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大川一司氏旧蔵資料（箱番号 901） 

 

2-1 

〔標題〕No.11 労働経済指標 

〔年代〕昭和 31年 6月 18日 

〔編著者〕労働省大臣官房労働統計調査部  

〔点数・形状〕1枚 図表 二つ折り  

〔備考〕 紙面右上に「大川委員」というスタンプあり 

 

2-2 

〔標題〕第 19回税制特別調査会（5.28）提出資料目録 

〔年代〕昭和 33年度 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚  

〔備考〕鉛筆書きあり 

 

2-3 

〔標題〕別紙 1 金融勘定作成途上における改訂点 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 

〔備考〕鉛筆書きあり 

 

2-4 

〔標題〕別紙 2 金融勘定作成途上における問題点 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 

〔備考〕鉛筆書きあり 
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2-5 

〔標題〕第 2回国民経済計算調査専門委員会議事録 

〔日時〕昭和 35年 2月 24日 

〔場所〕経済企画庁会議室 

〔出席者〕（委員） 篠原三代平、西川元彦 ほか 

〔議題〕「国民所得勘定とマネーフローの統合上の問題点」  

〔点数・形状〕二つ折り冊子体（10p.） 

〔備考〕 

 

2-6 

〔標題〕部門別投資計画作業要領（案） 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 

〔備考〕 

 

2-7 

〔標題〕農村物価賃金調査品目銘柄表 及都市小売物価調査銘柄対照表 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕二つ折り冊子体（11p.） 

〔備考〕1,11p.に鉛筆書きあり：「都市農村生活水準 1.27」（1p.） 

    周囲の破れ激しい 

 

2-8 

〔標題〕「労働力とＧＮＰ試算」「昭和 50年度国民総生産試算」 

〔年代〕33.10.29 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕2枚 

〔備考〕ステープラー除去  ペン書きで訂正あり 

 

2-9 

〔標題〕「賃金分布」「戦前の生産取得成長率の延長計算」「部門別就業者」 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕2枚（3p.） 糊付け 

〔備考〕鉛筆書きあり 
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2-10 

〔標題〕「1955年、1965年 7月 1日 年令階層別合衆国人口図」 

    「表一 1953年の実績と対比した 1965年の国民総生産の供給」 

    「表二 最大経済成長率による国民経済勘定表 1953年実績 1965年見積」 

〔年代〕 

〔編著者〕商務省及び経済報告合同委員会部員 

〔点数・形状〕3枚糊付け（5p.） 

〔備考〕 

 

2-11 

〔標題〕「総生産と総投資の関係」 

    「国民総生産と生産者耐久施設」 

    「国民総生産と在庫品増加」 

    「総投資、生産者耐久施設、在庫品増加、政府投資・個人住宅の対総生産増分 

     比率」 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕7枚  

〔備考〕「経済審議庁」の原稿用紙 ピン除去 

汚れとしわが激しい 

    別に「大川先生 方法論研究会資料 計画局吉植参事官」と書かれた用紙１枚が

あったため同封したが標題の原稿用紙７枚との関連性は不明 

 

2-12 

〔標題〕別表第一 時下の倍率 

〔年代〕昭和 26.3.31現在 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕2枚 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-13 

〔標題〕資産の評価方法の比較 

〔年代〕昭 23.3.25 

〔編著者〕大蔵省官房調査課 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕大蔵省の用紙：”Ministry of Finance The Japanese Government” 

    破損している 
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2-14 

〔標題〕「国富調査準備の事務運営について（案）」 

〔年代〕昭和二八年四月一日 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕 

 

2-15 

〔標題〕「国富調査準備協議会構成員（案）」 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕劣化のため破損・分離している 

 

2-16 

〔標題〕国富調査表 

〔年代〕 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕 

 

2-17 

〔標題〕既存資料に基く取材可能資産一覧表 

〔年代〕28・4・8 

〔編著者〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕 

 

2-18 

〔標題〕最低賃金に関する基礎調査の実施について 基賃発第 7号 

〔年代〕昭和 57年 4月 8日 

〔発行〕労働省労働基準局賃金福祉部長 

〔宛名〕各都道府県労働基準局長 殿 

〔点数・形状〕21枚 

〔備考〕別添 1最低賃金に関する基礎調査調査要綱 

別添 2最低賃金に関する基礎調査調査手引 

ステープラー除去 朱印：「写」 
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2-19 

〔標題 1〕会議報告 生活水準研究部会 第八回  

〔年代〕三一年一一月六日 

〔編著者〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 

〔備考〕 

 

〔標題 2〕会議報告 生活水準研究部会 第九回  

〔年代〕三一年一一月二〇日 

〔編著者〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-20  

〔標題〕毎月人口調査就業時間記入票 

〔年代〕 

〔発行〕総理府統計局 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕未記入 

 

2-21 

〔標題 1〕毎月人口調査票（１ヵ月目）,（2ヵ月目） 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕2枚 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-22 

〔標題〕毎月人口調査結果表（案） 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕ペンで書き込みあり 
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2-23 

〔標題〕労働力調査票 指定統計第 30号 

〔年代〕昭和 30年 

〔発行〕総理府統計局 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕未記入 

 

2-24 

〔標題〕第１回行政研修日程表 （第 5週および第６週） 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-25 

〔標題〕政策大綱（選挙公約）抄 

〔年代〕 

〔発行〕自由民主党 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕 

 

2-26 

〔標題〕税制特別調査会報告（案） 

〔年代〕昭和 33年 5月 28日 

〔発行〕税制特別委員会会長 井藤半弥 

〔宛名〕大蔵大臣 一萬田 尚登 殿 

〔点数・形状〕12枚二つ折り（23p.） 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-27 

〔標題〕税制特別調査会報告（案） 

〔年代〕昭和 33年 5月 28日 

〔発行〕税制特別委員会会長 井藤半弥 

〔宛名〕大蔵大臣 一萬田 尚登 殿 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕2-26一枚目にあたる。2p.に委員名が加筆されている点が異なる。 
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2-28 

〔標題〕税制調査会答申と昭和 33年度税制改正との主要相違点 

〔年代〕33.5.28 

〔発行〕 

〔点数・形状〕3枚 二つ折り 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-29 

〔標題〕消費者物価の上昇率と寄与率 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕標題はペンで書かれている 中心部破損 鉛筆書き込みあり 

 

2-30 

〔標題〕地域経済開発基本問題調査会の設置について 

〔年代〕35.8.3 

〔発行〕総合開発局 

〔点数・形状〕1枚半糊付け（6p.） 

〔備考〕周囲破損 

 

2-31 

〔標題〕（経-90）（別紙 2）所得倍増計画のための計画の枠組 

〔年代〕35.5.11 

〔発行〕 

〔点数・形状〕2枚二つ折り（6p.） 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-32 

〔標題〕物価状勢判断資料（改訂） 

〔年代〕昭和 28年度-昭和 35年度 

〔発行〕経審調査部物価課 

〔点数・形状〕1冊（14p.） 

〔備考〕訂正の書き込みあり 
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2-33 

〔標題〕長期綜合経済計画大綱要語の解説 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊（5p.） 

〔備考〕1p.に青ペン書き：「大川」 

 

2-34 

〔標題〕（経-51-A）（別紙 4）部会の構成と主要審議事項 

〔年代〕35.4.26 

〔発行〕 

〔点数・形状〕2枚糊付け 

〔備考〕中央部破損 名前ペンで消されている  

    各部会の名称：総合政策部会、政策公共部門部会、民間部門部会、計量部会、 

 

2-35 

〔標題〕六ヵ年計画と物価との関係（含 29年度物価の分析、30年度物価の見直し） 

〔年代〕28年度－35年度 

〔発行〕 

〔点数・形状〕3枚二つ折り 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-36 

〔標題〕「総合経済六ヵ年計画の構想」に関する今後の作業方針について 

〔年代〕昭三〇、一、二五 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕青ペンで書き込みあり：「大川」「一、二五幹部会」 

 

2-37 

〔標題〕総合経済 6ヵ年計画の構想 

〔年代〕昭 30・1・18 

〔発行〕閣議了解 

〔点数・形状〕1冊（15p.） 

〔備考〕1p.に青ペンで書き込みあり：「大川」 
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2-38 

〔標題〕総合経済 6ヶ年計画に関する問題点 

〔年代〕昭 30.2.1 

〔発行〕経済審議庁計画部 

〔点数・形状〕1冊（6p.） 

〔備考〕1p.に朱印あり：「秘」 鉛筆で書き込みあり 

 

2-39 

〔標題〕総合経済六ヶ年計画実現のための政策検討について（案） 

〔年代〕昭三〇、二、二 

〔発行〕経済審議庁 

〔点数・形状〕1冊（5p.） 

〔備考〕1p.に「秘」 

 

2-40 

〔標題〕「6ヶ年計画」に対する民間の批判 

〔年代〕30.2.4 

〔発行〕調査部調査課 

〔点数・形状〕1冊（6p.） 

〔備考〕各新聞雑誌や人物による批評 

 

2-41 

〔標題〕「6ヶ年計画」に対する批判 

〔年代〕30.2.5 

〔発行〕調査部調査課 

〔点数・形状〕1冊（8p.） 

〔備考〕1p.に朱印あり：「秘」 青いペンで書き込みあり：「大川」 

    鉛筆で書き込みあり 

 

2-42 

〔標題〕総合経済六ヵ年計画の具体的検討に際してとるべき考え方の基調について 

〔年代〕昭 30.2.10 

〔発行〕経済審議庁 

〔点数・形状〕1冊（5p.） 

〔備考〕本文中に修正あり 
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2-43 

〔標題〕「総合圣済 6ヶ年計画に関する問題点」についての幹部会意見 

〔年代〕昭 30.2.11 

〔発行〕経済審議庁 

〔点数・形状〕1冊（13p.） 

〔備考〕1p.に青ペン書き込みあり：「大川」, 鉛筆書きで数字あり 

  文中に赤鉛筆で印あり 

 

2-44 

〔標題〕金融制度調査会企画委員会 討議資料の構成内容 

〔年代〕33.12.10 

〔発行〕 

〔点数・形状〕2枚 

〔備考〕鉛筆で書き込みあり 

 

2-45 

〔標題〕「終戦後のわが国における財政、金融の推移」正誤表 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕8枚二つ折り 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-46 

〔標題〕「この資料は昭和 24年度国民所得バランス作成途上における中間作業で…」 

〔年代〕昭和 25年 8月 15日 

〔発行〕経本財政金融局国民所得調査室 

〔点数・形状〕7枚  

〔備考〕劣化資料 1枚目破損のため標題不明  

    目次：第一表 国民総生産と国民総支出のバランス（試算） 

       第二表 同上 構成比率表 

       第三表 資金需給バランス（試算） 

       第四表 財政投資算出内訳表 

       第五表 民間総資本形成算出内訳表 

       付録  民間総資本形成の推計方法 
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2-47 

〔標題〕貿易部会資料 昭和 37年度貿易計画基礎資料 

〔年代〕32.10.30 

〔発行〕 

〔点数・形状〕9枚（15p.） 

〔備考〕ステープラー除去  表紙破れ 

  

2-48 

〔標題〕第 8回方法論研究会議事要旨 

〔年代〕34.1.20 

〔場所〕経済企画庁総合計画局長室  

〔点数・形状〕1冊（10p.） 

〔備考〕出席者：山田雄三, 篠原三代平, 小島清, 荒憲治郎 ほか 

 

2-49 

〔標題〕会議報告 生活水準研究部会（第四回）  

〔年代〕三三年九月一六日 

〔発行〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕1枚二つ折り（3p.） 

〔備考〕議題：「消費函数」について 報告者：篠原委員 

 

2-50 

〔標題〕会議報告 生活水準研究部会（第五回）  

〔年代〕三三年一〇月七日 

〔発行〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕議題：費目別消費函数 報告者 鈴木委員 慶応大 西川俊作氏 

 

2-51 

〔標題〕会議報告 生活水準研究部会（第六回） 

〔年代〕三三年一〇月二一日 

〔発行〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕議題：産業連関表からみた消費支出 報告者：経済企画庁 楠田義氏 
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2-52 

〔標題〕会議報告 生活水準研究部会（第八回） 

〔年代〕三三年一二月二日 

〔発行〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕1枚二つ折り（3p.） 

〔備考〕議題：コモディティ・フロー法による消費支出の推計 報告者：篠原委員 

最終 p.に鉛筆書きあり 

 

2-53 

〔標題〕会議報告 生活水準研究部会（第一〇回） 

〔年代〕三四年二月三日 

〔発行〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕1冊（6p.） 

〔備考〕議題                        報告者 

1. 戦前の個人消費支出の推計方法について      川上委員 

    2. 山田教授の昭和五年以前の消費推計について    野田委員 

    3. 統計局の消費実態全国調査計画について       永山委員 

 

2-54 

〔標題〕会議報告 生活水準研究部会（第一一回） 

〔年代〕三四年二月一七日 

〔発行〕財団法人統計研究会 

〔点数・形状〕１枚二つ折り（4p.） 

〔備考〕議題                       報告者 

   1. 小売評価法による個人消費推計          野田委員 

   2. 国民所得データによる個人消費支出の変動について 安永委員 

 

2-55 

〔標題〕（経-39-A）長期展望部会運営準備会（第 2回）議事要旨 

〔年代〕昭和 34年 5月 4日 

〔場所〕第三公邸 

〔点数・形状〕1冊（14p.） 

〔備考〕東畑精一、内田俊一、小汀利得、中山伊知郎 ほか 

    書き込みあり 
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2-56 

〔標題〕（経-55-A）長期経済展望部会専門委員候補者 

〔年代〕34.5.22 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚（2p.） 

〔備考〕 

 

2-57 

〔標題〕費目別消費函数試算結果 生活水準研究部会第５回配布資料 

〔年代〕33.10.7 

〔発行〕鈴木委員 

〔点数・形状〕2枚（2p.） 

〔備考〕 

 

2-58 

〔標題〕コモ法による消費支出の推計 生活水準研究部会第 8回配布資料 

〔年代〕33.12.2 

〔発行〕篠原委員 

〔点数・形状〕3枚（3p.） 

〔備考〕 

 

2-59 

〔標題〕個人消費推計の方法と問題点 生活水準研究部会第 12回配布資料 

〔年代〕34.3.10 

〔発行〕 

〔点数・形状〕2枚（2p.） 

〔備考〕1p.表裏に鉛筆で書き込みあり 

 

2-60 

〔標題〕検討資料第 3号「米国戦勢調査団提出資料」（大藏省調）の個人消費支出の推計 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕3枚（3p.） 

〔備考〕 
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2-61 

〔標題〕経済審議会エネルギー部会の運営について（案） 

〔年代〕34.3.31 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕 

 

2-62 

〔標題〕第 4回方法論研究会議事要旨 超長期見通し作業について（メモ） 

〔年代〕33.10.14 

〔場所〕経済企画庁総合計画局長室 

〔点数・形状〕1冊（10p.） 

〔備考〕ステープラー除去 

    出席者：山田雄三、大川一司、山田勇、篠原三代平、黒沢俊一 ほか 

 

2-63 

〔標題〕超長期経済見通し作業について（メモ） 

〔年代〕33.10.13 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り（4p.） 

〔備考〕4p.に鉛筆書き込みあり 

 

2-64 

〔標題〕経済長期見通しの方法論研究会（第 5回）議事要旨 

〔年代〕昭和 33年 10月 30日 

〔場所〕経済企画庁総合計画局長室 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 

〔備考〕出席者：山田雄三、山田勇、篠原三代平（以上一橋大学） ほか 

文中にペンで修正あり 

 

2-65 

〔標題〕（経-307-A）第一次作業モデルについて 

〔年代〕34.3.11 

〔発行〕総合計画局 

〔点数・形状〕1枚（2p.） 

〔備考〕鉛筆で書き込みあり 
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2-66 

〔標題〕各国長期経済計画の比較（１）－macro analysis の方法を中心に－ 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊（9p.） 

〔備考〕鉛筆で書き込みあり 

 

2-67 

〔標題〕各国長期経済計画の比較（2）－（1）の追補 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊（8p.） 

〔備考〕鉛筆で書き込みあり 

 

2-68 

〔標題〕超長期経済計画方法論研究会開催の件 

〔年代〕昭和 33年 10月 22日 

〔宛名〕大川一司 殿 

〔差出〕経済企画庁総合計画局 吉植参事官 

〔点数・形状〕3枚 

〔備考〕クリップ除去 經濟安定本部の用紙 

 

2-69 

〔標題〕超長期経済計画方法論研究会開催の件 

〔年代〕昭和 33年 11月 14日 

〔宛名〕大川一司 殿 

〔差出〕経済企画庁総合計画局 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕經濟安定本部の用紙 

 

2-70 

〔標題〕「技術協力の現状と問題点」「附表」 

〔年代〕33.11.10 

〔発行〕圣済企画庁 

〔点数・形状〕1冊 12p. 附表 9p. 

〔備考〕ステープラー除去 
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2-71 

〔標題〕国際貿易の長期予測（メモ） 

〔年代〕33.11.18 

〔発行〕方法論研究会 

〔点数・形状〕1冊 8p. 

〔備考〕 

 

2-72 

〔標題〕方法論研究資料 作業のフレームワークについて（１） 

〔年代〕33.12.16 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 4p. 

〔備考〕 

 

2-73 

〔標題〕経済協力実施上の問題点 

〔年代〕昭和 33.12.8 

〔発行〕経済企画庁 

〔点数・形状〕1冊 16p. 

〔備考〕 

 

2-74 

〔標題〕投資の計画的適正化について 

〔年代〕33.12.15 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 12p. 

〔備考〕ペンで書き込みあり 

 

2-75 

〔標題〕方法論研究会に関する件 

〔年代〕昭和 34年 1月 16日 

〔差出〕経済企画庁総合計画局参事官 吉植悟 

〔宛名〕大川一司 先生 

〔点数・形状〕1枚 経済企画庁の用紙 

〔備考〕2-75～2-78 まであわせてクリップで留めされていた 
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2-76 

〔標題〕方法論研究資料 作業のフレームワークについて（2） 

〔年代〕34.1.13 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 7p. 

〔備考〕鉛筆で書き込みあり 

 

2-77 

〔標題〕方法論研究資料 4  オランダ・長期経済計画の構造係数 

－「経済計画資料」第 8号原稿－ 

〔年代〕1959.1.5 

〔発行〕 

〔点数・形状〕１冊 23p. 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-78 

〔標題〕長期経済計画モデル検討に関するメモ 

〔年代〕34.1.9 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 32p. 

〔備考〕ステープラー留め 

 

2-79 

〔標題〕（経-274-A）第 9回方法論研究会議事要旨 

〔年代〕昭和 34年 2月 17日 

〔場所〕経済企画庁総合計画局長室 

〔点数・形状〕1冊 7p. 

〔備考〕出席者：山田雄三、山田勇、篠原三代平、小島清、荒憲治郎、黒沢俊一 

 

2-80 

〔標題〕（経 262）方法論研究資料 34-1 超長期計画における目標想定についての私見 

〔年代〕34.2.17 

〔著者〕山田雄三 

〔点数・形状〕1冊 6p. 

〔備考〕6p.に鉛筆書き込みあり 
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2-81 

〔標題〕超長期経済計画方法論研究会開催について 

〔年代〕昭和 34年 7月 13日 

〔宛名〕大川一司 殿 

〔差出〕経済企画庁総合計画局 参事官 吉植悟 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕2-82とあわせてクリップ留めされていた 

 

2-82 

〔標題〕方法論研究会（第 3回）議事要旨 

〔年代〕昭和 34年 6月 23日 

〔場所〕局長室 

〔点数・形状〕1枚半 6p. 

〔備考〕出席者：山田（雄）、石川、伊太知、小島、小宮、篠原、山田勇 ほか 

 

2-83 

〔標題〕概観 「10月を中心に最近の経済動向をみると、物価の強含み、輸出の好転、生 

産の上昇等次第に明るさを増し、回復の曙光が見えはじめた。…」 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 6p. 

〔備考〕5p.に鉛筆書き込みあり 

 

2-84 

〔標題〕「財政支出の経済効果」正誤表 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 

〔備考〕 

 

2-85 

〔標題〕（経-29-A）長期展望部会運営準備会（第１回）議事録 

〔年代〕昭和 34年 4月 25日 

〔場所〕第 3公邸 

〔点数・形状〕1冊 12p. 

〔備考〕出席者：東畑精一、内田俊一、中山伊知郎、有沢広己、小汀利得 ほか 
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2-86 

〔標題〕展望部会議事要旨 

〔年代〕34.5.4 

〔場所〕公邸 

〔点数・形状〕2枚  

〔備考〕「日本国政府」の原稿に直筆  クリップ除去 

    出席委員：東畑、中山、小汀、内田 

 

2-87 

〔標題〕20年後経済展望（仮称）作業の構想（第 2次案） 

〔年代〕34.5.22 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 7p. 

〔備考〕鉛筆で書き込みあり 1p.左上に印：「53」 

 

2-88 

〔標題〕第一表 中国の総貯蓄総投資勘定 1956 

    第二表 他国の総貯蓄・総投資勘定との比較－勘定の構成比よりみる－ 

    第三表 中国、ソ連の財政収入構成比 

    第四表 中国およびソ連の工業（除手工業）分配率 

    第五表 中国およびソ連の農業（漁業・林業をふくむ） 

    第六表 中国およびソ連の工業における労働生産性、賃金および労働生産物單位 

あたり貨幣賃金コスト 

    第七表 工業生産物單位あたり実質賃金コスト 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕7枚 

〔備考〕ステープラー除去  鉛筆書き込みあり 
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2-89 

〔標題〕「狩猟業の推計（林野庁）」「農業の推計」「林業の推計」「水産業」 

「鉱業の推計方法」など 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕17枚 青焼き 

〔備考〕ステープラー除去 「労働大臣官房労働統計調査部」の原稿  

    2-89から 2-125までまとめて労働省の袋に入っていた 

    

2-90 

〔標題〕勤労所得 （30年） 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕鉛筆手書き原稿 2-89の 11枚目と 12枚目の間に挟まっていた 

 

2-91 

〔標題〕「300部門労働者数現数値の算定方法の概要」 

    「産業大分類別労働者数のコントロール・トータルの推計資料」＊ 

    「44部門労働者数」 

    「44部門雇用係数」 

    「20部門労働者数および直接雇用係数」＊ 

    「21部門総合雇用係数」＊ 

    「30年・34年雇用係数比較図（就業者ベース）」＊ 

    「昭和 34年就業者ベース」 

    「34年生産額 30年雇用係数の場合の労働者数」 

    「最終需要別雇用労働者数（最終需要 30年のままの場合）」 

    「最終需要別雇用労働者数（昭和 34年）」 

〔年代〕昭和 37年 3月 1日 

〔発行〕技術革新と労働問題研究会 

〔点数・形状〕11枚 青焼き 

〔備考〕ステープラー除去  ＊には鉛筆書き込みあり 

    青焼き原稿のため、コピーも保存 

 

 

 

 



21 

 

2-92 

〔標題〕雇用賃金の産業連関分析に関する説明 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕3枚 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-93 

〔標題〕「年平均換算率算定用紙」（重複） 

    「IO部門別労働者数算定上の疑義解釈」 

    「雇用係数推計作業用紙」（昭和 35年用）＊ 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕4枚 青焼き 

〔備考〕ステープラー除去  ＊には鉛筆書き込みあり 

    青焼き原稿のため、コピーも保存 

 

2-94 

〔標題〕経済五ヵ年計画に於ける新技術、新産業について 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 8p. 

〔備考〕青ペンで書き込み：「3/29調整部会より報告（自由党経済計画特別委の）」 

    「大川審ギ官」 

2-95 

〔標題〕経済自立のための三目標四原則 

〔年代〕28.9.24 

〔発行〕経済審議会 

〔点数・形状〕1冊 6p. 

〔備考〕ペンで書き込み：「大川審議官」 赤線書き込みあり 
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2-96 

〔標題〕参考資料の一 経済自立方策について 

   （これは、経済自立のための三目標の具体化を中心として、経済審議会で検討した 

結果をとりまとめたものである。） 

〔年代〕28.9.24 

〔発行〕経済審議庁 

〔点数・形状〕1冊 19p. 

〔備考〕11p.に赤線書き込みあり 

 

2-97 

〔標題〕参考資料の二 経済自立四原則について  

〔年代〕28.9.24 

〔発行〕経済審議会 

〔点数・形状〕1冊 13p. 

〔備考〕各 p.に赤線書き込みあり 

 

2-98 

〔標題〕昭和 29年度基準物質消費数量指数ウエイト算出基礎 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕3枚 

〔備考〕中央破損、ほぼ分離している。 

 

2-99 

〔標題〕エカフエ事務局よりの質問事項 

〔年代〕1956.3.20 

〔発行〕 

〔点数・形状〕15p. 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-100 

〔標題〕昭和三十年度経済計画と実績との比較検討について（案） 

〔年代〕31.4.13 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 3p. 

〔備考〕 
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2-101 

〔標題〕昭和 30年度経済計画と実績との比較検討骨子案 

〔年代〕31.4.21 

〔発行〕調整部 

〔点数・形状〕1枚 2p. 

〔備考〕赤線書き込みあり 

 

2-102 

〔標題〕昭和 28年度経済運営基本方策（案） 

〔年代〕27.10.20 

〔発行〕企画課 

〔点数・形状〕1冊 23p. 

〔備考〕p.18-21に鉛筆線書き込みあり  

 標題近くに書き込み：「大川審議官」朱印あり：「秘」スタンプあり：「15」 

ステープラー除去 

 

2-103 

〔標題〕今後における経済運営の基本方策（案） 

〔年代〕27.10.28 

〔発行〕企画課 

〔点数・形状〕1冊 25p. 

〔備考〕標題近くに書き込み：「大川」「1.30正午」「3.30」 朱印あり：「秘」 

    スタンプあり：「25」 ステープラー除去 

2-104 

〔標題〕「…さて今回の講演のこと、よろこんでお引き受けいたしましたが、御期待にそい 

得ますや否や甚だ心細く思っております、…先生をはじめ北大の皆々様に拝眉の 

機をえていろいろとお話しを承るのを楽しみにいたしております…」 

〔年代〕十月二十三日 

〔差出〕大川一司 

〔宛名〕高岡熊雄 先生 

〔点数・形状〕2枚 

〔備考〕手紙文 ペン書き 修正書き込みあり 
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2-105 

〔標題〕「…講演の件は御引き受けいたしましたものの、果して御期待にそうことがよく出 

来ますか、…北大の皆様に拝眉の機を得たく存じております故、…」 

〔年代〕十月二十三日 

〔差出〕大川一司 

〔宛名〕田宮高晴 様 

〔点数・形状〕2枚  

〔備考〕手紙文 ペン書き 修正の書き込みあり 

 

2-106 

〔標題〕 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕鉛筆書き込み 

 

2-107 

〔標題〕「一 理論的関心 長期動学の方向 ハビッド、ロビンソン、ヒックス、ドマール」 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕ペン書きメモ 

 

2-108 

〔標題〕「…講演の件は御引受けいたしたものの、どのようなお話しをいたせば、御期待に 

そいうるや、またおききになる方の範囲、程度等について」 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕手紙文一部 ペン書き 

 

2-109 

〔標題〕当面の日本経済における基本的諸問題の検討 

〔年代〕29.9.10 

〔発行〕調査課 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 4p. 

〔備考〕p.1にペン書き込み：「一、圣済審議会」 
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2-110 

〔標題〕雇用問題 当面の調査に着手する問題と調査方法 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 6p. 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-111 

〔標題〕調査テーマ作業方法（案） 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 2p. 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-112 

〔標題〕農業問題 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 3p. 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-113 (所在不明) 

 

2-114 

〔標題〕「政府声明  鳩山内閣は政局の混迷の中に誕生したが、…」 

〔年代〕昭和 29.12.11 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 

〔備考〕 

 

2-115 

〔標題〕長期経済計画策定方式試案 

〔年代〕32.4.10 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 3p. 

〔備考〕 
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2-116 

〔標題〕マクロ作業第一段階作業要領（案） 

〔年代〕32.4.10 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 7p. 

〔備考〕p.6-7に鉛筆で書き込みあり 

 

2-117 

〔標題〕工鉱業地帯整備促進法案についての基本的な問題 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕中央で分離し破損している。 

    ペンで修正書き込みあり 

 

2-118 

〔標題〕幹部会議題 

〔年代〕29.10.26 

〔発行〕調整部・計画部 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕 

 

2-119 

〔標題〕通貨金融政策に関する建議書 

〔年代〕昭和三十年三月二十八日 

〔差出〕関西経済連合会 会長 関桂三 

〔宛名〕大川一司 殿 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕差出人の朱印あり 

 

2-120 

〔標題〕意五五－七 通貨金融政策に関する意見 

〔年代〕昭和三十年三月二十八日 

〔発行〕関西経済連合会 

〔点数・形状〕1枚 4p. 

〔備考〕 

 



27 

 

2-121 

〔標題〕國土總合開発促進に関する意見書 

〔年代〕昭和三十年三月 

〔差出〕岩手縣知事 國分健吉 岩手縣總合開発審議会会長 阿部美樹志 

〔宛名〕大川審議官 殿 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 

〔備考〕差出人の朱印あり 

 

2-122 

〔標題〕工鉱業地帯整備促進法案について 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚二つ折り 4p. 

〔備考〕破損 

 

2-123 

〔標題〕中小企業問題総合基本調査打合懇談会議事録 

〔年代〕三一年四月四日 

〔場所〕経済企画庁会議室 

〔点数・形状〕3枚 

〔備考〕出席者：経済企画庁 大川審議官 ほか通産省、中小企業庁より数名ずつ 

ステープラー除去 中央部破損 

    

2-124 

〔標題〕消費需要予測調査結果表（案） 

〔年代〕昭和 32年 4月 19日 

〔発行〕調査部民生労働課 

〔点数・形状〕10枚 17p. 

〔備考〕破損が激しい 

 

2-125 

〔標題〕行政管理庁承認 消費需要予測調査調査票（案） 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕4枚 

〔備考〕破損が激しい 
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2-126 

〔標題〕「大川審議官」 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1点 封筒 

〔備考〕2-127から 2-132まで 6点が入っていた封筒 

 

2-127 

〔標題〕資料 南九州特定地域（宮崎県分）実績表 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕 

 

2-128 

〔標題〕南九州特定地域 地域開発効果測定調査報告書 昭和 30年度国土総合開発調査 

    送付状、受領書 

〔年代〕昭和 31年 3月 

〔発行〕宮崎県企画調査室 

〔点数・形状〕1冊 23p. 

〔備考〕本誌は図書で整理  請求記号:K252196:Mi88 

 

2-129 (欠番） 

 

2-130 

〔標題〕大淀川上流平面図 

〔年代〕昭和三十年七月 

〔製作〕内外地図株式会社 

〔発行〕大淀川改修工事事務所 

〔点数・形状〕地図 1枚 77×55cm 

〔備考〕4つ折りにして封入 
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2-131 

〔標題〕土地利用図 都城 南九州総合開発地域 応急修正版 五万分一地形図 

〔年代〕昭和二十九年三月三十一日印刷 

〔発行〕地理調査所 

〔点数・形状〕地図 1枚 46×59cm 

〔備考〕調製者：宮崎県 4つ折りにして封入 

 

2-132 

〔標題〕宮崎県管内図  南九州特定地域總合開発閣議決定事業実施計画図 

〔年代〕昭和三十一年一月 

〔発行〕宮崎県 

〔製作〕内外地図株式会社 

〔点数・形状〕地図 1枚 94×64cm 

〔備考〕「南九州特定地域總合開発閣議決定事業実施計画図」部分はペンで書き込まれてい

る 6つ折りにして封入 
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2-133 

〔標題〕中小企業問題綜合基本調査打合会 配布資料目次 

〔年代〕31.6.5 

〔発行〕経済企画庁 

〔点数・形状〕中小企業庁の封筒 1枚 

〔備考〕2-134から 2-139まで 6点が入っていた封筒 目次が貼られている。 

 

2-134 

〔標題〕輸出中小工業に関する綜合調査実施要領 

〔年代〕昭和 31.5 

〔発行〕中小企業庁 大阪府立商工経済研究所 

〔点数・形状〕1冊 12p. 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-135 

〔標題〕中小企業関係各種統計調査実施概況 [指定統計] 

〔年代〕 

〔発行〕中小企業庁振興部調査公報課 

〔点数・形状〕1枚（数枚の紙を糊でつなげて横長にしている） 

〔備考〕2-136とステープラー留め→除去  折りたたんで封入 

 

2-136 

〔標題〕中小企業関係各種統計調査実施概況 [指定統計以外のもの] 

〔年代〕 

〔発行〕中小企業庁振興部調査公報課 

〔点数・形状〕1枚（数枚の紙を糊でつなげて横長にしている） 

〔備考〕2-135とステープラー留め→除去  折りたたんで封入 

 

2-137 

〔標題〕中小企業問題綜合基本調査打合懇談会議事録 

〔年代〕三一年四月四日  

〔場所〕経済企画庁会議室 

〔点数・形状〕3枚 

〔備考〕出席者：経済企画庁、通産省、中小企業庁より数名  ステープラー除去 
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2-138 

〔標題〕中小企業問題の調査に関する各界の意見要約 

〔年代〕31.5.31 

〔発行〕調査公報課 

〔点数・形状〕4枚 二つ折り 

〔備考〕ステープラー除去 鉛筆書き込みあり 

 

2-139 

〔標題〕中小企業問題綜合基本調査について 

〔年代〕三一、六、五 

〔発行〕中小企業庁調査公報課 

〔点数・形状〕2枚 二つ折り 

〔備考〕ステープラー除去  ペン書き込みあり 

 

2-140 

〔標題〕港湾関係 5,7,1957 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕経済企画庁の封筒 

〔備考〕標題は鉛筆書き 2-141が入っていた  

 

2-141 

〔標題〕港湾資産の推計について 建設交通部門研究資料  

〔年代〕32.5.2 

〔発行〕計画部 

〔編著者〕宮崎茂一 

〔点数・形状〕1冊 68p.  2部 

〔備考〕部内限 

1p.：「経済計画資料（第一号）に発表した“港湾資産の推計について”の続編」 

    1部は図書で整理  請求記号: K3J827:Ko95 
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2-142 

〔標題〕 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数〕建設省の封筒  

〔備考〕2-143から 2-148まで 6点が入っていた。 

 

2-143 

〔標題〕道路整備 10ヵ年計画の経済効果 

〔年代〕1957.2.10 

〔発行〕建設省道路局 

〔点数・形状〕1冊 12p. 

〔備考〕ステープラー除去   

 

2-144 

〔標題〕道路整備十箇年計画案の概要 

〔年代〕三二、四、一 

〔発行〕建設省道路局 

〔点数・形状〕1冊 6p. 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-145 

〔標題〕道路工事費指数作成方法 

〔年代〕昭和 32年 7月 

〔発行〕建設大臣官房調査統計課 

〔点数・形状〕1冊 7p. 

〔備考〕鉛筆書き込みあり  ステープラー除去 

 

2-146 

〔標題〕国内輸送需要の推定（案） 

〔年代〕32.7.20. 

〔発行〕計画部 

〔点数・形状〕1冊 35p. 

〔備考〕折込み図あり  赤鉛筆で書き込みあり 
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2-147 

〔標題〕道路関係参考資料 

〔年代〕32.7.31 

〔発行〕 

〔点数・形状〕11枚 

〔備考〕鉛筆書き込みあり  ステープラー除去  

 

2-148 

〔標題〕道路整備長期計画の方法論について 

〔年代〕32.8.1 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕鉛筆書き込みあり 

 

2-149 

〔標題〕 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕物価庁の封筒 

〔備考〕2-150が入っていた 

 

2-150 

〔標題〕秘 パリティー資料（Ⅰ） 

〔年代〕24.6.28 

〔発行〕統計研究会 

〔点数・形状〕2枚 糊付け 15部 

〔備考〕15部すべてにペンで修正あり、「秘」のスタンプあり 
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2-151 

〔標題〕 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕経済企画庁の封筒 

〔備考〕2-152から 2-160まで 9点が入っていた。 

 

2-152 

〔標題〕国民所得統計 

〔年代〕昭和 30年 6月 30日 

〔発行〕経済審議庁 調査部国民所得課 

〔点数・形状〕1枚 2つ折り 30×42cm 

〔備考〕ボールペンで数字修正あり 

 

2-153 

〔標題〕主要経済指標速報 No.40 

〔年代〕7月 18日 

〔発行〕経済審議庁 調査部統計課 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 30×42cm 

〔備考〕 

 

2-154 

〔標題〕主要経済指標速報 No.41 

〔年代〕8月 25日 

〔発行〕経済企画庁 調査部統計課 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 30×42cm〔備考〕 

 

2-155 

〔標題〕主要経済指標速報 No.42 

〔年代〕9月 23日 

〔発行〕経済企画庁 調査部統計課 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 30×42cm 

〔備考〕 
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2-156 

〔標題〕主要経済指標速報 No.43 

〔年代〕10月 21日 

〔発行〕経済企画庁 調査部統計課 

〔点数・形状〕1枚 二つ折り 30×42cm 

〔備考〕 

 

2-157 

〔標題〕産業活動指数速報 No.45 （昭和 9年－11年基準） 

    日本経済統計月報資料系列第 4号 6月の生産指数 

〔年代〕30.9.29 

〔発行〕経済企画庁調査部統計課 

〔点数・形状〕14p. 

〔備考〕ステープラー除去 

 

2-158 

〔標題〕EXPENDITURE OF FOREIGN MILITARY FORCES (In Thousand dollars) 

〔年代〕1955.8 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 トレーシングペーパー 

〔備考〕英文タイプ 鉛筆書き込み：「大川審議官」、朱印：「秘」 

 

2-159 

〔標題〕海外経済速報（英独編）第 13号 

〔年代〕1955.8.2 

〔発行〕経済企畫庁調査部調査課 

〔点数・形状〕1冊 7p. 

〔備考〕 

 

2-160 

〔標題〕第十一回物価情勢判断資料 

〔年代〕昭和 30.8.26 

〔発行〕物価課 

〔点数・形状〕2枚 4p. 

〔備考〕修正あり 
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2-161 

〔標題〕「設備資金の新投下 33年の経済白書で過剰設備の問題が大きくとり上げられ…」 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 8p. 

〔備考〕8p.に鉛筆書き込みあり  ステープラー除去 

 

2-162 

〔標題〕補正表 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 8p. 

〔備考〕本体不明  

 

2-163 

〔標題〕C-31 正誤表 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕本体不明 劣化 

 

2-164 

〔標題〕「（八）水力発電は火力発電に比し短期間で建設される」 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1枚 

〔備考〕本体不明 劣化 

 

2-165 

〔標題〕「五、家庭婦人の実質的解放」 

〔年代〕 

〔発行〕 

〔点数・形状〕2枚 

〔備考〕本体不明 劣化 
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2-166 

〔標題〕個人の俸給額と合計額（俸給＋諸手当）を示した折れ線グラフ 

〔年代〕昭和 20年 10月から昭和 22年 9月 

〔発行〕 

〔点数・形状〕1冊 

〔備考〕各票に個人名あり 手書き原稿 1枚破損している 

      ＊大川氏所蔵資料か不明 

 

2-167 

〔標題〕経済審議会 議事要旨 

〔年代〕昭和 31年 3月 8日（木） 

〔作成〕 

〔形状〕冊子体 9p. 

〔備考〕書き込み：「大川」 

    出席者：石川一郎ほか 

 

 

 

 

大川一司氏 

1908年、静岡に生まれ、1933年、東京大学農学部農業経済学科卒業。一橋大学教授兼 

経済審議庁審議官、農学博士。一橋大学名誉教授。文化功労者。1993年没。 

 

 


