美濃口時次郎氏旧蔵資料（箱番号 902, 903）
1-1
〔標題〕昭和十年三月中海路に依る滿洲（關東州を含む）への上陸者及び滿洲よりの乗船
者調査
〔年代〕
〔編著者〕關東局官房文書課
〔点数・形状〕1 枚 和紙
〔備考〕右上に「東京市中野区桃園町參參 統計學社」のスタンプあり
1-2
〔標題 1〕[都道府縣別男女別 需要査定数移入希望數・供給數]
〔年代〕
〔編著者〕
〔点数・形状〕4 枚 和紙
〔備考〕1 枚目欄外に朱書き：美濃口研究員殿
標題 2,3 とあわせて 6 枚を糸綴りされていたが、標題 3 が破損していたため糸を
外して封入する
〔標題 2〕管内需給総括表
〔年代〕
〔編著者〕
〔点数・形状〕1 枚 和紙
〔備考〕
〔標題 3〕昭和十九年度一・四半期勤労動員需給計畫案
〔年代〕昭和一九・三・九

（昭一九、三、八 一部幹事會決定）

〔編著者〕關東地方行政協議會
〔点数・形状〕1 枚 和紙
〔備考〕中央部分破れているため折りたたみフォルダに入れる
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1-3
〔標題〕緊急国民勤労動員方策要綱 閣議決定 （發表）
〔年代〕昭一九、一、一八
〔編著者〕
〔点数・形状〕4 枚二つ折り 和紙
〔備考〕劣化、破損のため代替資料（コピー）作成

文字が消えかかっていて判読困難

ステープラー除去
1-4
〔標題〕緊急国民勤労動員方策要綱 閣議決定 極秘
〔年代〕昭一九、一、一八
〔編著者〕
〔点数・形状〕４枚二つ折り 和紙
〔備考〕極秘の朱印あり ステープラー除去
1-3 と内容が一部異なる：
「第二 要領 五 勤労給源ノ確保」の（六）、（七）、（八）
、備考
「六 勤労配置ノ適正」の備考「尚朝鮮人…準ズルコト」はこの資料のみ記載
1-5
〔標題〕
「昭和十九年度國民動員計畫給源調」
「昭和十九年度國民動員計畫内地需要申請數（各省別）
」
〔年代〕
〔編著者〕
〔点数・形状〕5 枚二つ折り 和紙
〔備考〕極秘の朱印あり ステープラー除去
鉛筆で書き込みあり
1-6
〔標題〕軍需第一二〇號 昭和十九年度第一四半期勤労動員實施計畫ニ關スル報告ノ件
〔年代〕昭和十九年參月十九日
〔編著者〕東海地方行政協議會主幹 地方參事官 永野若松
〔点数・形状〕6 枚二つ折り 和紙
〔備考〕ピン除去 1 枚目に朱書き：美濃口研究員殿
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1-7
〔標題〕
「昭和十九年度第一、四半期需要査定表（東海地方）
」
「昭和十九年度第一、四半期東海四縣勤労需要調」
「昭和十九年度第一、四半期給源調 東海地方」
〔年代〕
〔編著者〕
〔点数・形状〕3 枚 二つ折り 和紙
〔備考〕
1-8
〔標題〕第十九年度第一、四半期勤労動員実施画策定要領
〔年代〕
〔編著者〕厚生省
〔点数・形状〕10 枚 二つ折り 和紙
〔備考〕極秘の朱印あり ステープラー除去
1-9
〔標題〕昭和十九年度學徒需給計畫案 愛知縣
〔年代〕
〔編著者〕
〔点数・形状〕1 枚 二つ折り 和紙
〔備考〕
1-10
〔標題〕
「十九年度第一、四半期勤労要員査定表（第一種）愛知縣」
「十九年第一、四半期勤労要員査定表 愛知縣」
〔年代〕
〔編著者〕名古屋軍需監理部作成
〔点数・形状〕3 枚 二つ折り 和紙
〔備考〕ピン除去
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1-11
〔標題〕國第一二二〇號 昭和十九年度第一、四半期勤労動員實施計畫書作成ニ關スル件
〔年代〕昭和十九年三月十日
〔編著者〕中国地方行政協議會長 廣島縣知事 横山助成
〔宛名〕厚生大臣 小泉親彦殿
〔点数・形状〕8 枚 二つ折り
〔備考〕1p.に朱書きあり：
「美濃口研究員殿」 クリップ除去
1-12
〔標題〕男子従業者ノ配置規正ニ關スル件
〔年代〕
〔編著者〕
〔点数・形状〕12 枚 二つ折り 糸綴り
〔備考〕1p.に朱印：
「秘」
1-13
〔標題〕一、昭和十五年度一般労務者需給計畫
二、昭和十五年度一般労務者充足状況
三、昭和十六年度一般労務者需給對照
四、事變關係離職者轉業状況
五、鑛山労務者充足状況
六、朝鮮人労務者移入状況
七、技術員需給調整計畫
八、工場事業場技能者養成状況
九、労務者住宅建設状況（十一月三十日現在）
十、昭和十五年工鑛業労務者農業生産參加實績
〔年代〕
〔編著者〕
〔点数・形状〕21 枚 二つ折り
〔備考〕ステープラー除去
各標題ごと朱書きあり：
「秘密會要求」「数字ハ発表セザルコト」
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1-14
〔標題〕極秘 參考資料ノ一 建築關係労務者職業別員數調
參考資料ノ二 大工及官及土工年齢別表
參考資料 三 住宅營團大工稼動状況調
〔年代〕大正九年～昭和十六年
〔編著者〕
〔点数・形状〕5 枚 二つ折り
〔備考〕ステープラー除去

朱印あり：「極秘」

1-15
〔標題〕朝鮮労働事情
〔年代〕
〔作成〕美濃口
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-15-1 から 1-15-10 を含む。最初に手書きの目次あり。
1-15-1
〔標題〕朝鮮ニ於ケル軍需労務者ニ關スル参考
〔年代〕昭和十五年四月調
〔作成〕平壤兵器製造所
〔形状〕袋綴じ 8 枚＋附表 13 枚
〔備考〕朱印：
「秘」 印：
「福田」
附表１「工員移動率一覧表」附表 2「工員移動別状況調査表」附表 3「月別従業員欠勤
状況」附表 4「応募状況調査表」附表 5「昭和十四年度採用工員素養調査表（半島人）
附表 6「半島人年令別配偶者及子供数調」附表 7「半島人結婚状況調査表」附表 8「半
島人結婚年令及配偶年令相違調」附表 9「半島人従業員姓種調査表」附表 10「半島人
生活費調査表」附表 11-1「下宿料及畳数対同居人員調査表（内地人）
」附表 11-2「従業
員下宿料及間数同居人員調査表（半島人）」附表 12「共栄会重要売品価格変動状況調」
附図「朝鮮式住宅平面図 縮尺百分ノ一」
1-15-2
〔標題〕参考資料其ノ二 半島人青年労務者ノ医学的観察
〔年代〕昭和十五年四月
〔作成〕平壤兵器製造所
〔形状〕紐とじ 31p.+附表 12 枚
〔備考〕印：
「諏訪」
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1-15-3
〔標題〕半島人工員勤続年数調査表
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕1 枚
〔備考〕書き込みあり
1-15-4
〔標題〕所在労力調 出稼可能者調
〔年代〕昭和十五年十二月末現在
〔作成〕平安南道
〔形状〕袋綴じ 2 枚
〔備考〕
1-15-5
〔標題〕管内労務需給調整状況
〔年代〕昭和十五年三月
〔作成〕平安南道
〔形状〕袋綴じ 7 枚
〔備考〕
1-15-6
〔標題〕昭和十四年 道勢一班
〔年代〕昭和十四年十二月
〔作成〕全羅南道編纂
〔形状〕239p.+折込み図 1 枚+折りたたみ地図
〔備考〕表紙に朱印：
「外秘」
地図：
「全羅南道管内図」縮尺四十万分一 昭和十三年十二月一日改版
図書書誌<BA4178632X>雑誌書誌<AN10251161>あり
1-15-7
〔標題〕管内主要事情
〔年代〕昭和十五年七月
〔作成〕全羅南道
〔形状〕106p.
〔備考〕
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1-15-8
〔標題〕労務關係参考資料
〔年代〕昭和十五年七月
〔作成〕全羅南道社会課
〔形状〕袋綴じ 53 枚
〔備考〕
1-15-9
〔標題〕当地人工手動静ニ關スル件
〔年代〕昭和 15 年
〔作成〕大日本紡績株式会社清津工場 進藤（押印）
〔宛名〕咸鏡北道 社会課長殿
〔形状〕4 枚
〔備考〕
1-15-10
〔標題〕三菱鑛業株式会社清津製錬所労働者調
〔年代〕昭和 15 年
〔作成〕労務係
〔形状〕折込み表 6 枚
〔備考〕手書きで数字書き込み 各表にスタンプ押印：
「咸鏡北道 15.7.8」
1-16
〔標題〕黄海渤海中心トスル國土計画資料
〔年代〕昭和十七年十月九日
〔作成〕企画院第三部 美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-16-1 から 1-16-3 を含む
1-16-1
〔標題〕黄海・渤海中心地域生産目標割当表
〔年代〕
〔作成〕第一部第三課
〔形状〕9 枚
〔備考〕朱印：
「極秘」 書き込みあり：
「第三部 美濃口調査官」 修正あり
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1-16-2
〔標題〕國土計畫執務資料

工業 アルミニウム工業

第一部第三課 第 111 号
〔年代〕昭和 17 年九月二十一日
〔作成〕担当者 日下調査官〔形状〕85p.+附表
〔備考〕朱印：
「極秘」ステープラー留め
1-16-3
〔標題〕黄海渤海地域國土計画要綱案

企一國第三号（ニ）

〔年代〕昭和一七、一〇、三
〔作成〕第一部第三課
〔形状〕19p.
〔備考〕朱印：
「極秘」ステープラー留め
1-17
〔標題〕國民動員關係資料
〔年代〕昭和 15 年？
〔作成〕美濃口
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕最初に目次あり ステープラー除去
1-18
〔標題〕中小商工業者ノ整理統合並職業轉換促進対策関係綴
〔年代〕
〔作成〕美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-18-1~1-18-7 を含む
1-18-1
〔標題〕中小商工業者ノ整理統合竝ニ職業轉換促進対策要綱（案）
〔年代〕昭和十七年一月二十六日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕袋綴じ７枚 ステープラー除去
〔備考〕朱印：
「極秘」
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1-18-2
〔標題〕中小商工業者ニ對スル對策
〔年代〕昭和十五年十月二十二日閣議決定
〔作成〕
〔形状〕袋綴じ６枚
〔備考〕朱印：
「秘」
1-18-3
〔標題〕中小商工業者整理統合竝ニ職業轉換促進対策要綱 （参考資料）
企三輯第十一号（一）
〔年代〕昭和十七年一月二十七日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕最初に目次あり 朱印：
「極秘」
1-18-4
〔標題〕中小商工業者ノ整理統合竝ニ職業轉換促進ニ關スル件（案）
〔年代〕昭和十七年三月三日
〔作成〕
〔形状〕袋綴じ１枚
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-18-5
〔標題〕中小商工業者ノ整理統合竝ニ職業轉換促進實施要領
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕袋綴じ２枚
〔備考〕朱印：
「参考極秘」
1-18-6
〔標題〕中小商工業者整理統合竝ニ職業轉換促進ニ關スル件（參考資料）
〔年代〕昭和十七年二月二十六日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕袋綴じ 27 枚
〔備考〕朱印：
「極秘」 最初に目次あり ステープラー留め
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1-18-7
〔標題〕中小商工業者ノ整理統合竝ニ職業轉換ニ關スル件
〔年代〕昭和十七年三月六日閣議決定
〔作成〕
〔形状〕袋綴じ 4 枚
〔備考〕朱印：
「極秘」 修正書きこみあり
1-19
〔標題〕勞務動員關係綴
〔年代〕昭和十六年
〔作成〕美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-19-1~31 を含む

劣化激しい ステープラー留めのまま

1-19-1
〔標題〕産業再編成方策要綱
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕原稿用紙 3p.
〔備考〕印：秘
1-19-2
のぶ れば

〔標題〕
「陳者健康保険及職員健康保険両事業の運営に關しては…」
〔年代〕昭和十六年六月三日
〔作成〕保険院社会保険長

木村清司

〔形状〕原稿用紙 3 枚
〔備考〕印：写 鉛筆・赤鉛筆で書き込み
1-19-3
〔標題〕勤勞奉仕義務制要綱中研究ヲ要スル事項
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕4p.
〔備考〕
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1-19-4
〔標題〕單位産業報國會再編成要綱案
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕16p.
〔備考〕
1-19-5
〔標題〕金属増産應急對策ノ件（案）
〔年代〕16.4.21
〔作成〕
〔形状〕4p.
〔備考〕印：秘
1-19-6
〔標題〕金属鑛山勞務緊急對策案
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕5p.
〔備考〕印：極秘
1-19-7
〔標題〕男子靑少年ノ使用ヲ制限スベキ職種（案）
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕8p.
〔備考〕印：秘

鉛筆書き込み多数

1-19-8
〔標題〕女子青少年ノ使用ヲ制限スベキ職種（案）
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕
〔備考〕鉛筆書き込み
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1-19-9
〔標題〕第四章 勞働力の保全増強及能率増進方策
〔年代〕昭和一六、五、一三
〔作成〕
〔形状〕原稿用紙 5 枚
〔備考〕鉛筆で書き込み多数
1-19-10
〔標題〕鑛山勞務根本對策協議事項（案） 企計Ｌ人第〇〇一號（二）
〔年代〕昭和十六年五月七日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕4p.
〔備考〕印：秘
1-19-11
〔標題〕金属増産督励方法要綱
〔年代〕一六、五、九
〔作成〕
〔形状〕4p.
〔備考〕印：秘
1-19-12
〔標題〕
「第十一 農村勞務ニ付テハ我國ノ食糧問題ノ重要性ニ鑑ミ…」
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕原稿用紙 3 枚
〔備考〕
1-19-13
〔標題〕第四章 勞働力ノ保全增強及能率增進方策
〔年代〕昭一六、五、一三
〔作成〕
〔形状〕8p.
〔備考〕鉛筆で書き込み多数

1-19-9 に同じタイトルであり
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1-19-14
〔標題〕勞務動員民間機構ノ確立ニ關スル件（第二案）
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕4p.
〔備考〕印：秘

鉛筆書き：募集組織ヲ如何ニスルカ

1-19-15
〔標題〕勞務動員民間機構ノ確立ニ關スル件 （第一案）
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕4p. 2 部
〔備考〕印：秘
1-19-16
〔標題〕昭和十六年度勞務動員実施計画綱領（案）

企計Ｌ人第〇〇二號（一）

〔年代〕昭和十六年五月八日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕10p.
〔備考〕印：極秘 鉛筆書き込み多数
1-19-17
〔標題〕昭和十六年度勞務動員実施計画綱領（案）企計Ｌ人第〇〇〇二號（二）
〔年代〕昭和十六年五月二十三日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕12p.
〔備考〕印：極秘
1-19-18
〔標題〕工業技術者養成施設拡充計画（案）企計五 F(M)第〇〇二號(一)
〔年代〕昭和十六年九月十一日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕原稿用紙 2 枚
〔備考〕印：極秘
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1-19-19
〔標題〕諮問第六十一號 勞務ノ調整ニ關スル勅令案要綱
〔年代〕昭和十六年九月六日
〔宛名〕國家総動員審議會總裁 公爵 近衛文麿 殿
〔作成〕
〔形状〕4p.
〔備考〕
1-19-20
〔標題〕諮問第六十三號 重要事業場ノ勞務管理ノ監督ニ關スル勅令案要綱
〔年代〕昭和十六年九月六日
〔宛名〕國家総動員審議会総裁 公爵 近衛文麿 殿
〔作成〕
〔形状〕6p.
〔備考〕
1-19-21
〔標題〕諮問第六十四號 國民勤勞報國隊ニ關スル勅令案要綱
〔年代〕昭和十六年九月六日
〔宛名〕國家総動員審議会総裁 公爵 近衛文麿 殿
〔作成〕
〔形状〕4p.
〔備考〕
1-19-22
〔標題〕諮問 第六十二號

國民徴用令及國民職業能力申告令中改正ニ關スル勅令案要綱

〔年代〕昭和十六年九月六日
〔宛名〕國家総動員審議会総裁 公爵 近衛文麿 殿
〔作成〕
〔形状〕4p.
〔備考〕

14

1-19-23
〔標題〕昭和十六年度工鑛学校卒業者配當計畫（案） 企計Ｓ人学〇〇二號（二）
〔年代〕昭和十六年十月十日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕9p.
〔備考〕印：極秘
1-19-24
〔標題〕工業技術者養成施設擴充計畫（案） 企計五 F(M)〇〇二號(二)
〔年代〕昭和十六年九月二十九日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕4p.
〔備考〕印：極秘
1-19-25
〔標題〕昭和十六年度工鑛関係學校卒業者配當計画

参考資料

企計Ｓ人学 00X 號（一）
〔年代〕昭和十六年十月十日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕31p.
〔備考〕印：極秘
1-19-26
〔標題〕重要工場事業場選定標準

企計 L 人〇〇十三號（一）

〔年代〕昭和十六年十月十四日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕4p.
〔備考〕印：極秘 鉛筆書き：美濃口調査官
1-19-27
〔標題〕産業別緊要度表（案） 企計 L 人〇〇七號
〔年代〕昭和十六年十月
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕114p.
〔備考〕印：極秘 鉛筆書き：美濃口調査官
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1-19-28
〔標題〕國民職業能力申告令第二条第六號ノ要申告者ノ指定改正案
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕原稿用紙 2 枚
〔備考〕印：極秘 鉛筆書き：美濃口調査官
1-19-29
〔標題〕鑛山勞務對策要綱（案） L 人第〇〇三號（四）
〔年代〕昭和十六年九月十八日
〔作成〕企画院第三部
〔形状〕10p.
〔備考〕印：秘 鉛筆書き：美濃口調査官
1-19-30
〔標題〕大学卒業者数調（学科別） 男子ノミ
第一表 帝國大学官立大学入学状況調
〔年代〕昭和十六年四月
〔作成〕
〔形状〕4 枚
〔備考〕書き込みあり
1-19-31
〔標題〕全國金屬増産強調期間ニ關スル概況報告
〔年代〕昭和十六年十月
〔作成〕企畫院
〔形状〕36p.
〔備考〕印：秘

鉛筆書き：美濃口調査官
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1-20
〔標題〕家族手当制度綴
〔年代〕
〔作成〕美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-20-1 から 1-20-5 を含む
1-20-1
〔標題〕民間の俸給又は賃金生活者に對する家族手當制度の確立竝に農業者その他の獨立
業者に對する多子家族手當制度の制定に關する案（厚生省案）
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕2 部 １部は人口問題研究所、もう 1 部は大日本帝國政府の原稿用紙
〔備考〕
（厚生省案）は手書き 書き込みあり
1-20-2
〔標題〕職業別人口推計（昭和十七年）
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕人口問題研究所の原稿用紙
〔備考〕
1-20-3
〔標題〕朝鮮人勞働者内地移住状況
〔年代〕昭和十四年度
〔作成〕
〔形状〕1 枚
〔備考〕書き込み有
1-20-4
〔標題〕家族手當保険制度案大綱（昭和一七、五、四）
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕袋綴じ 4 枚 ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「秘」
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1-20-5
〔標題〕昭和十五年度生産、死産、死亡及乳児死亡調
〔年代〕
〔作成〕
〔形状〕1 枚
〔備考〕中心部破損 朱印：
「極秘」
1-21
〔標題〕國土計畫關係綴
〔年代〕
〔作成〕美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-21-1 から 1-21-25 ほかを含む
1-21-1
〔標題〕國土計畫設定準備打合会審議事項 企一國第一五號（三）
〔年代〕昭和十五年十月二十二日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕袋綴じ 2 枚
〔備考〕
1-21-2
〔標題〕國土計畫機構ノ組織竝運用 企一國第一二號ノ（二）
〔年代〕昭和十五年七月二十二日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕袋綴じ 3 枚
〔備考〕朱印：
「秘」 書き込み有
1-21-3
〔標題〕國土計畫設定準備委員會規定（案）企一國第一四號（一）
〔年代〕昭和十五年八月三十日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕袋綴じ 1 枚
〔備考〕朱印：
「秘」 書き込みあり
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1-21-4
〔標題〕研究調査事項ノ調査分擔案 企一國第一六號（二）
〔年代〕昭和十五年十一月一日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕袋綴じ 1 枚
〔備考〕朱印：
「秘」
1-21-5
〔標題〕研究調査事項ノ調査分担案 企一國第一六號（一）
〔年代〕昭和十五年十月二十二日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕袋綴じ 1 枚
〔備考〕
1-21-6
〔標題〕國土計畫設定準備委員会規定（案） 企一國第一四號（二）
〔年代〕昭和十五年九月二十五日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
1-21-７
〔標題〕國土計畫策定ノ為ノ調査研究ノ方針 企一國第一〇一號（一）
〔年代〕昭和十六年四月四日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
1-21-8
〔標題〕工業化セル地方ニ關スル調査（三） 企一國臨第六號
〔年代〕昭和十六年四月十五日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
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1-21-9
〔標題〕工業化セル地方ニ關スル調査（二）
（昭一六、三、二四商工省振興部調査ニ依ル）
企一國臨第六號
〔年代〕昭和十六年三月二十六日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
1-21-10
〔標題〕統制予定地域外ニ立地シタル工場ノ便否ニ關スル抽出調査
（昭一六、三、二四商工省振興部調査ニ依ル） 企一國臨第四號
〔年代〕昭和十六年三月十九日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
1-21-11
〔標題〕工場ノ地的統制実施結果予想
（昭一六、二、一七 商工省振興部調査ニ依ル） 企一國臨第三號
〔年代〕昭和十六年三月十九日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
1-21-12
〔標題〕一定地域ニ於ケル工場ノ過度集中抑制ニ關スル暫定措置ノ件 企一國臨第一號
〔年代〕昭和十六年三月十九日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-21-13
〔標題〕工場統制地域設定ニ必要ナル研究事項 企一國臨第二號
〔年代〕昭和十六年四月二日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」 書き込み有
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1-21-14
〔標題〕國土計畫の設定に就て
〔年代〕昭和十五年九月二十四日午后七時半
〔作成〕星野企畫院総裁放送原稿
〔形状〕
〔備考〕
1-21-15
〔標題〕國土計畫審議会設置要綱（院議決定）企一國第一九號
〔年代〕昭和十六年四月二十四日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
1-21-16
〔標題〕國土計畫ノ策定ニ關スル意見
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 阿部吟次郎
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-21-17
〔標題〕國土計畫ノ策定ニ關スル意見
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 石橋湛山
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-21-18
〔標題〕國土計畫の策定に關する意見
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 水野武夫
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
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1-21-19
〔標題〕國土計畫の策定に關する意見
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 八木芳之助
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-21-20
〔標題〕國土計畫ノ策定ニ關スル意見 國土計畫ト製鐵事業
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 山縣愷介
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
附表：
「南洋鉄鋼資源一覧表」
「印度鉄鑛石表」「印度鉄鑛石産出高表」
「印度石炭資源一覧表」
「印度石炭生産高表」
「印度満俺生産高」
1-21-21
〔標題〕國土計畫ノ策定ニ關スル意見 國土計畫ト港湾問題
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 織田信太郎
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-21-22
〔標題〕國土計畫ノ策定ニ關スル意見
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 原祐三
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-21-23
〔標題〕國土計畫の策定に關する意見
〔年代〕
〔作成〕企畫院委員 山崎靖純
〔形状〕ステープラー留め
〔備考〕朱印：
「極秘」
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1-21-24
〔標題〕國土計畫大綱設定方針 企一國第一一一號（一）
〔年代〕昭和十六年五月十七日
〔作成〕企畫院第一部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」 書き込み：美濃口調査官
1-22
〔標題〕轉業對策關係綴
〔年代〕
〔作成〕美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-22-1 から 1-22-10 など含む

標題は鉛筆で書き込み

1-22-1
〔標題〕轉業對策連絡協議會運用ニ關スル諒解事項（案）
〔年代〕昭和十六年三月一日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕袋綴じ 2 枚
〔備考〕朱印：
「秘」
1-22-2
〔標題〕中小企業中特ニ轉業指導ヲ要スル業種（第二回連絡協議会決定）
〔年代〕昭和十六年三月十五日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕袋綴じ 3 枚
〔備考〕朱印：
「秘」

1-22-3
〔標題〕中小商工業中積極的轉業指導ヲ要スル業種（案）
〔年代〕
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕袋綴じ 4 枚
〔備考〕朱印：
「秘」
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1-22-4
〔標題〕事業主轉失業對策要綱案
〔年代〕昭和一五、一〇、一〇
〔作成〕商工省
〔形状〕4 枚
〔備考〕朱印：
「秘」 書き込み有
1-22-5
〔標題〕機械鐵鋼製品工業整備要綱
〔年代〕昭和十六年一月
〔作成〕日本鐵鋼製品工業組合聯合會
〔形状〕冊子体 11p.
〔備考〕
1-22-6
〔標題〕轉業對策連絡協議会協議事項（第三回） 企三轉第四號
〔年代〕昭和十六年四月一日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕
〔備考〕
1-22-7
〔標題〕要轉業者ノ轉換先業種
〔年代〕
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕袋綴じ 1 枚
〔備考〕朱印：
「参考」
「秘」

1-22-8
〔標題〕轉業對策連絡協議会協議事項（第四回） 企三轉第五號
〔年代〕昭和十五年五月十五日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕
〔備考〕
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1-22-9
〔標題〕要轉業商業者概数
〔年代〕昭和 14 年
〔作成〕
〔形状〕袋綴じ 1 枚
〔備考〕朱印：
「秘」
1-22-10
〔標題〕中小企業中特ニ轉業指導ヲ要スル業主及従業者調（工業）
〔年代〕昭和 14 年
〔作成〕
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」
1-23
〔標題〕國土計畫執務資料
〔年代〕昭和 17 年 5 月
〔作成〕企畫院第三部 美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-23-1 から 1-23-7 を含む
1-23-1
〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 106 號 鑛業 石炭
序：
「本稿ハ國土計畫執務参考ノ為大東亜ニ於ケル石炭ノ立地ニ關スル資料ヲ取纏メ若干
ノ分析及比較ヲ試ミタルモノナリ」
〔年代〕昭和 17 年 5 月５日
〔作成〕大島事務官
〔形状〕82p.
〔備考〕印：
「極秘」,「17」 鉛筆書き：「三部 美の口調査官殿」
1-23-2
ゴ

ム

〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 101 號 工業 繊維工業 護謨工業
〔年代〕昭和 17 年 4 月 15 日
〔作成〕關屬
〔形状〕44p.
〔備考〕印：
「極秘」,「18」

ペン書き：「美の口」
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1-23-3
〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 102 號 工業 化学工業

油脂工業

〔年代〕昭和 17 年 4 月 15 日
〔作成〕田辺嘱託
〔形状〕19p.
〔備考〕印：
「極秘」,「019」
1-23-4
〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 106 號 林業 東亜共栄圏内森林資源
ト其ノ利用方策
〔年代〕昭和 17 年 4 月 20 日
〔作成〕西水調査官
〔形状〕22p.
〔備考〕印：
「極秘」,「18」
1-23-5
〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 108 號 工業 繊維工業

化学工業

満州國ニ於ケル繊維工業及パルプ工業
〔年代〕昭和 17 年 5 月 8 日
〔作成〕關屬
〔形状〕18p. 最後に図あり
〔備考〕印：
「極秘」,「18」
1-23-6
〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 109 號 工業 繊維工業

日本内地ニ

於ケル製麻工業ノ立地
〔年代〕昭和 17 年 5 月 15 日
〔作成〕關属
〔形状〕12p.
〔備考〕印：
「極秘」,「17」
1-23-7
〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 112 號 工業 マグネシウム
〔年代〕昭和 17 年 10 月１日
〔作成〕日下調査官
〔形状〕102p.
〔備考〕印：
「極秘」,「17」 鉛筆書き：美の口調査官
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本文中に修正書き込みあり

1-24
ソ ーダ

えん

〔標題〕國土計畫執務資料 第 1 部第 3 課整理番號 110 番 工業 曹達工業（鹽業ヲ含ム）
〔年代〕昭和 17 年 5 月 27 日
〔作成〕日下調査官
〔形状〕55p.
〔備考〕朱印：
「極秘」 鉛筆書き込み：美の口
ステープラー除去
1-25
〔標題〕國民動員計畫需要及供給数
〔年代〕昭和 17 年度
〔作成〕美濃口調査官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-25-1 から 1-25-2 を含む
1-25-1
〔標題〕昭和 17 年度國民動員計畫需要及供給數
〔年代〕昭和 17 年 2 月 23 日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕2 枚
〔備考〕印：
「極秘」
、
「6」ステープラー除去
1-25-2
〔標題〕昭和 17 年度國民動員計畫需要及供給數
〔年代〕昭和 17 年 2 月 19 日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕2 枚
〔備考〕印：
「極秘」
、
「6」ステープラー除去

1-26
〔標題〕職業轉換對策關係綴
〔年代〕
〔作成〕第三部長
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕表紙に貼り紙：
「甲」 1-26-1 から 1-26-9 ほかを含む
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1-26-1
〔標題〕職業轉換對策要綱（案）
〔年代〕昭和 15 年 10 月 10 日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」 書き込みあり
1-26-2
〔標題〕臨時情報 統制強化ニ伴フ中小商工業者ノ窮乏概況調
〔年代〕昭和 15 年 11 月 6 日
〔作成〕内務省警保局経済保安課
〔形状〕43p.
〔備考〕朱印：
「極秘」
1-26-3
〔標題〕轉業對策連絡協議会名簿
〔年代〕昭和 16 年 3 月 1 日現在
〔作成〕
〔形状〕
〔備考〕
「会長 企畫院第三部長 中島清ニ」
1-26-4
〔標題〕轉業對策連絡協議会運用ニ關スル諒解事項（案）
〔年代〕昭和 16 年 3 月 1 日
〔作成〕企畫院第三部
〔形状〕
〔備考〕朱印：
「秘」

1-26-5
〔標題〕商工實情調査速報を中心として見たる府下中小商工業者職業轉換事情（未定稿）
〔年代〕16.3.12
〔作成〕府立東京商工奨勵館企畫部
〔形状〕30p.
〔備考〕朱印：
「秘」
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1-26-6
〔標題〕機械鐵鋼製品工業整備要綱
〔年代〕昭和 16 年 1 月
〔作成〕商工次官 岸信介
〔形状〕11p.
〔備考〕
1-26-7
〔標題〕配給機構整備要綱

附：配給機構整備要綱に就て

〔年代〕昭和 16 年 1 月 28 日
〔作成〕商工事務官 川崎立太著
〔発行〕商業組合中央会出版部
〔形状〕20p.
〔備考〕
1-26-8
〔標題〕軽金属加工工業整備要綱
〔年代〕昭和 15 年 12 月
〔作成〕商工省鑛産局
〔形状〕
〔備考〕
1-26-9
〔標題〕國民更正金庫ノ業務執行方針ニ關スル件
〔年代〕昭和 16 年 3 月 26 日
〔作成〕大蔵省銀行局長 相田岩夫 商工省振興部長 堀義臣
〔形状〕
〔備考〕

1-27
〔標題〕中小商工業者ノ轉失業對策ニ關スル陳情建議請願ニ關スル綴
〔年代〕昭和 16 年
〔作成〕厚生省職業局轉職課
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕書き込みあり
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甲

1-28
〔標題〕中小商工業再編成
〔年代〕昭和 15 年
〔作成〕勝俣
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕1-18 とほぼ同じ資料を含む
1-29
〔標題〕工業技術者養成關係
〔年代〕昭和 16 年－17 年
〔作成〕上山書記官
〔形状〕厚紙ファイル 紐とじ
〔備考〕表紙：
「乙」 裏表紙：
「企畫 美ノ口」 最初に全収録資料目録がついている
帝國大学、官公私立大学、官公私立高等学校等の学生数・設備に関する資料
1-30
〔標題〕第三部所管事項
〔年代〕昭和 15 年
〔作成〕上山書記官
〔形状〕4 枚 端本（大半は散逸）〔備考〕印：
「極秘」表紙 表紙裏：一、昭和十五年度一般勞務者需給計畫（秘密会要求）
二、昭和十五年度一般勞務者需給計畫（秘密会要求）…
（秘密会要求）は赤字手書き

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
美濃口時次郎氏 著者略歴
昭和 2 年東京商科大学卒業。
協調會参事, 内閣調査局専門委員, 企畫院調査官を経て, 一橋大学・名古屋大学教授。
昭和 24 年経済学博士。
著書： 人的資源論, 中小産業と労働問題, 人口政策, 工業人口論, 人口理論の研究, 人口
問題, 工業政策, 社會政策, 失業と完全雇用, 労働経済學, 賃金政策
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『賃金論』
（美濃口時次郎著, 有信堂, 昭和 41 年 6 月）より

31

