軍一般

ヘ通牒

陸軍次官梅津

美治郎
昭和12年12月6日

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き 誤植訂正あり。

31
昭和十三年十月 靖国神社

合祀者資格審査方針
〔昭和13年7月1日〕 タイプ 縦書き

32
合祀者資格審査上ノ参考事

項
〔昭和13年7月1日〕 タイプ 縦書き

3項目だった合祀資格を7項目に

増やしたもの。

35
昭和十四年四月 靖国神社

合祀者資格審査方針
〔昭和14年1月19日〕 タイプ 縦書き

昭和14年1月19日調査委員会決

定。「秘」の押印あり。

36
合祀者資格審査上ノ参考事

項
〔昭和14年1月19日〕 タイプ 縦書き 合祀資格を9項目としている。

34
靖国神社合祀名簿ニ於ケル

戦死、戦傷死ノ取扱方
昭和14年1月16日

陸軍罫紙・手

書き
縦書き 「岡田」押印あり。

39

秘 昭和十五年四月 靖国

神社合祀者資格審査委員会

決定事項

昭和15年2月2日 謄写版 縦書き 書き込みあり。

40
昭和十五年十月 靖国神社

合祀者資格審査方針
昭和15年5月31日 タイプ 縦書き

昭和15年5月31日調査委員会決

定。「秘」の押印あり。付箋あり。

42
合祀者資格審査上ノ参考事

項
〔昭和15年5月31日〕 タイプ 縦書き

合祀資格を9項目としている。付

箋あり。

43

軍事秘密 昭和十六年四月

靖国神社合祀者資格審査方

針

〔昭和16年1月か〕 印刷 縦書き

41

陸支普第一七二一号 靖国

神社合祀者ノ詮衡及合祀名

簿進達ニ関スル注意事項ノ

件陸軍一般ヘ通牒

陸軍次官阿南

惟幾
昭和15年8月14日

陸軍用紙・印

刷
縦書き

44

軍事秘密 昭和十六年十月

靖国神社合祀者資格審査方

針

〔昭和16年〕 印刷 縦書き

46

秘 陸密第一三六八号 戦

時又ハ事変ニ際シ軍人、軍

属ニ非スシテ軍事行動ニ参

加シ為ニ死歿シタル者ノ身

分取扱ニ関スル件中改正ノ

件陸軍一般ヘ通牒

陸軍次官木村

兵太郎
昭和17年5月20日

陸軍用紙・印

刷
縦書き

45

〔航空本部庶務課長三輪大

佐宛高級副官川原直一大佐

書簡写〕

川原〔直一〕

大佐
三輪大佐 昭和17年3月1日 タイプ 縦書き

満洲事変及び支那事変で航空機に

搭乗し自爆死した者の靖国神社合

祀に関する内容。

48

密受第三〇号 支那事変、

大東亜戦争ニ関シ死歿シタ

ル台湾本島人タル軍属ヲ靖

国神社ヘ合祀ニ関スル件

陸軍大臣官房 昭和18年2月3日

陸軍用紙・タ

イプ及び手書

き

縦書き

決裁案本文に「本決定に基き同年

十月本島人十九柱（陸軍）合祀せ

らる」との付箋あり。「昭和十八年

二月三日決裁」との書き込みあり。

49

軍事秘密 満洲事変支那事

変 合祀者資格審査上留意

セシ事項

昭和18年7月15日 印刷 縦書き
書き込み及び誤植訂正あり。「審査

委員以外閲覧ヲ禁ス」とあり。
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番号 文書表題
作成者・

作成機関
宛先 日付 用紙等 書式 備考

69
昭和二十年春靖国神社合祀

者資格調査委員会説明要旨
昭和19年11月12日 タイプ 縦書き

①「来春大祭合祀予定者数ト審査

数」、②「合祀手続ノ概要」、③

「委員長合祀決定ヨリ上奏迄ノ事

務」、④「資格、調査上準拠スヘキ

関係条規」、⑤「審査内規及審査上

留意事項」、⑥「審査実施要領」、

⑦「其他」から構成された長文の

資料。

70

（官房ノ部）昭和二十年春

季靖国神社合祀者資格審査

ノ為伊東保養所出張計画

昭和19年11月12日 タイプ 縦書き

一つ上の資料（「昭和二十年春靖国

神社合祀者資格調査委員会説明要

旨」）の附表。

71

（一般ノ分）昭和二十年春

季靖国神社合祀者資格審査

計画

昭和19年11月12日 タイプ 縦書き

二つ上の資料（「昭和二十年春靖国

神社合祀者資格調査委員会説明要

旨」）の附表。

72 審査上準拠スベキ関係条規 昭和19年11月12日 タイプ 縦書き

三つ上の資料（「昭和二十年春靖国

神社合祀者資格調査委員会説明要

旨」）の附表。同文書の④「資格調

査上準拠スヘキ関係条規」と同内

容と思われる。

51

部外秘 陸密第二九五三号

靖国神社合祀者調査及上申

内則

陸軍大臣東條

英機
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き 陸軍省印刷。

52
附表第一 上申名簿ノ様式

及細部ノ記載要領
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

一つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

53 附表第二 附属書類一覧表 昭和19年7月15日
小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

二つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。付箋あり。

書き込みあり。

54
附表第二属表第一号 事実

証明様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

三つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

55
附表第二属表第二号 現認

証明書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

四つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

56
附表第二属表第三号 病歴

書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

五つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

57
附表第二属表第四号 死亡

診断書死体検案書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

六つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

58
附表第二属表第五号 死亡

証書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

七つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

59
附表第二属表第六号 死亡

確認（認定）書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

八つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

60
附表第二属表第七号 合祀

綜合意見書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

九つ上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

61
附表第二属表第八号 在郷

間死歿者事実証明書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

十箇上の文書（「部外秘 陸密第二

九五三号 靖国神社合祀者調査及

上申内則」）添付の書式。

62
附表第二属表第九号 在郷

間死歿者状況調書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

十一箇上の文書（「部外秘 陸密第

二九五三号 靖国神社合祀者調査

及上申内則」）添付の書式。

63
附表第二属表第十号 戸籍

記載事項証明書様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

十二箇上の文書（「部外秘 陸密第

二九五三号 靖国神社合祀者調査

及上申内則」）添付の書式。

64 附表第三 一連名簿様式 昭和19年7月15日
小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

十三箇上の文書（「部外秘 陸密第

二九五三号 靖国神社合祀者調査

及上申内則」）添付の書式。

65
附表第四 異動（訂正）報

告様式
昭和19年7月15日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

十四箇上の文書（「部外秘 陸密第

二九五三号 靖国神社合祀者調査

及上申内則」）添付の書式。

68

部外秘 陸密第三〇〇四号

靖国神社合祀者ノ調査詮衡

及上申名簿等ノ調製進達上

ノ注意

陸軍省副官菅

井斌麿
昭和19年7月19日

小冊子・陸軍

用紙・印刷
縦書き

陸軍省印刷。書き込み及び付箋あ

り。
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番号 文書表題
作成者・

作成機関
宛先 日付 用紙等 書式 備考

33

陸普第六三三一号 戦傷、

戦病等ノ定義ニ関スル件陸

軍一般ヘ通牒

陸軍省副官国

分新七郎
昭和13年10月14日

陸軍用紙・印

刷
縦書き

50

陸普第二六〇九号 戦傷、

戦病等ノ定義適用ニ関スル

件陸軍一般ヘ通牒

陸軍省副官菅

井斌麿
昭和19年7月12日

陸軍用紙・印

刷
縦書き

38

秘 陸密第一九一七号 生

死不明者取扱ニ関スル件陸

軍一般ヘ通牒

陸軍省副官川

原直一
昭和14年11月8日

陸軍用紙・印

刷
縦書き

47

秘 陸密第二六七七号 生

死不明者ノ取扱ニ関スル件

達

陸軍大臣東條

英機
昭和17年9月12日

陸軍用紙・印

刷
縦書き

73
昭和二十年春季大祭合祀者

第三次審査標準
昭和20年1月19日

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き 付箋あり。

靖国神社合祀者資格審査方針綴 巻三

117

陸普第二、一一七号 靖国

神社臨時大招魂祭挙行ノ件

照会

陸軍大臣・海

軍大臣
宮内大臣 昭和20年10月29日

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

字句修正あり。招魂式、臨時大招

魂祭挙行の勅許を申請する内容。

118

宮発第三四四号〔陸普二一

一七号に対する陸軍大臣海

軍大臣宛宮内大臣回答〕

宮内大臣
陸軍大臣・海

軍大臣
昭和20年11月12日

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

臨時大招魂祭挙行の照会を聴許す

る内容。

105 靖国神社合祀等ニ関スル件 陸軍省 昭和20年9月21日 タイプ 縦書き

昭和20年9月27日付『大阪毎日

新聞』「靖国神社秋の大祭中止」の

記事が貼付。

106 靖国神社祭神ニ関スル件
神祇院総務課

長
昭和20年9月21日 タイプ 縦書き

107

靖国神社合祀手続ノ件 昭

和二十年九月連隊区司令部

配属要員教育席上陸軍省副

官説明要旨

〔昭和20年9月〕 タイプ 縦書き

「石橋」の押印あり。内容は、①大

東亜戦争で死没した陸軍軍人軍属

の靖国神社合祀、②陸海軍解散後

の靖国神社移管及び未合祀者の措

置に関するもの。

104
別紙第一 議会資料 靖国

神社ノ合祀ニ関スル件
陸軍省 昭和20年8月30日 タイプ 縦書き

靖国神社合祀基準に関する陸軍省

の意見を記した資料。

108
別紙第二 靖国神社ノ移管

並ニ之ニ伴フ処理案
〔昭和20年9月〕 タイプ 縦書き

①陸海軍解散後の靖国神社を内務

省神祇院に移管し内務大臣の直轄

とする、②合祀業務継続のため陸

海軍省関係者の一部を内務省に転

属させる等の内容。

109
別紙第三 靖国神社未合祀

者申告票
〔昭和20年9月〕 タイプ 縦書き 陸軍省時代の申告票と思われる。

110

「靖国神社合祀ノ件」 留

守業務主任将校会同席上陸

軍省副官説明要旨

昭和20年10月1日 タイプ 縦書き 字句修正あり。

111
別紙第一 合祀資格者上申

手続要領
〔昭和20年10月1日〕 タイプ 縦書き 字句修正あり。

112
別紙第二 靖国神社移管並

ニ之ニ伴フ処理
〔昭和20年10月1日〕 タイプ 縦書き 字句修正あり。

113
別表 靖国神社未合祀者申

告票
〔昭和20年10月1日〕 タイプ 縦書き

123

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

（通牒先）各

地方世話部、

留守業務部、

各復員連絡局、

復員監部、第

二復員省

昭和20年12月13日 タイプ 縦書き

傍線等の書き込みあり。昭和20年

9月2日までに死歿した左記条件

に該当する軍人軍属で合祀未済の

者を地方世話部で調査の上、本省

に提出するように依頼する内容。

124 靖国神社未合祀者申告票 第一復員次官 昭和20年12月13日 謄写版 縦書き 字句修正あり。

125

死歿者ノ靖国神社合祀ニ関

シ特別輸送艦船臨時乗務員

ニ対スル説明要旨

扶助業務部総

務課
昭和21年1月27日 タイプ 縦書き

字句修正あり。花押あり。内容は、

①今後の靖国神社が一般遺族中心

の団体の運営で存続すること、②

合祀者の合祀上申手続きについて。

128

一復業合第三号 靖国神社

合祀者の調査に関する件連

絡

第一復員省業

務部長倉本敬

次郎

地方世話部長 昭和21年6月5日 タイプ 縦書き

①別紙第一の通り合祀一時保留者

が出たこと、②別紙第二参照の上、

正確な申告票提出を提出するよう

依頼する内容。

129
別紙第一 合祀保留の主な

る理由
昭和21年6月5日 タイプ 縦書き
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番号 文書表題
作成者・

作成機関
宛先 日付 用紙等 書式 備考

130

別紙第二 靖国神社未合祀

者の調査及申告上の注意事

項

昭和21年6月5日 タイプ 縦書き

131
靖国神社合祀業務及祭 料

に就て
昭和21年6月28日 タイプ 縦書き

①終戦後の神社運営の概要、②合

祀手続きの概要、③祭 料につい

て記した資料。

132
別紙第一 靖国神社未合祀

者申告票
〔昭和21年6月28日〕 タイプ 縦書き

133
別紙第二 靖国神社合祀手

続要領
〔昭和21年6月28日〕 謄写版 縦書き

市区町村長→各地方世話部→復員

庁→靖国神社の順で合祀手続きの

要点を箇条書きした資料。

138
復員連絡局長随行官に懇談

要旨

第一復員局業

務部
昭和21年9月18日 タイプ 縦書き

傍線あり。靖国神社が宗教法人に

なったが、祭神の人名調査は復員

業務の一環として実施しているだ

けで、復員庁が神社運営等に関与、

協力しているわけではないとの内

容。

140
各地方世話部に対し口達事

項
〔昭和21年9月以降〕 罫紙・手書き 縦書き

①今後、未合祀者の申告を死歿者

連名簿で行うこと、②昭和20年

12月1日一復第七六号を取り止め

ること等を記した資料。

141

靖国神社祭祀に関する靖国

神社とGHQ宗教部 （主

務者バーンズ氏）との交渉

顚末に関する件

〔昭和21年9月〕 罫紙・手書き 縦書き
一つ上の文書（「各地方世話部に対

し口達事項」）の添付資料。

148
死歿者連名簿調製上の希望

事項

第一復員局業

務部
昭和22年5月21日 謄写版 縦書き

142 別紙 死歿者連名簿 〔昭和21年9月以降〕 手書き 縦書き
二つ上の文書（「各地方世話部に対

し口達事項」）の添付資料。

143
靖国神社合祀事務に関する

件通牒

復員庁第二復

員局人事部長

各地方復員局

長
昭和21年10月

海軍罫紙・手

書き
縦書き

「案」の押印あり。「神田起案」と

の書き込みあり。靖国神社の祭祀、

通信に関してGHQを刺激しない

ように慎重の行うべきであり、第

二復員部の合祀関係事務は表面上

戦没者調査とし、靖国神社の文字

を使用しないよう処理すべきとの

内容。

145
合祀祭中止ニ関スル説明要

領
〔昭和21年〕

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

137
死歿者究明について、一局、

二局申合事項
昭和21年9月15日 罫紙・手書き 縦書き

複数の人間による字句修正多数あ

り。「水上」その他一名の花押あり。

「神田」による修正が多数。①復員

機関が遺族、市区町村に調査依頼

することを廃止する、②復員局以

下、従来の合祀事務名義を止め、

生死不明者、死没者究明の一環と

して作業する等の内容。

149
三年以上経過のものの合祀

について
昭和22年8月6日

陸軍罫紙・手

書き
縦書き

字句修正あり。①表題の件に関し

て従来通り合祀しない方針であり、

②合祀範囲拡大は復員庁存続中に

処理困難のため合祀範囲は従来通

り戦死、戦傷死、戦病死とする等

の内容。

135
合祀資格審査上一応保留せ

られたい事項
昭和21年8月1日 タイプ 縦書き

保留事項として、戦死、病死を認

定せるもの、戦死と断定されてい

るが戦局のため遺体収集が実施困

難な部隊に属するもの等が列挙さ

れている。

126 今後ノ業務処理方針 昭和21年4月12日 罫紙・手書き 縦書き

字句修正あり。従前標準による合

祀有資格者の合祀手続きを完了を

昭和25年4月までを目処に処理す

べき等の内容。

151
戦歿者業務の移管について

（要旨）
昭和23年8月2日

陸軍罫紙・手

書き
縦書き

第二復員局と靖国神社側の議事要

旨。岡林業務課長が、今後官庁は

積極的に援助をできないことを前

提に今後の措置を研究すべきと発

言したこと等が記載。

119
元陸軍大臣官房祭典掛ノ業

務
昭和20年12月1日

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

120 別紙目次 〔昭和20年12月1日〕
陸軍用紙・手

書き
縦書き
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114

別紙第三 「靖国神社合祀

ノ件」留守業務主任将校会

同席上陸軍省副官説明要旨

昭和20年10月1日
陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

115
別紙第一 合祀資格者上申

手続要領
〔昭和20年10月1日〕

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

116
別紙第二 靖国神社移管並

ニ之ニ伴フ処理
〔昭和20年10月1日〕

陸軍用紙・タ

イプ
縦書き

靖国神社合祀者資格審査方針綴 巻四

134
合祀班業務現況資料（昭和

二一．六．上奏資料）
〔昭和21年6月以降〕

陸軍罫紙・手

書き
縦書き

1枚目欄外に「大臣より復員業務

上奏資料」との書き込みあり。字

句修正あり。内容は、①靖国神社

合祀についてと、②祭 料に関す

るもの。

146 議会答弁資料
第一復員省業

務部合祀班
〔昭和21年〕 タイプ 縦書き

①靖国神社が宗教法人となること、

②合祀に関しては従来通り変化な

く今次戦争の戦没者合祀のため別

紙要領で調査を進めているとの内

容。

147
別紙 靖国神社合祀手続要

領

〔第一復員省

業務部合祀

班〕

〔昭和21年〕 謄写版 縦書き

136 議会答弁資料
第一復員局業

務部
昭和21年9月7日 タイプ 縦書き

150 要旨 〔昭和22年末〕 罫紙・手書き 縦書き

戦前は有資格者を調査上奏の上で

春秋両度に臨時大祭を挙行し合祀

したが、戦後は一括合祀手続きし、

爾後個々の人名を調査し靖国神社

に通報することになった等の内容。

「一括合祀者人名調査中止後の措

置」、陸軍罫紙に別人の手書きで合

祀軍属に各省派遣官吏及び会社員

船員等を含む内容の「附記」。

靖国神社合祀者資格審査方針綴 巻五

182
政府予算戦歿者調査費関連

靖国神社合祀事務打合状況
靖国神社 昭和31年1月23日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

厚生省引揚援護局と靖国神社側と

の第一回会合記録。会合目的とし

て、昭和31年度政府予算に戦歿者

調査費480万円計上見通しができ

たため、靖国神社合祀事務状況を

聴取打合せのため引揚援護局が来

社、板垣復員課長より復員課案

（別紙）の説明があったとの内容。

183
第一回打合会資料 靖国神

社合祀事務処理要領（案）

〔厚生省引揚

援護局〕復員

課

昭和31年1月23日 図・手書き 事務処理チャート。

188
これからの靖国神社合祀事

務打合会状況第二回
靖国神社 昭和31年2月9日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

厚生省引揚援護局と靖国神社側と

の会合記録。予算検討の結果、第

一回案を変更し援護局では未作製

名票中、昭和29年10月合祀を除

き全部作製、29年10月合祀分や

祭神簿等は靖国神社が作製すると

の内容。

190
旧陸軍関係 靖国神社合祀

事務協力要綱（第二案）
〔昭和31年2月〕 謄写版 縦書き 字句修正あり。

二次第三一号 旧海軍関係

靖国神社合祀事務について

厚生省引揚援

護局次長

各地方復員部

長
昭和31年2月25日

厚生省用紙・

タイプ
縦書き

「鈴木〔調査部部長〕」押印あり。

「鈴木〔調査部部長〕」による書き

込みあり。

196

業務二第一〇〇七号の一〇

八 靖国神社合祀済否の確

認作業について

厚生省引揚援

護局業務第二

課長

各地方復員部

長
昭和31年4月27日

厚生省用紙・

タイプ
縦書き

欄外に筑波宮司、池田権宮司、鈴

木調査部部長、木曽調査部次長ら

の回覧済み確認押印あり。書き込

みあり。

210
合祀に関する第一回打合会

経過の件報告
靖国神社 昭和32年6月4日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

厚生省引揚援護局と靖国神社側と

の会合記録。筑波宮司、池田権宮

司、鈴木調査部部長、木曽調査部

次長らの決裁印あり。

211

合祀事務に関する厚生省引

揚援護局関係者との第一回

連絡会議録

靖国神社 〔昭和32年6月4日〕 罫紙・手書き 縦書き

212
別紙 靖国神社合祀に関す

る資料並びに基準の概要
〔昭和32年6月4日〕 謄写版 縦書き
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213 別紙 〔昭和32年6月4日〕
表・タイプ及

び手書き
横書き

陸軍と海軍の合祀基準該当者数の

内訳を算出した計算表。

225
合祀基準に関する打合会

（第二回）
靖国神社 昭和32年10月4日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

木曽調査部次長の押印あり。従来

の基準の範囲内にある合祀未済者

50万の内容について整理し残数を

把握以後に合祀基準の詮議に入る

ことが可能になる等の内容。

216
別紙第一 合祀資格審査参

考資料

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き 0217までの資料の目次。

217

〔合祀資格審査参考資料〕

一 従前ノ合祀者ノ資格審

査経緯

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

昭和20年4月合祀までの合祀資格

審査経緯をまとめた資料。陸軍省

「靖国神社合祀資格審査内規集（要

約）」（陸軍省、昭和18年7月15

日調製、昭和19年7月18日修正）

収録。

218

〔合祀資格審査参考資料〕

二 終戦後の合祀未済者調

査について

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

昭和31年4月合祀までの合祀未済

者調査をまとめた資料。

219

〔合祀資格審査参考資料〕

三 昭和三十一年十月合祀

以降の資料について

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

昭和31年10月から昭和33年4月

合祀予定までの合祀者数をまとめ

た資料。

220
〔合祀資格審査参考資料〕

四 陸資料の残数について

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社罫

紙・手書き
横書き 「其の一」「其の二」からなる。

221

〔合祀資格審査参考資料〕

五 終戦前の基準が既に範

囲拡大せられてゐるものに

ついて

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

表題の件について、①戦地（事変

地）病死者、②軍属、③台湾の戦

地扱いの時期の順で記述されてい

る。

222
〔合祀資格審査参考資料〕

六 今後詮議を要するもの

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

書き込みあり。①戦地受傷罹病帰

還後死亡した者で3年を経過した

者、②内地罹病・内地死没者、③

内地部隊での演習訓練中の事故死、

④徴用または学徒動員令で軍管理

工場で敵攻撃により戦死戦傷死し

た者、⑤台湾・朝鮮人、⑥戦犯関

係など9項目列挙。「資格審査上留

意スベキ事項」（陸軍省、昭和19

年7月18日修正）収録。

223

〔合祀資格審査参考資料〕

七 援護法上より見たる審

議を要する事項について

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

224
〔合祀資格審査参考資料〕

八 〔関係援護法抜粋〕

靖国神社調査

部
昭和32年10月2日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

戦傷病者戦没者遺族等援護法（改

正昭和30年法律第144号）、戦傷

病者戦歿者遺族等援護法施行令

（改正昭和30年政令第212号）の

関係条項の抜粋。

226
合祀基準に関する打合会

（第三回）
靖国神社 昭和32年11月6日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

厚生省引揚援護局と靖国神社側と

の会合記録。木曽調査部次長の押

印あり。奉賛会側で傍聴したい希

望があったことが書かれ、第三回

打合会より岩重総長以下4名の奉

賛会関係者がオブザーバー出席し

ている。

227
別紙一 合祀基準研究会記

録
靖国神社 〔昭和32年11月6日〕

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き 書き込みあり。

228
別紙第二 〔一復側実状説

明要旨〕
靖国神社 〔昭和32年11月6日〕

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

232
合祀基準に関する打合会

（第四回）
靖国神社 昭和33年4月9日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

木曽調査部次長の押印あり。内容

は、昭和33年10月合祀の基準に

ついての検討。

230

別紙（一） 昭和三十三年

秋季靖国神社合祀基準

（案）

復員課 昭和33年4月8日 謄写版 縦書き

「秘」の押印。書き込みあり。合祀

基準について、第一類から第五類

まで区分し図を使用し説明した資

料。

231

別紙（二） 靖国神社合祀

について将来問題となる事

項

復員課 昭和33年4月8日 タイプ 縦書き

書き込みあり。表題の件について

①昭和34年春季以降に合祀すべき

者と、②将来合祀すべきか否かを

決定すべき者にわけて事項を列挙

した資料。
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233

（その一） 第四回会議の

結果を再検討せし事項に関

し三浦事務官に対する質疑

応答

木曽登 昭和33年4月11日 罫紙・手書き 縦書き

木曽次長と三浦事務官の間の質疑

応答が記載。二つ下の文書（「その

二」）が続く。

238
別紙 昭和三十三年秋季靖

国神社合祀基準及び選考数

〔厚生省引揚

援護局〕
〔昭和33年4月〕

厚生省罫紙・

謄写版
縦書き 書き込みあり。

234

その二 〔第四回会議の結

果を再検討せし事項に関し

三浦事務官に対する質疑応

答〕

〔木曽登〕 〔昭和33年4月11日〕 罫紙・手書き 縦書き

二つ上の文書（「（その一） 第四

回会議の結果を再検討せし事項に

関し三浦事務官に対する質疑応

答」）の続きと思われる。

240
合祀基準に関する打合会

（第五回）
靖国神社 昭和33年5月30日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

厚生省引揚援護局と靖国神社側と

の会合記録。木曽調査部次長の押

印あり。

241
別紙 昭和三十三年十月合

祀予定
靖国神社 〔昭和33年5月30日〕

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

付箋あり。一つ上の文書（「合祀基

準に関する打合会（第五回）」）と

関係のある資料。

246
合祀基準に関する打合会

（第六回）
靖国神社 昭和33年6月24日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

厚生省引揚援護局と靖国神社側と

の会合記録。字句修正あり。主た

る議題は、法務関係死亡者の合祀

に関するもの。

245
将来靖国神社に合祀すべき

か否かを決定すべき者
昭和33年6月20日 タイプ 縦書き

字句修正及び書き込みあり。従来

の合祀基準にないが、大東亜戦争

の特異性により将来合祀す

247
三浦事務官説明要旨（海軍

関係は阿部事務官説明）
靖国神社 〔昭和33年6月24日〕

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き 合祀範囲に関する内容。

248
合祀に関する打合会（第七

回）
靖国神社 昭和33年9月12日

靖国神社用

紙・タイプ
縦書き

厚生省引揚援護局と靖国神社側と

の会合記録。末尾に「拘禁中死亡

者調査表」1枚、「戦争裁判刑死者

調査表」1枚あり。議題は、①戦

犯関係、②今後の合祀数、③昭和

33年10月合祀資料に関して。

251
従来の合祀基準外の者につ

いて
靖国神社 〔昭和33年10月13日〕

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

靖国神社側責任役員会において厚

生省引揚援護局が、表題の件に関

して靖国神社役員に説明した会合

の記録。

252

「別紙第一」 従来の合祀

基準外の者について説明資

料

〔昭和33年10月13日〕
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

一つ上の文書（「従来の合祀基準外

の者について」）の別紙。厚生省引

揚援護局復員課三浦事務官の説明。

253
「別紙第二」 法務関係死

亡者に関する説明資料
〔昭和33年10月13日〕

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

二つ上の文書（「従来の合祀基準外

の者について」）の別紙。厚生省引

揚援護局法務室田島事務官の説明

資料。「明らかに事実無根等と認め

られるにもかかわらず戦争裁判に

おいて死刑の判決を受け刑死した

者の事例等について」表紙。

254

「明らかに事実無根等と認

められるにもかかわらず戦

争裁判において死刑の判決

を受け刑死した者の事例等

について」

昭和33年9月20日 タイプ 縦書き

昭和33年10月9日開催の役員会

における田島事務官の説明資料。

木曽調査部次長の書き込みあり。

255
「戦争裁判受刑者に対する

刑執行の状況」
昭和33年9月20日 表・タイプ 横書き

一つ上の文書（「明らかに事実無根

等と認められるにもかかわらず戦

争裁判において死刑の判決を受け

刑死した者の事例等について」）の

別紙。書き込みあり。

256

〔「別紙第三」 法務関係死

亡者に関する説明資料〕

東条元大将との会見記

〔美山要蔵〕 〔昭和33年10月13日〕 タイプ 縦書き

昭和20年8月27日の美山・東条

会見記録。美山要蔵の日記に基づ

く。書き込みあり。

257

将来靖国神社に合祀すべき

か否かを決定すべき者につ

いての説明会記録

靖国神社 〔昭和33年12月9日〕
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

昭和33年12月4日開催の崇敬者

総代会当日に厚生省引揚援護局関

係者を招待し実施した説明会記録。

木曽調査部次長の押印あり。

245

別冊（一） 将来靖国神社

に合祀すべきか否かを決定

すべき者

昭和33年6月20日 タイプ 縦書き

書き込みあり。従来の合祀範囲

1～8に合祀範囲9～12を追加した

資料。
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番号 文書表題
作成者・

作成機関
宛先 日付 用紙等 書式 備考

靖国神社合祀者資格審査方針綴 巻六

259

別紙（一）提案事項 将来

靖国神社に合祀すべきか否

かを決定すべき者

〔昭和34年1月26日〕 タイプ 縦書き

冒頭部分に「提案事項」との書き

込みあり。合祀範囲について審議

を重ねた最新草案。合祀範囲は12

項目。

277
昭和三十六年度における第

四回合祀関係研究会記録
靖国神社 〔昭和36年8月25日〕

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

審議内容は、三度の合祀関係研究

会で行われた検討をまとめた文書

「終戦後における合祀審議の状況」

に基づいて厚生省援護局側に経過

説明を行い、靖国神社に合祀すべ

き者について現段階での最終決定

を行っている。

274
別紙（一） 終戦後におけ

る合祀審議の状況

靖国神社調査

部
昭和36年8月15日 表・謄写版 縦書き

昭和36年に開催された三度の合祀

関係研究会で行われた検討をまと

めた資料。付箋あり。

275 第一表（身分関係）
靖国神社調査

部
昭和36年8月15日 表・謄写版 縦書き

書き込みあり。一つ上の文書（「別

紙（一） 終戦後における合祀審

議の状況」）の別表。

276
別紙（二） 第二表（死因

関係）

靖国神社調査

部
昭和36年8月15日 表・謄写版 縦書き

書き込みあり。一つ上の文書（「別

紙（一） 終戦後における合祀審

議の状況」）の別表。

272

別紙（二） 将来靖国神社

に合祀すべきか否かを決定

すべき者の中決定を保留又

は研究することとなってゐ

るもの

靖国神社調査

部
昭和36年5月10日 謄写版 縦書き 書き込みあり。

靖国神社合祀者資格審査方針綴 巻七

285
合祀事務担当者会同につい

て（報告）
靖国神社 昭和39年5月15日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

昭和39年5月11日開催の合祀事

務担当者会同の報告。筑波宮司、

池田権宮司、木曽調査部部長の決

裁印あり。

284 靖国神社合祀事務について
靖国神社調査

部
昭和39年5月11日 罫紙・手書き 縦書き

内容は、①合祀基準該当者で合祀

洩れのものの調査、②合祀基準に

加えられたが保留になっているも

の、③合祀保留のものについての

論議。

298
合祀事務に関する打合会記

録
靖国神社 〔昭和40年12月9日〕

靖国神社奉賛

会罫紙・手書

き

縦書き 付箋あり。

299 靖国神社合祀資格審査内規 〔昭和40年12月9日〕 表・謄写版 縦書き

一つ上の文書（「合祀事務に関する

打合会記録」）の添付資料と思われ

る。

305
合祀事務連絡会議開催につ

き（報告）
靖国神社 昭和42年5月9日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

昭和42年5月8日開催の合祀事務

連絡会の報告。筑波宮司、池田権

宮司、木曽調査部部長の押印あり。

306 合祀に関する検討資料
靖国神社調査

部
昭和42年5月8日

レポート用

紙・手書き
横書き

0484添付資料。①審議保留中のも

の、②審議を経て枠外としたもの、

③保留扱いとなっているもの、④

服務関連関係等に関して検討し、

検討結果が朱書された資料。

307
合祀事務に関する打合事項

につき（報告）
昭和42年6月22日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

昭和42年6月20日開催の打合会

報告。筑波宮司、池田権宮司、木

曽調査部部長の決裁印あり。中心

議題は長崎医科大学原爆犠牲者学

徒合祀問題。

309 合祀に関する検討資料
靖国神社調査

部
昭和44年1月31日 謄写版 横書き

書き込み及び付箋あり。①保留名

票、②再確認事項、③今年度名票

上申の見込及び対策について、④

新規合祀陳情のあったものが収録。

311
合祀事務に関する検討（資

料）

靖国神社調査

部
昭和45年2月10日 謄写版 横書き

書き込みあり。①保留名票につい

て、②再確認事項、③今年度名票

上申の見込、④合祀洩れ（基準内）

調査の対策が収録。

313
合祀事務に関する検討（資

料）

靖国神社調査

部
昭和45年6月25日 謄写版 横書き 書き込み及び付箋あり。
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番号 文書表題
作成者・

作成機関
宛先 日付 用紙等 書式 備考

自昭和二十一年至昭和二十五年 調査部に関する書類綴

139 参考書類寄贈方依頼ノ件 〔筑波藤麿〕

〔第一復員局

業務部長・第

二復員局人事

部長〕

昭和21年9月
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

第一復員局業務部長・第二復員局

人事部長宛筑波宮司願書の写し。

152 祭神名票作製ノ件〔鑑〕 靖国神社 昭和23年8月28日
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

筑波宮司による指示書き込みあり。

その他書き込みあり。

153 祭神名票 靖国神社 〔昭和23年8月〕 カード 縦書き

一つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）別紙。祭神名票のサンプル。

以下、祭神名票のサンプルが続く

が、それぞれ書式に異同がある。

154 祭神名票 靖国神社 〔昭和23年8月〕 カード 縦書き
二つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）別紙。祭神名票のサンプル。

155 祭神名票記載事項 靖国神社 〔昭和23年8月〕 罫紙・手書き 縦書き

三つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）の別紙か。祭神名票の記載

事項を箇条書きした資料。一つ上

の資料（「祭神名票」）の祭神名票

手書きサンプルと関係があると思

われる。

156 祭神名票 靖国神社 〔昭和23年8月〕 手書き 縦書き

四つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）の別紙か。祭神名票のサン

プル。

157 祭神名票 靖国神社 〔昭和23年8月〕 手書き 縦書き

五つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）の別紙か。祭神名票のサン

プル。はがき利用により経費削減

可能だが現行名票よりサイズが小

さくなるとの書き込みあり。宮司

の指示により同型のものを左横書

きにしたとの書き込みあり。

158 祭神名票 靖国神社 〔昭和23年8月〕 手書き 縦書き

六つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）の別紙か。祭神名票のサン

プル。「本案により実施す」との書

き込みあり。

159 祭神名票 靖国神社 〔昭和23年8月〕 手書き 縦書き

七つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）の別紙か。祭神名票のサン

プル。書き込みあり。

160 祭神名票 靖国神社 〔昭和23年8月〕 手書き 横書き

八つ上の文書（「祭神名票作製ノ件

〔鑑〕」）の別紙か。祭神名票のサン

プル。

162
死歿者調査事務引続報告ノ

件〔鑑〕
靖国神社 昭和23年11月13日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

「秘」との書き込みあり。字句修正

あり。

163 祭神調査事務引継の件

〔靖国神社調

査部第一課課

長神野藤〕

〔昭和23年11月〕
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

〔昭和23年〕8月2日 開 催 の 一

復・二復側と神社側の会合要旨。

会合内容は、①祭神調査事務継続

困難問題発生の原因、②祭神調査

事務の今後いかにすべきかの問題、

③資料収集方法、④神社の機構及

び整理要領の方針等。字句修正あ

り。

164
八．二．会談後連絡事項日

誌

〔靖国神社調

査部第一課課

長神野藤〕

〔昭和23年11月〕
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

8月2日清水事務官を訪問すから

11月8日に水上及び清水事務官よ

り事務を引き継ぐまでのメモ。書

き込みあり。

161
十一月八日事務引続会談記

録

〔靖国神社調

査部第一課課

長神野藤〕

〔昭和23年11月10日〕
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

〔昭和23年〕11月8日開催の一復

と神社との会合記録。①「靖国神

社合祀資格審査方針綴」、②「合祀

関係諸条規綴」、③「終戦後に於け

る留守業務及恩典処理大綱」、④

「靖国神社臨時大招魂祭関係綴」、

⑤「各地方世話部長への口達書」

等について一復側より説明がなさ

れている。書き込みあり。

第一復員局業務部合祀班

127
一復第七四四号 復員留守

業務規程
第一復員省 昭和21年4月15日 小冊子 縦書き 68頁。
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番号 文書表題
作成者・

作成機関
宛先 日付 用紙等 書式 備考

昭和二十六年以降昭和三十三年まで 審査関係綴

66
靖国神社合祀資格審査内規

案
陸軍省 昭和19年7月18日 表・謄写版 縦書き

四つ下の文書（「靖国神社合祀資格

審査内規」）とは内容が異なる。

67

軍事秘密 （合祀資格審査

内規別表） 資格審査上留

意スヘキ事項

陸軍省 昭和19年7月18日 表・印刷 縦書き
一つ上の文書（「靖国神社合祀資格

審査内規」）の別表か。

77

軍事秘密 昭和二十年七月

靖国神社合祀者資格審査内

規案

〔昭和20年7月〕 表・謄写版 縦書き

書き込みあり。十一箇下にある同

名の資料（軍事秘密 昭和二十年

七月靖国神社合祀者資格審査内規

案）と同資料。

74
別紙第三 靖国神社合祀者

資格審査標準

昭和二十年春

資格審査委員
昭和20年1月19日 タイプ 縦書き

78 靖国神社合祀資格審査内規 〔昭和20年〕 表・謄写版 縦書き
四つ上の文書（「靖国神社合祀資格

審査内規」）とは内容が異なる。

167
終戦以降に於ける戦歿者奉

斎の状況
〔靖国神社〕 〔昭和26年10月〕 タイプ 縦書き 字句修正あり。

76

陸普第一四五五号 軍人軍

属傷病死亡名称使用区分ニ

関スル件陸軍一般ヘ通牒

陸軍省副官美

山要蔵
昭和20年7月4日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

原文書「陸普第一四五五号」の靖

国神社職員の手による写し。

144 死歿者調査作業の標準 昭和21年11月20日 タイプ 縦書き
書き込み及び付箋あり。0870と同

資料。

178 祭神合祀詮議標準追加の件 靖国神社 昭和28年9月21日
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き 付箋あり。

179 祭神合祀詮議標準の件 靖国神社 昭和28年9月25日
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き 陸海軍軍属の取扱いに関する資料。

180 合祀標準に関する件 靖国神社 昭和28年9月25日
靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

台湾を戦地扱いにするとの内容。

「合祀標準台湾戦地扱い」との付箋

あり。書き込み多数あり。

75

別紙（二） 陸軍第一九六

七号 戦時陸軍報告規定第

九条戦地追加指定ノ件陸軍

一般ヘ通牒

陸軍省副官美

山要蔵
昭和20年4月21日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

一つ上の文書（「合祀標準に関する

件」）の別紙。「秘」との書き込み

あり。その他書き込みあり。原文

書「陸軍第一九六七号」の靖国神

社職員の手による写し。

77

軍事秘密 昭和二十年七月

靖国神社合祀者資格審査内

規案

〔昭和20年7月〕 表・謄写版 縦書き
書き込みあり。「二〇．七 陸密第

三七八二号」との付箋あり。

165

〔靖国神社荒木田主典宛復

員業務課長井上義弘書簡

写〕

復員業務課長

井上義弘

靖国神社荒木

田主典
昭和26年2月28日

海軍罫紙・手

書き
縦書き

166
学徒動員に依る戦歿者に関

する打合の件

靖国神社権宮

司池田良八

第一復員局業

務課長井上義

弘

昭和26年3月7日
海軍罫紙・手

書き
縦書き

181
旧陸軍関係靖国神社合祀に

ついて（案）

〔厚生省引揚

援護局〕復員

課

昭和29年3月15日 謄写版 縦書き

235

業務二第一〇〇七号の六二

旧海軍関係靖国神社合祀事

務のうち昭和三十三年秋季

合祀予定者の選考等につい

て（通知）

厚生省引揚援

護局業務第二

課長

各地方復員部

長
昭和33年4月27日

靖国神社罫

紙・手書き
縦書き

原文書「業務二第一〇〇七号の六

二」の靖国神社職員の手による写

し。
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