京都府行政文書

新規公開リスト

(2008年11月)

引揚者住宅関係資料

※ 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。

有期昭24-004 引揚者住宅整備費一件

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24 保護課 1 昭24年度海外引揚者住宅設置 原資料 なし 公開
費国庫補助金交付事務綴。海外
引揚者の住宅として、桃山寮・観
月寮・唐橋寮・高野川寮別館・福
知山寮を設置している。

有期昭24-005 引揚者住宅買収一件

昭24

保護課

1 昭24年度には、逼迫した住宅事 原資料 なし 公開
情に対処するため国庫予算が追
加計上された。桃山寮・観月寮・
唐橋寮・高野川寮別館の設置に
あたり、敷地や建物の買収・寄
付・借用手続事務の綴。

有期昭25-009 公共事業海外引揚者住宅建 昭25
設費国庫補助一件

保護課

1 昭25年度上半期海外引揚者住 原資料 なし 公開
宅設置費国庫補助金交付一件
綴。国の指令・通牒のもと交付し
ている。主に設置主体が府内市
町村である住宅について。「昭和
25年度公共事業海外引揚者住
宅建設費国庫補助について依命
通牒（引揚援護庁）」、各地方事
務所からの交付申請。京都府東
一条寮・富野荘村営引揚者住
宅・船戸寮（綴喜郡田原村）・青
谷村住宅組合・井手町引揚者住
宅・須知町引揚者住宅・綾部町
引揚者住宅・豊里村引揚者住
宅・物部村引揚者住宅・志賀郷
村引揚者住宅・舞鶴市営引揚者
住宅・竹野村引揚者住宅・京都
府営伏見住宅など。

有期昭25010-1

保護課

1 昭25年度下半期海外引揚者住 原資料 なし 要審査
宅設置費国庫補助金交付申請
書（昭25.10.9.付け）の綴。府内の
各設置主体からの申請書をとり
まとめて、厚生省に提出してい
る。それぞれ、申請の添付書類と
して、設置計画書・施設収容予定
者調・歳入歳出予算案・改修工
事予算書・設計仕様書・配置図・
設計図面・維持管理の方法（家
賃など）・生産資材所要調・評価
機関の認定書などがある。

簿冊番号

簿冊名

引揚者住宅建設一件

昭25
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簿冊番号
有期昭25010-2

新規公開リスト

簿冊名
引揚者住宅建設一件

有期昭26-006 昭和26年度 引揚者疎開一
件（嵯峨）

(2008年11月)

引揚者住宅関係資料

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25 保護課 1 昭25年度下半期海外引揚者住 原資料 なし 要審査
宅設置費国庫補助金交付申請
書（昭25.10.9.付け）の綴。府内の
各引揚者住宅設置主体からの申
請書をとりまとめて、厚生省に提
出している。
巻末に、昭25.3.7付け一件あり。
24年度に行った府営の住宅だけ
では深刻な住宅難を解決できな
いため、25年度からは市町村に
おいても積極的に住宅の整備を
行うよう勧めている。
昭26

保護課

1 応急的に建てられた高野川寮の 原資料 なし 要審査
建物が倒壊の危機にあったの
で、京都府は国庫補助金を得
て、引揚者住宅を新たに建設す
ることとした。この時右京区嵯峨
釈迦堂門前裏柳町10番地の3に
建てられたのが、嵯峨寮。高野
川寮の一部の住人が移り住ん
だ。
国との調整・土地売買に関する
書類などの綴。

有期昭27-006 昭和27年度高野川住宅国庫 昭27
補助一件

社会課

1 府は昭21年度越冬対策住宅費 原資料 なし 公開
より補助を受け、元陸軍臨時病
院を借受け、大改造し、高野川
寮としたが、基礎が悪く、倒壊の
危険があったため昭27年度建替
えを行った。
引揚援護庁への補助金交付申
請一件綴。

有期昭27-007 昭和27年度 嵯峨住宅賃貸
契約書綴

昭27

社会課

1 嵯峨住宅の入居者の賃貸契約
書の綴。

有期昭27-008 嵯峨疎開住宅一件

昭27

社会課

1 入居者決定事務に関する綴。中 原資料 なし 要審査
に建物写真がある。

有期昭27-009 ［寮］関係通牒等綴 25，26， 昭27
27年度

社会課

1 寮長会議報告・各寮の火災予防 原資料 なし 要審査
対策・管理運営報告・引揚援護
愛の運動巡回映画復命書、「伝
染病感染予防について」などで
引揚者住宅での生活状況がうか
がえる。引揚者寮(城南農工場含
む)のみでなく、児童一時保護所
や母子寮なども。

有期昭29-009 国有財産関係一件

社会課

1 昭21．6〜
原資料 なし 公開
援護関係の国有財産について。
国有財産である引揚者寮に使用
していた建物・電灯・変電機等設
備の借用・返還契約の近畿財務
局とのやりとり。契約書・各施設
の図面など。「引揚者収容施設
に転用可能な既存施設数調並に
海外引揚者の住宅状況調査報
告」などもある。

昭29
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原資料 なし 非公開
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新規公開リスト

(2008年11月)

引揚者住宅関係資料

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30-002 昭和28年度高野川住宅入居 昭30 社会課 1 第二種公営住宅高野川住宅。入 原資料 なし 要審査
者詮衡一件
居資格者は「現在高野川寮在寮
中の者にして本疎開住宅に入居
希望するもの」。入居者決定事務
一件。
簿冊番号

簿冊名

有期昭30-003 ［京都府第ニ嵯峨住宅申込、 昭30
並びに入居銓衡実態調査に
ついて］

社会課

1 昭28年以降に帰国した家族を対 原資料 なし 要審査
象にした住宅。
京都府第2嵯峨住宅入居者銓衡
基準・入居者決定関連書類・ガ
ス、水道の使用についてなど。

有期昭34-001 国有財産 №１
有期昭34-002
有期昭34-003

昭34

社会課

1 収容施設利用状況調査。各引揚 原資料 なし 要審査
者寮継続貸与申請。高野川寮内
の保育所（財 桜花学園）につい
てや、高野川寮施設の一部返却
についてなどがある。

有期昭36002-1
有期昭36002-2

昭36

社会課

1 第二種公営住宅の入居者決定 原資料 あり 要審査
事務・引揚者寮入居者並びに生
活状況調査・引揚者寮会議資料
など。

有期昭36-005 ［借地契約更改一件］

昭36

社会課

1 土地賃貸借契約更改契約書の
綴。賃料の推移の表などがあ
る。

有期昭36-006 昭和36年起 嵯峨住宅払下
一件

昭36

社会課

1 入居者による払下嘆願書・土地 原資料 なし 要審査
評価書・評価のための図面など。

有期昭36-007 補修一件

昭36

社会課

1 高野川寮補修陳情・白川寮雨漏 原資料 あり 要審査
り修繕・水道管修理・電灯線取替
の主に支払い事務一件綴。

有期昭36-008 寮関係支出一件綴その１

昭36

社会課

原資料 あり 要審査
1 昭24〜
各寮地代の支払い事務の一件
綴。半ヶ年ずつの地代調書など。

有期昭38-006 ［引揚者寮及び引揚者住宅関 昭38
係］

社会課

1 引揚者の整理、高野川・愛国寮・ 原資料 あり 要審査
白川寮・近衛寮・朱雀寮・深草
寮・桃陵荘・上安寮・群竹寮の整
理、伏見住宅い下げ、元城南農
工場、西九条小住宅について。
「京都府引揚集団収容施設譲渡
要領に基き京都府三条寮譲渡契
約締結並に既往三年に亘る契約
書物件に関係ある文書（社団法
人朱雀住宅組合）」・住宅の譲渡
について・不法占有調停につい
てなど。

有期昭39-002 山科住宅申込一件

昭39

社会課

1 入居願書の綴。

有期昭41-001 38年度より 引揚者施設管理 昭41
一件（経費を伴わないもの）

社会課

原資料 あり 要審査
1 昭38．2〜昭41．6
引揚者住宅の補充入居・水道等
工事・火災予防・寮長会議につい
てなど。

引揚者寮住宅一件
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原資料 なし 要審査

原資料 なし 非公開

京都府行政文書

新規公開リスト

(2008年11月)

引揚者住宅関係資料

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43-002 城南団地引揚者住宅（３５戸） 昭43 社会課 1 戦後15年が経過し、海外引揚者 原資料 なし 非公開
入居一件（四一年度建設）
住宅の緊急性が無くなり、「引揚
者集団収容施設譲渡要綱(昭
30.3.14)」「厚生省引揚援護局通
牒に基づく整理計画(昭32.3.4)」
が定まったあとも、やはり適当な
住居を得ることが困難な引揚者
を対象に、第2種公営疎開住宅を
建設した。この城陽（城南）団地
（久世郡城陽町大字寺田小字宮
ノ谷）への入居者決定について。
簿冊番号

簿冊名

有期昭45-002 引揚者住宅一覧表

昭45

社会課

1 昭45年時点に残存した引揚者住 原資料 なし 要審査
居施設（伏見・嵯峨・第２嵯峨・高
野川・山科住宅）について、事務
用参考資料として作成された綴。
調書、地図・測量図・公図など。
ほかに施設の譲渡についての会
議報告・厚生省の通知や鴨川公
園葵地区にある「尾上松之助の
胸像」の設立の経過などがある。

有期昭45-003 引揚者住宅関係資料

昭45

社会課

1 昭45年時点に残存した引揚者住 原資料 なし 要審査
居施設（伏見・嵯峨・第２嵯峨・高
野川・山科住宅）について、事務
用参考資料として作成された綴。
調書、地図・測量図・公図など。
ほかに伏見住宅譲渡手続きの経
緯について、当時の京都府財産
条例・取扱規則、賃料について、
伏見住宅の認定道路の件などが
ある。

有期昭45-004 居室台帳 高・嵯・伏・山

昭45

社会課

1 台帳

有期昭45-005 高野川寮一件

昭45

社会課

1 国有財産ほかの返還・無償借用 原資料 あり 要審査
延長申請について・高野川寮施
設の桃陵荘への一部移管につい
て・退寮報告・現況写真・閉寮に
ついてなど。

有期昭45-006 引揚者施設関係 国有財産
№２

昭45

社会課

1 土地・建物の返還や無償貸付契 原資料 あり 要審査
約など、国有財産の管理につい
て。

有期昭46-002 雑綴 京都府朱雀寮 昭和４１ 昭46
年度

京都府
朱雀寮

1 昭41年度事務申し送り書・引き 原資料 なし 要審査
揚げ者住宅施設（寮）整理に関
する運営要領・整理の概要・整理
方針案・施設現況調（昭40）・寮
長宛書簡・防火訓練実施要領・
救急処置訓練実施要項・盗難品
について・寮規など、事務用の参
考資料として作成された資料。

有期昭47-001 伏見住宅

社会課

1 敷地内の道路舗装について・隣 原資料 なし 要審査
接地の駐車場設置についての調
整についての一件綴。

昭47
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原資料 なし 非公開
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簿冊番号

新規公開リスト

簿冊名

有期昭47-002 引揚者住宅明細

(2008年11月)

引揚者住宅関係資料

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47 社会課 1 昭47年時点に残存した引揚者住 原資料 なし 要審査
居施設住宅(高野川寮・朱雀寮・
桃陵荘)について事務用に参考
資料として作成された資料。ほか
位置図、公図、伏見住宅譲渡手
続きの経緯についてなど。

有期昭49-001 朱雀寮一件

昭49

社会課

1 敷地の境界確定一件綴。

有期昭53-001 引揚者住宅（高野川）

昭53

社会課

1 土地明渡調停事件について、事 原資料 なし 要審査
務用に参考資料として作成され
た資料。
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原資料 なし 要審査

