京都府行政文書

新規公開リスト（2008年10月）

在日朝鮮人帰還事業関係資料

※ 学術調査研究目的の方が利用できます。（申請書に利用目的を記入していただきます。そのうえで内容を確認させて
いただく場合があります。）
※ 個人情報保護条例など関係法令の規程により閲覧できない資料や箇所があります。
※ 資料保全のため原本の電子式複写は行っていません。原則として、マイクロ複写となります。

在日朝鮮人帰還事業
完結
員
年度 作成課
内容
数
(年号)
有期昭35-002 在日朝鮮人帰還者の割当及 昭35 援護課 1 第1-36次 件名目録参照
び輸送計画綴 昭和34年11
月-35年8月
簿冊番号

簿冊名

閲覧
方法

件名
目録

公開
状況

原資料 あり 要審査

有期昭36-001 在日朝鮮人帰還者の割当及 昭36
び輸送計画綴 （no.2) 昭和
35年8月-36年10月

援護課

1 第38-80次 綴込印刷物：「北朝 原資料 あり 要審査
鮮帰還業務の処理状況について
（第41-50次）、（第51-60次）、
（第61-70次）」（厚生省引揚援護
局）など 件名目録参照

有期昭38-002 在日朝鮮人帰還者の割当及 昭38
び輸送計画綴 昭和36年10
月-38年12月

援護課

1 第81-112次 綴込印刷物：「在日 原資料 あり 要審査
朝鮮人北朝鮮帰還業務の処理
状況、第71-80,81-90,91100,101-112次」（厚生省援護局）
庶務課

有期昭35-003 在日朝鮮人帰還業務復命書 昭35
綴 昭和34年12月-35年12月

援護課

1 第1-51次在日朝鮮人帰還業務
輸送添乗等の用出張復命書及
び関係連絡会議等の復命書

昭38

援護課

1 帰還者輸送添乗業務、厚生省、 原資料 なし 要審査
日赤等の連絡業務、帰還業務連
絡協議会のための出張復命書

有期昭38-001 次別在日朝鮮人帰還決定者 昭38
綴 昭和36年1月-38年10月

援護課

1 第54-112次（昭和36年1月27日- 原資料 あり 要審査
38年11月8日） 件名目録参照

有期昭35-001 在日朝鮮人帰還業務雑件綴 昭35
昭和34年7月-35年10月

援護課

1 朝鮮人帰国協定早期調印実現 原資料 あり 要審査
についての要望書（昭和34.7京
都府知事）、外人登録の朝鮮人
地区別一覧表（昭34.9京都府）、
帰還朝鮮人援護業務処理要領
（昭34.12厚生省）、在日朝鮮人
北朝鮮帰還業務処理状況（第130次）（厚生省）、在日朝鮮人帰
国協定無修正延長に関する要請
書（昭35.9-10 在日朝鮮人総聡
合会京都府本部他）ほか件名目
録参照

有期昭38-004 在日朝鮮人帰還業務雑件綴 昭38
（no.2） 昭和35年10月-38年
12月

援護課

1 在日朝鮮人北朝鮮帰還業務（第 原資料 あり 要審査
31-40次）処理状況（厚生省援護
局 昭35.10）、在日国際赤十字
特別委員団長関西地方視察（昭
和38.10),在日朝鮮人帰還業務連
絡9大府県課長会議（昭38.11.910),北朝鮮帰還希望者に対する
インフルエンザ予防措置につい
て、在日朝鮮公民の帰国協定の
務修正延長に関する要望書（在
日朝鮮人総連合会京都府本部
ほか）帰還待機者月報、ほか件
名目録参照

有期昭38-003 在日朝鮮人業務復命書綴
（no.2) 昭和35年12月-38年
10月
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原資料 なし 要審査
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簿冊番号

新規公開リスト（2008年10月）
簿冊名

有期昭38-005 在日鮮帰対事一件綴
三十四年九月起

在日朝鮮人帰還事業関係資料

完結
員
年度 作成課
内容
数
(年号)
昭和 昭38 援護課 1 件名目録参照

閲覧
方法

件名
目録

公開
状況

原資料 あり 要審査

外国人登録例規
完結
員
年度 作成課
内容
数
(年号)
有期昭24-003 外国人登録例規通牒綴その1 昭24 渉外課 1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭25-008 外国人登録例規通牒綴その2 昭25

渉外課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭26-005 外国人登録例規通牒綴その3 昭26

渉外課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭27-005 外国人登録例規通牒綴その4 昭27

渉外課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭29-008 外国人登録例規通牒綴その5 昭29

渉外課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭31-002 外国人登録例規通牒綴その6 昭31

渉外課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭35-004 外国人登録例規通牒綴その7 昭35

渉外課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭39-001 外国人登録例規その8（昭和 昭39
35年4月〜昭和39年5月）

地方課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

有期昭42-001 外国人登録例規その9（昭和 昭41
39年6月〜昭和42年3月）

地方課

1 件名目録参照

原資料 あり 要審査

簿冊番号

簿冊名

閲覧
方法

件名
目録

公開
状況

外国人登録事務
簿冊番号

簿冊名

有期昭43-001 外国人登録通達集No．1
有期昭46-001 外国人登録通達集No．2

完結
員
閲覧 件名 公開
年度 作成課
内容
数
方法 目録 状況
(年号)
昭43 地方課 1 昭和37年4月〜43年9月｡件名目 原資料 あり 要審査
録参照
昭46

地方課

1 昭和43年10月〜46年7月｡件名
目録参照

有期昭44-001 昭和44年8月15日地方課長事 昭44
務引継書 外国人登録係

地方課

1 係事務の概要、（刊行物）昭和43 原資料 なし 要審査
年旅券・身分証明書取扱状況
調、在日朝鮮人にかかる外国人
登録上の国籍欄記載の経緯及
び取り扱いについて など

有期昭45-001 昭和45年9月1日地方課長事 昭45
務引継書 外国人登録係

地方課

1 課の機構、庶務係・行政係・税財 原資料 なし 要審査
政係・振興係・外国人登録係・旅
券事務関係事項について、懸案
事項、統計結果

有期昭30-001 外国人登録人員調査月報 昭 昭30
和30年7-12月

地方課

1

原資料 なし 要審査

有期昭31-001 外国人登録国籍別人員調査 昭31
月報 昭和31年（1号)

地方課

1 昭和31年1-6月分

原資料 なし 要審査
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原資料 あり 要審査
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完結
員
年度 作成課
内容
数
(年号)
有期昭32-001 外国人登録国籍別人員調査 昭32 地方課 1 昭和31年12月-32年5月分
月報 （1号) 昭和32年
簿冊番号

簿冊名

有期昭32-002 外国人登録国籍別人員調査 昭32
月報 (2号) 昭和32年

地方課

1 昭和32年6-11月分

閲覧
方法

件名
目録

公開
状況

原資料 なし 要審査
原資料 なし 要審査

外国人保護
完結
員
閲覧 件名 公開
年度 作成課
内容
数
方法 目録 状況
(年号)
有期昭31-003 外国人保護一件 昭和30-31 昭31 社会課 1 外国人の生活保護法による保護 原資料 あり 要審査
年度
申請及び協議について、生活に
困窮する外国人に対する生活保
護の適用状況、外国人の組織し
ている団体等調、外国人要保護
者非協力県数調、東山区外国人
被保護世帯特別調査、舞鶴市健
青寮火災羅災世帯状況調書（昭
30.11)、外国人保護の適正化に
ついて府、朝総連申合せ事項、
在京朝鮮人の貧困者調査表、ほ
か
簿冊番号

簿冊名

有期昭32-003 外国人保護一件 昭和32年
度

昭32

社会課

1 外国人に対する生活保護の協議 原資料 あり 要審査
について、生活に困窮する外国
人に対する生活保護の措置につ
いて、外国人に対する生活保護
の適正実施について 綴込印刷
物：「生活に困窮する外国人の保
護状況について（昭和31年10月32年6月）」（厚生省社会局）、「生
活保護法による外国人世帯一斉
調査結果表」（昭和31年10月京
都府社会課）
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