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統計資料シリーズの発刊に際して

 日本経済統計文献センターは，1971年以来統計データの整備・加工。システム化について新

しい活動を開始した。この活動は，1800年代以降の日本経済に関する統計資料の発堀所在調査

を行い，統計原データを一定の基準において連続する系列として整理採録し，またこれらのデ

ータを加工して経済分析上有用な統計量を推計し，さらにそれらをシステム化してデータ・パ

ンクとしての機能を発揮し，すべての研究者に情報を提供して共同利用の実を上げることを目

標としている。

 このようなセンターの活動にともなって，統計文献に関する調査や統計データの整備・開発

が行われるが，それらの成果を発表し，広く統計データ利用者の便宜に供することとした。こ

こに「統計資料シリーズ」として発表するものがそれである。

 上述のセンターの活動には，その対象によっては，きわめて長期間の作業を必要とするもの

もあるし，また比較的短期間にそれを完了することのできるものもあり，作業成果は必ずしも

定期的にえられるわけではない。したがって，このシリーズは定期的に刊行するわけではなく

センターの活動の進展にともない，成果のまとまった段階で随時発表する予定である。

   1972年12月8日

日本経済統計文献センター長

     石  川    滋
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凡 例

1 第2巻の特徴

 収録基準：本目録の第2巻は，昭和51年度文部省科学研究費一般研究（A）「経済統計データ・ベソ

クのための情報蓄積に関する共同研究」の基礎作業の一つとして作られた第1巻に引続き，前巻に収録

しなかった戦前経済統計資料一般と，第2次大戦終了後，アメリカ軍政下に，1952年2月「琉球政府の

                                 1）
設立」（布令130号）によって作られた琉球政府の官庁資料を収録している。

 この第1，第2巻に収録した以外に，「農事調査関係」資料など一連の所蔵マイクロ・フィルムがあ

るが，早期刊行を望む利用者の要望もあり，まとまったところがら遂次刊行することにして，この2項

目の追加に留めた。

 目録の配列：目録の記載様式は，第1巻を踏襲しているので，第1巻の凡例をみられたい。なお，収

録のアイテム・ナンバーは第1巻からの通しである。

 目録検索の注意：第1巻，第2巻共に，特殊な主題分類をしてあるので，利用者の便を考えて，本巻

に詳細な索引を附した。

2 索引の種類と利用上の注意

 索引の種類：第1巻，第2巻の収録アイテムについて編著者名，書名，統計調査対象年次索引の三種

類がある。特に年次索引は，統計資料の検索には主題の他に調査対象年が重要なので，作成してみた。

 索引の検索：各索引ともアイテム・ナンバーによって表示した。また，一アイテム中に二種以上の文

献が含まれている場合は，そのアイテム・ナンバーのあとにハイフンをつけて内容番号を附記した。な

お，本文中に編著者名・書名・調査対象年・刊年が推定により〔 〕に記されているものは，索引にお

いても〔 〕を附記した。

 丁丁者名索引：i）編著者名の配列は，アルファベット順（ヘボン式表示）字順配列であり，同一団体名

                                                     の中の配列順位は，上部下野を一で省略し，下部組織のアルファベット順に配列

         した。また，同一府県・旧植民地の中の内部部局と市町村等との配列順序は，内部

         部局を優先させた。

         例）神奈川県

            一内務部統計課

            一総務部統計調査課

            一三浦郡葉山村

        ii）編著者名不明の場合は，この索引からは除いてある。書名索引等を利用されたい。



書名索引：i）書名の配列は，アルファベット順（ヘボン式表示）字典配列であり，同一書名が二つ

      以上ある場合は，編著盛名を書名のあとに（ ）に入れて附記し，その中は編著雷名の

      アルファベット順配列とした。

     の逐時刊行物の場合，同一書名の中を年次・回次順に配列し，それぞれにアイテム・ナ

      ソバーを附した。

      例）地方債統計年表

           大正七年度…………52］

           大正八年度…………522

統計調査対象年次索引：

 1）各資料の調査対象年毎にまとめて，年次順に配列してある。冠辞に表示してある年度があきら

  かに刊年とわかるもの以外は調査対象年としてとりあげた。調査対象年が判明しないものは調査対

  象年の次に刊として，三年のものをまとめた。調査対象年・刊年共不明のものは索引から除いてある。

 iD年次表示は，西暦で記し，日本暦を附記した。また，必要に応じ，韓国・満州（現在の中国東

  北部）・中国のそれぞれの暦年を附記した。

  例）1897年 明治30・光武1（韓）

    1932年 昭和7・大同1（満）

    1944年 昭和19・康徳11（満）・民国33（中）

 liD各年次の中は，同一著者名（主標目のみ）毎にアイテム・ナンバーをまとめた。

 ～）統計調査対象年次配列規則

  a）調査対象年が2年以上にわたるものは，最初の年と最後の年のみ記入し，各々の年次から→

   で示した。（会計年度の関係で，○年4月～○年3月，または○年7月～○年6月等の場合は，

   最初の年を調査対象年とした。）

   例）1870→1944年

     1944←1870年

  b）同一年次の中で調査対象年のものと刊年のものとの間はパーにより区分けした。

   例） 司法省………………一・144 156

     刊  陸軍省………………・・…・196

  c）調査対象年および刊年が推定によるものは，アイテム・ナγパー，調査対象年，刊年に〔 〕

   を附した。

   例） 内務省…………………〔72〕

      1869→〔1924〕年

  d）雑誌の取扱。年3回以上刊行のものは，雑誌として別に配列し，同一誌名毎（編著者名を附

   記）にまとめ，最初の調査対象年月または刊行年月順に配列した。但し調査対象・刊行年月間

   の途中に未所蔵の分があっても，所蔵の最初から最後までを表記した。



3 編集経過

 本巻収録の目録原稿は高橋益代が，また，索引は，三枝辰男，菊地 正，篠塚芙佐子，新井恭子，清

水育子がそれぞれ分担して作成した。

 注）琉球政府の統計資料は，他の分野の資料と異り，その刊行形態，所蔵状況等その書誌的研究が一

  般にかならずしも十分知られていない現状から，特に下記の資料を参考文献としてあげておく。

高橋良宣「沖縄の経済統計」

 鹿児島経済大学地域経済研究所 197エ （研究報告7101）

野村陸仁「琉球政府統計庁における統計調査と機械化システム」

 鹿児島経済大学地域経済研究所 1972 （研究報告7202）

高橋良宣・野元健作・野村陸仁・鈴木由利子「戦後沖縄の経済統計」（1），（2）

 （「地域研究1巻2号，2巻】号」収録（1971．12；1972．6））

野元健作「『沖縄統計月報』の変遷と目録一沖縄の経済統計（3）一」

 鹿児島経済大学地域経済研究所 1971 （研究報告7105）





  1 総括統計

1100 日本銀行．調査局

    本邦経済統計 大正十二年四月

      n．d． 99 P

      東京大学経済学部所蔵 S51．10．18 53コマ

      N E      ．    （XA7608052）

1101 日本銀行．調査局

    本邦経済統計 昭和四年

      n．d， 217 p

      東京大学経済学部所蔵 S51．10．18 1】6コマ

      N E          （XA7608052）

1102 日本銀行．調査書

    本邦経済統計 昭和五年

目     n． d，  143p

      東京大学経済学部所蔵 S5ユ．10．ユ8 77コ『7

      N E          （XA7608052）

  2 保 険

1103 農商務省．商工局

    保険会社一覧（附関係法規） 明治三十九年十月末

    日調査

      明治39．12 110p

      総理府統計局所蔵 S50．2．20 6ユコマ N

      E            （XA7408026）

1104 農商務省，商工局

    保険年鑑 大正四年度 甲 内国会社

      生命保険会社協会 大正5．11 317，21p

      総理府統計局／一橋大学附属図書館所蔵

      S40．3 来． N E    （XA65030ユ0）

1105 農商務省．商工局

    保険年鑑 大正四年度 乙 外国会社

      生命保険会社：協会 大正6．3 119p

      総理府統計局／一橋大学附属図書館所蔵

      S40．3米NE  （XA6503010）

τ106農商務省．商務局

    保険年鑑 大正十年度 甲 内国会社

      生命保険会社協会 大正11．12 152・11，31p

      総理府統計局所蔵 S50，2，20 136コマ N

      E            （XA7408026）

  3 専 売

1107 大蔵省，専売局

    〔専売局第一回年報書 附・附録 明治三十一年度〕

戦前経済統計資料

             明治33，3 147＋85p

             国立国会図書館所蔵 S40．3 来 N E

             書名は表紙欠につき，目次書名による。

                           （XA6403012）

       1108 大蔵省．専売局

            専売局第二回年報 〔明治三十二年度〕

              明治3412 231P

              国立国会図書館／総理府統計局所蔵 S40，3

              」角． N E        （XA6403012）

       1109 大蔵省．専売局

            専売局第三回年報 〔明治三十三年度〕

              明治35．8 262p

              国立国会図書館／総理府統計局所蔵 S4〔｝．3

              一長 N E        （XA6403012）

       1110 大蔵省．専売局

           専売局第四回年報 〔明治三十四年度〕

              明治36．2 256p

              国立国会図書館／東京大学経済学部所蔵

              S40．3 米 N E    （XA6403012）

       1111 大蔵省．専売局

            専売局第五回年報 明治三十五年度

              明治36，11 207p

             総理府統計局／東京大学経済学部所蔵

              S40．3ラ6．NE
              フィルムは全冊総理府統計局本を，プリントは

              1部国立国会図書館本を使用。

                           （XA6403012）

       1112 大蔵省．煙草専売局

            専売局第六回年報 明治三十六年報

              明治37．12 215P

             総理府統計局所蔵 S40，3 楽 N E

              フィルムは全冊総理府統計局本を，プリントは

              1部国立国会図書館本を使用。

                           （XA6403013）

       1113 大蔵省，煙草専売局

            煙草専売局第七回年報 明治三十七年度

              明治39．4 219P

              国立国会図書館所蔵 S40，3 米 N E

                           （XA6403013）

       1114 大蔵省，煙草専売局

            煙草専売局第八回年報 明治三十八年度

              明治40．12 441P

              総理府統計局所蔵 S40．3 米 N E

              フィルムは全冊総理府統計局本を，プリントは

              1部国立国会図書館本を使用。

                           （XA6403013）
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1115 大蔵省．専売局

    煙草専売局第九回年報 明治三十九年度

      明治41．7 427p

      総理府統計局所蔵 S40．3 米 N E

      フィルムは全冊総理府統計局本を，プリントは

      1部国立国会図書館本を使用。

                   （XA6403014）

1116 大蔵省．専売局

    専売局第十回年報 明治四十年度

      明治42．3 214コ

口     総理府統計局所蔵 S40．3 米 N E

                   （XA6403014）

1117 大蔵省．専売局

    専売局第十一回年報 明治四十一年度

      明治42．9 228こ

口     国立国会図書館所蔵 S40．3 ※ N E

                   （XA6403014）

1118 大蔵省．専売局

    専売局第十二回年報 明治四十二年度

      明治43．11 266p

      国立国会図書館所蔵 S40，3 ※ N E

                   （XA6403014）

1119 大蔵省．専売局

    専売局第十三回年報 明治四十三年度

      明治45．1 304p

      国立国会図書館所蔵 S40．3 来 N E

      フィルム不良につき再撮影あり。

                   （XA6403015）

1120 大蔵省．専売局調査課

    専売局第十四回年報 明治四十四年度

      大正2，3 398p

      国立国会図書館所蔵 S40，3 ※ N E

                   （XA6403015）

，121 大蔵省，専売局経理課

    専売局第十五回年報 大正元年度

      大正3，1 362P

      国立国会図書館／東京大学経済学部所蔵

      S40．3来 N E     （XA6403015）

1122 大蔵省．専売局経理課

    専売局第十六回年報 大正二年度

      大正4．2 389p

      国立国会図書館／東京大学経済学部所蔵

      S40，3来 N E     （XA6403016）

1123 大蔵省，専売局経理課

    専売局第十七回年報 大正三年度

      大正5、3 371P

      国立国会図書館／東京大学経済学部所蔵

      S40．3米一N E     （XA64030ユ6）

1124 大蔵省．専売局監理課

    専売第十八回年報 大正四年度

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

   大正6．3 375P

   国立国会図書館／東京大学経済学部所蔵

   S40．3 ＊． N E    （XA6403016）

大蔵省．専売局監理課

 専売局第十九回年報 大正五年度

   大正7．4 379p

   国立国会図書館／総理府統計局所蔵 S40．3

   米 N E         （XA6403017）

大蔵省，専売局総務課

 専売局第二十回年報 大正六年度

   大正8．7 409P

   国立国会図書館／総理府統計局所蔵 S40．3

   来 N E        （XA6403017）

大蔵省．専売局総務課

 専売局第二十一回年報 大正七年度

   大正9．6 443p

   国立国会図書館／総理府統計局所蔵 S40．3

   ＊． N E        （XA6403017）

大蔵省．専売局総務課

 専売局第二十二回年報 大正八年度

   大正10．10 491p

   国立国会図書館／東京大学経済学部所蔵

   S40，3 来 N B    （XA6403018）

大蔵省．専売局総務課

 専売局第二十三回年報 大正九年度

   大正11，10 471p

   国立国会図書館／総理府統計局所蔵 S40．3

   米 N E         （XA6403018）

大蔵省，専売局総務課

 専売局第二十四回年報 〔大正十年度〕

   大正12．7 478p

   総理府統計局所蔵 S40．3 米 N E

                （XA6403019）

大蔵省．専売局総務課

 専売局第二十七回年報 大正十三年度

   大正15．10 477P

   総理府統計局所蔵 S40．3 米 N E

                （XA6403019）

一2一



琉球政府資料

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

琉球政府，統計部庶務課

 臨時国勢調査報告 1955年 第一巻 総括編

   1957．6 179p

   総理府統計局所蔵 S49．8 100コーア N

                （XA7403083）

琉球政府．統計部庶務課

 臨時国勢調査報告 1955年 第二巻 市町村編

 第一号 沖縄北部

   1957，4 170p

   総理府統計局所蔵 S49．8 89コマ N

                （XA7403083）

琉球政府．統計部庶務課

 臨時国勢調査報告 1955年 第二巻 市町村編

 第二号 沖縄中部

   1957．4   140 p

   総理府統計局所蔵 S49．8 74コマ N

                 （XA7403083）

琉球政府．統計部庶務課

 臨時国勢調査報告 1955年 第二巻 市町村編

 第三号 沖縄南部

   1957．4   260 p

   総理府統計局所蔵 S49．8 134コマ N

                （XA7403083）

琉球政府．統計部庶務課

 臨時国勢調査報告 1955年 第二巻 市町村編

 第四号 宮古・八重山

   1957．4  100p

   総理府総計局所蔵 S49．8 54コ『7 N

                （XA7403083）

琉球政府．計画局統計庁総務課

 国勢調査報告 1960年 人口編 第】巻 総括編

 その1

   1964．3 490，12p

   総理府統計局所蔵 S49．8 263コマ N

                （XA7403084）

琉球政府，計画局統計庁総務課

 国勢調査報告 1960年人口編第1巻総括編

 その2

   jg64、4 581 p

   総理府統計局所蔵 S49．8 297コマ N

                （XA7403084）

琉球政府．計画局統計庁総務課

 国勢調査報告 1960年人口編 第2巻 市町村

 編 第1号 沖縄北部

   1964．5 396p

   総理府統計局所蔵 S49．8 204コマ N
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  169コマ  N

  （XA740308

第2巻 地区編 寡
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   総理府統計局所蔵 S49．8 67コマ N

                （XA7403087）

琉球政府，企画局統計庁分析普及課

 臨時国勢調査報告 1965年 第2巻 地区編 第

 5号 宮古地区・八重山地区

   1967．12   226 p

   総理府統計局所蔵 S49，8 118コマ N

                （XA7403087）
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         13－1

 明治3

 ・・・・・・・・・・・… ’・・・・・・… 13－2

 明治4

…              83

 明治5

           83

 明治6       8

           83

 明治7

刊

警視庁………………

司法省…・……・・……・・    …・

   1875→1876年
内務省…・・…・…………………・

中島貞勝…・…・・………

大蔵省…・……………

陸軍参謀局……………

       1876年

内務省…・…………・……一

警視庁…………

司法省……・…………

   1876←1875年
内務省……………・…・・…・…

       1877年

千葉県・・………

内務省……………・…・・……・

東京警視本署…・……・

司法省…・…・・

   ■ ●  ， ．

 明治9

     〔72〕 78 83 135

          ・122

        143155

・・・・・… @’・… 一・          89

 明治10

           50

・          ・〔79〕 90 136

         ・〔123〕

        ・144156

          196

   ・121

 ・142154

・… @   89

   … 61

    73

   ・192

内務省・・ 132

       1875年 明治8

内務省一・…・・…・…………一・………・．7783133134

刊 陸軍省………

         1878年 明治11

  内務省…

  東京警視本署………………

  司法省…………

  陸軍参謀本部…………

  大阪株式取引所………………・・

     1878→1901年
  大阪株式取引所…………・…

刊 内務省・・

・83 91 113 137

    ・…124

 ・・・… 145 157

    ・〔193〕

    ・・546

・・・… @ 。・・・… 560

     82
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   1882→1931年

China， Maritime Customs・・ 1056

1879年 明治12

1883年 明治16
内務省…・…・

東京警視本署・…・・…

司法省・……・……

陸軍参謀本部・…

工部省…・…・

大阪株式取引所・

   1879←1830年
京都府・・

〔80〕 8392 114 138

       125

     146158

      ・194

      ・・266

      ・546

・279280

内務省一

警視庁……・

司法省・……・

陸軍省・……

農商務省…・……

大蔵省…

大阪株式取引所・

83 〔87〕 95 111 112

       118

      ・128

    ・・162 167

     197198

      ・271

      ・273

    ・543546

1880年 明治13 刊 細川広世・・ 71

内務省・

東京警視本署・…

司法省……

陸軍省……

工部省…・……・・

大阪株式取引所・・

〔81〕 8393 108 115

       139

       正26

     147159

       195

       268

       546

1881年明治14

1884年 明治17

内務省………

警視庁…

司法省…一

陸軍省………

農商務省・………・

大蔵省…

大阪株式取引所・・

    〔88〕

    ・129
・150 〔163〕 167

    ・199

    ・271

  ・274911

    ・543

大阪府…一

内務省……

警視庁…

司法省……一

工部省・・・…

大阪株式取引所・

     56

・8394 109 116

     127

 148 160 167

     267

     546

   1884→1887年
内務省・・ 96

刊 農商務省・

  内務省・…

  63

・7684

1885年 明治18

1882年 明治15

内務省…・

〔大阪府……〕・・

〔神奈川県〕…’・

司法省……

農商務省…

大蔵省……

大阪株式取引所・・

 83 110 117

     85

・…・ @   】40

 149 161 167

    ・271

  ・272911

   …546

司法省…・……

陸軍省……

海軍省……・

大阪株式取引所・・

大蔵省……

   ・151 164 167

      ・200

      ・270

”曾” @         ・543

      1061

刊 細川広世・・

  長崎県…

70

75
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1886年 明治19

農商務省…・・…・・

長崎県………・…

内務省・…・・……・・

司法省…・…・………

海軍省…・……・・…・・

陸軍省…一…
大阪株式取引所・・

東京株式取引所・・

大蔵省…・

   34269

     74

    ・l19

・152 165 168

    ・190

    ・201

    ・543

    ・562

・591－1 1062

長崎県・………………・

海軍省……・…・…

陸軍省……・…・…

大阪株式取引所・・

大蔵省・………・…

   1889←鴇88年
内務省・

・・・・・・・・・・・・・・… @〔141〕

      …170

      ・204

   ・…・・・・・… 543

     592－2

1890年 明治23

〔奈良県〕・…・…

内務省……・・・・…

海軍省・……・

陸軍省…………・・

大阪株式取引所・

大蔵省…………・

97

刊 海軍省・・

1887年  明治20

86

   57

   98

 ・・171

 ・・205

  ・543

5931065

司法省・…………

海軍省……・……

陸軍省…・………

大阪株式取引所・・

大蔵省…………

内務省・

1887←1884年

・153 166 168

  ・191368

    ・202

    ・543

・591－2 1063

96

1891年明治24

刊 警視庁・・ ・131

農商務省…・…・…

内務省………・・…

海軍省…・……・…

陸軍省…………・……・

大阪株式取引所・・

大蔵省………

      〔35〕

       99

      ・・172

・。… @  206 207 208

      ・543

      ・丑066

1892年 明治25
1888年 明治21

警視庁…・…・……

海軍省…・………・

陸軍省…………・

大阪株式取引所・

大蔵省… …・

    ・130

  ・169369

    ・203

    ・543

・592－1 1064

内務省……・…・…

海軍省…………・・

大阪府…・・・……・・

大阪株式取引所・・

大蔵省……

  ・100

  ・173

・… @ 一291

  ・・543

・…@ 1061

   1888→1889年
内務省・・ 97

1893年 明治26

1889年 明治22

農商務省・……… ……… 33

海軍省……………  …・…

陸軍省………・…   ’◎・・

大阪府・…………・

大阪株式取引所・…・…  ・…・

大蔵省・………………・………

  ・・174

  ・209

  ・292

・・… @一・543

  1068
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   1893→1894年
内務省……………・・・・……………・・…………・…・・＿＿101

1897年 明治30・光武1（韓）

1894年 明治27

大阪府………………・

合名図書館………・・……

大阪株式取引所・……・

大蔵省…・………

  … 。・・・・・     ・・・・・… 一… 289

      ………………300

・・・・…
@           530 531 543

   ”…  ’”「’’”…”◎…’ 1069

   1894←1893年
内務省・   …・…・・… …………・…

P01

陸軍省…・………    ・

商業興信所……・………・

東京興信所……・・

大阪株式取引所・…

…・…………… @  ・・……・・210

          ・〔305〕

 。           ．・・・・…   334

          …・543

   1897←1896年
農商務省………………・・…… ・381

1898年 明治31・光武2（韓）

刊 農商務省…一  …・・…・ ……  …   一…294

  佐藤長四郎・…・       ・……・…・…・・一…302

1895年 明治28

内務省…

大阪府………・

商業興信所…・……・

大阪株式取引所・・

大蔵省・…・…

・一・・
@・・・・・…  102

  ・・・・・・… 290

   ・〔303〕

・・・・・… @532 543

  5941070

大阪府…・…………・

商業興信所………・……・…・・

農商務省……

大阪株式取引所一 …・

東京株式取引所・・ …・・

台湾総督府………・ …・

大蔵省…

      ・…287

   …・ ・〔306〕

・・…
@           382

   ’’’’”   ・・… 543

”．’’”●’噛 @    ・562

  ・・一・ 742 〔1083〕

      〔1107〕

刊 農商務省・・

  福岡県…・・

    ・…297

・716 718 719 720

刊 農商務省・……・

  粟屋竜蔵・・

  福岡県…

・295

・299

・699

1899年 明治32・光武3（韓）

1896年明治29

内務省………一

商業興信所……・

大阪株式取引所・・

大蔵省………・…

  ・…・…103

…・・一
k304〕

   …・543

    ・・595

海軍省…

商業興信所・…一

農商務省・・………

大阪株式取引所・・

東京株式取引所・・

大蔵省……   …・

   ・175

  ・〔307〕

   ・383

   ・543

 ・・・…  562

・10711108

刊 福岡県・ ・721

   1896・→1897年

農商務省……………’…… ……
R81 1900年 明治33・光武4（韓）

刊農商務省…・  …’
  商業興信所・・……・…

…296

…344 海軍省…・………・…

兵庫県……・・ ……

大阪府……・…・…・・

国之礎社………・ ・…

商業興信所・・…   ・・

・・・・・・・・・・… @。・・・・・・・・・   ・・・・・・・…  176

 ・・… …・  ・……・…… …281

  ・・・・・・…    ……・……・・288

         ・・…・…・・301

・… @   ………   ・〔308〕
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編纂所（金井確資）一………………・・………・・…＿．335

農商務省…………・…・

大阪株式取引所・………

東京株式取引所・・…・・

大蔵省……………・…・・

．．，．．．． @  ．。．．       ．．・    ・384

’▼” @                   ・・陰543

  ・・・・   ・・…        562 568

・      ・・…     596 1072 1109

刊 福岡県・

1901年明治34・光武5（韓）

海軍省…………・…・…

大阪府・………・・……

商業興信所…・……・

台湾製糖株式会社・・

大阪株式取引所…・・

東京株式取引所・・…

大蔵省………・・

〔熊本県玉名郡…村是〕・

台湾総督府………・・

   1901←1878年
大阪株式取引所…・………

・715

  ・177

  ・285

 〔309〕

  ・367

・543562

  ・568

5971110

 ・〔723〕

 〔1084〕

・560

1903年 明治36・光武7（韓）

海軍省・・

大阪府・・

商業興信所…・・………

日本精製糖株式会社・

大阪株式取引所……・・

東京株式取引所…・…・

台湾総督府……

大蔵省……・…・・……・

  ・179

  ・286

…・ k311〕

  ・366

  ・543

・562568

 〔1086〕

  1112

刊 陸軍省・・

新潟新聞社・

岩手県……・

秋田県・……

山形県……・

新潟県・…・…

刊 陸軍省一 ・211 212 213214 215

216 217 218 219 220

    221 222 259

静岡県・

福岡県・

   ・223 224 225 226 227

    228 229 230 231 232

       233 234 260

           ・579

           ・645

           ・647

           ・649

   ・65ユ 652 660 661 662

    664 665 666 668 669

         670671

         ・676679
・・… @      703 704 707 〔722〕

1904年 明治37・光武8（韓）

1902年 明治35・光武6（韓）

海軍省…

商業興信所…………・・

日本精製糖株式会社・・

台湾製糖株式会社…・・

農商務省………・…・…

山形県………………

大阪株式取引所…・…・

東京株式取引所・……・

大蔵省…・……………・

台湾総督府・……………・…

      ・178

     ・〔310〕

      ・366

      ・367

      ・371

      ・388

      ・543

   … 562 568

    5981111

〔741〕 920 〔1085〕

海軍省…・…・・

日本精製糖株式会社・・

農商務省…・……・・…

大阪株式取引所・……・

東京株式取引所・・……

大蔵省………

台湾総督府…………・・

   1904→1912年
（株式会社）高橋写真…・

         ・180

         ・・366

         ・372

         ・543

・・…
@           562 568

       5991113

  ・・・・   ・・・・… 。 〔1087〕

・346

刊 世良太一…・… ・…・   ・…        64

  東京興信所・  ・…  ・・…・    ・…………325

  福岡県・……           ・・・…    692

刊 東京興信所・・

  長野県……

  福岡県・…一

   ・326

  ・・… 674

・・…@ 702 706
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〔韓国〕統監府……・・…

韓国政府財政顧問本部一

・・ W92

…894

1905年 明治38・光武9（韓）

海軍省・……・…

商業興信所……・……・

日本精製糖株式会社一…

大阪株式取引所・……・

東京株式取引所…・・

大蔵省・・…・……

          ・・181

     ・…………〔312〕

        ・・・・・… 366

”亀’’
@         ”．’    ・543

  ・・。・・・…        562 568

    ・・… 600 1073 1114

刊 陸軍省一

静岡県農会・・…

福岡県…・…  ・・…

・247 248 249 250 251

 252 253 254 255 256

     257 258 262

…・ @      …・…・680

   … 一・… 一・一… 70工

1908年 明治41・引田2（韓）

   1905→1906年
福岡県・………………… ・691

刊 陸軍省一

福岡県……・・ …”

・・・・・・・・…
@    235 236 237 238 239

      240 241 242 243 244

          245 246 261

      ・・・・・・・・・・・… 一・・・・… 714

1906年 明治39・光武10（韓）

海軍省………

工業之日本社…

商業興信所・・・…

大阪興信所・……・

大蔵省………

大阪株式取引所・・

東京株式取引所・・

韓国・・・…………

〔韓国〕統監府・

台湾総督府…

    …… …… …・・…・…玉84

          ・・・… 283

         ・・・… 〔315〕

・・・・
@               ・・・… 〔341〕

     ・513603 1075 1117

   ・・・・・・・・・     ・・… 543 544

        ・・562 568 569

  ・・・・…               889

            ・893

           〔1088〕

海軍省……・…………

商業興信所………・…

日本精製糖株式会社・・

大阪株式取引所…・…

東京株式取引所・・……

関東都督府…・………

大蔵省……・…・……

農商務省………

福岡県・

1906←1905年

    ・・182

    ・〔313〕

     ・366

     ・543

   ・562568

・・・・・・・・ @… 〔993〕

・601 1074 1115

     1103

・691

刊 司法省一

  福岡県・・

1909年 明治42・引田3（韓）

新潟県・…・・…

海軍省…・・…

工業之日本社・・…

商業興信所…

東京興信所・…

農商務省……

大蔵省…・…………

大阪株式取引所・・

東京株式取引所・

朝鮮総督府・…

韓国・………

台湾総督府……  ・

   40

・712717

刊 新経済会…・…

  〔韓国〕統監府・・

・・…@343

 ・891

1907年 明治40・光武11／川州1（韓）

海軍省・・…    ・…

工業之日本社…

商業興信所・・……・

農商務省……

大蔵省・……

大阪株式取引所…・

東京株式取引所……・・

          ・183

’噸” @               ・282

 ・・…             〔314〕

・・・・・・・ @・・・・・・        … 373

      512 602 1116

        ・543544

一・一・・9・・
@ ・・・・・・・・・… 562 568

            ・120

          ・・・・・… 185

             ・284

           ・〔316〕

            ・327

          ・〔370〕 380

・・・ @ ・・・・…     514 604 1076 1118

  ・・…                  543

    ・・・  ・・・・・… 562 568 569

  ・一。…    一・・・・・・・・・・・・・・・… 869

・・。一
@                  ・〔890〕

・・・
@  ・・…              〔1089〕

刊 陸軍省・・

  福岡県・・

”・ Q63

・700
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1910年 明治43・川目4（韓）

海軍省…・…・・

商業興信所・…

東京興信所…・…・

出版社編輯部・・…

大蔵省…・……

大阪株式取引所・

東京株式取引所・・

朝鮮総督府……

台湾総督府……

    ・・186

    ・〔317〕

     ・333

    ・・鈎5

・515 1077 1119

     ・543

 ・562 568 569

     ・870

   9491090

東京株式取引所・・

神奈川県・……『

．鳥取県・…………

朝鮮総督府…・…

元山商業会議所・・

木浦商業会議所・・

台湾総督府……

刊 京都日報社・・

  富山県農会・・

  福岡県…・…

   1912←1904年
（株式会社）高橋写真・…

・562 568 569

   ・・650

    ・684

   ・・854

    ・885

  ・・… 902

950 977 1091

・337

・672

・705

・346

刊 鳥取県・・…・・

  高知県農会

  福岡県……・

  大分県……・

      ・683

      ・690

・708 709 710 711

  ・726 727 728

1913年 大正2

1911年明治44

海軍省……

商業興信所・・・・…

東京興信所・……

興信社・…………

大蔵省……

大阪株式取引所・

東京株式取引所・

高知県農会……

朝鮮総督府…・・…

     ・187

    ・〔318〕

     ・333

     ・336

・516 1078 1120

   ・543 544

 ・562 568 569

     ・686

    ・・871

海軍省…・…

商業興信所・……

帝国興信所・……………・

東京興信所・………・・…

内務省・…・……・

大阪株式取引所………

東京株式取引所………・

大蔵省…・……

朝鮮総督府……………・

京城日本人商業会議所・・

木浦商業会議所・………・

台湾総督府……

    ・…189

   ・・〔319〕

     ・324

     ・333

     ・492

   ・543544

 ・562 568 569

・606 1080 1122

     ・855

     ・897

     ・903

    …921

刊 陸軍省・・……・・

  東京興信所……

  〔高知県農会〕・

  福岡県・………・

  大分県…………

  ・264

  ・328

  ・689

・ … @698

・725729

刊 岩手県・

  福岡県・

1914年 大正3

・644

・713

1912年 明治45／大正1

海軍省…・・…  …・…

陸軍省・・………・

帝国興信所……・……・…

東京興信所・……  ・…・

内務省………・…

大蔵省………一

大阪株式取引所・

   ・・188

   ・〔265〕

    ・323

  ’o・・一333

    ・491

517605 1079

   ・・543

商業興信所………・・………

東京興信所……

大阪株式取引所………・

内務省………

大阪株式取引所……・・…

東京株式取引所……・…・

大蔵省………

元山商業会議所・… ……・…

京城日本人商業会議所・・

木浦商業会議所……・・……

      ・・…・ ・〔320〕

          ・333

         ・…338

      ・・…     493

    ・・・・・…    543 544

・・・・…
@          562 568
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統計資料マイクロ・フィルム目録 第2巻 正誤表

頁 欄 行 誤 正

凡 例 1 上から7行 遂次刊行する 逐次刊行する
アイテムナンバ

@  1112
一明治三十六年報      一 一明治三十六年度      一

6 左 上から11行 一竹野郡二上村    『 一竹野郡柴刈村    一

6 右 下から6行 関東州労務魏き 関東州労務協会     一

8 左 下から6行 一一

一西蒲原郡松長村 一一

8 右 下から1行 ・一
@272， 273， 1061， 1063，         一

・一
Q72，273， 1061， 1062，         ｝

10 左 上から17行 318219 320 321  一

318鯉320321
15 右 上から5行 （地方費・面・学校費…） （地方費・」童・面・学校費…）

〃 〃 下から4行 …第5次移民入植墨地… 一第5次移民入植地

16 左 上から7行 ’” or・vincesこ Provinces・      』

〃 〃 上から9行 明治十七年ヨリ 明治十七年七月ヨリ     一

〃 右 下から10行 ……
V07  一

・…
V02 一

〃 〃 下から9行 ・… V02 ・707

17 左
上から
P9・一：り行間 一               一

ｩ出し語Gを加える
〃 右 上から5行 第九 第九一  一

〃 〃 下から13行 飯田村是 飯田村削回

19 右 下から23行 ・衛生栄誉改善… ・・q生栄養改善…
一 一

〃 〃 下から5行 〔決算報告書…〕 頭を上の行の憲政史編纂…にあわせる

20 右 下から14行 ・・ S01（不鮮明） ・・… S01

〃 〃 下から7行 〔明治四十二年二月…〕 〔明治四十二年十二月…〕

一22 左 上から17行 満州特別一 満洲特別 一

〃 右 下から25行 …元城村々是 ・元城下村々是
一

ノノ 〃 下から18行 荻川村三 荻川村是   一

〃 〃 下から12行 郡村図 郡村図）
一

〃 〃 下から10行 ・西勤城郡… …西頸城郡…
一 一

24 左 上から13行 大阪株式取引所報告材料 〔大阪株式取引所〕報告材料
一                                            一

25 右 下から1行
佐々友房関係 一 佐佐友房関係 一

29 右 上から19行 請負額明細実 請負額明細表
一 一

〃 右 下から7行 ・・

ﾙ庸セラルル… 一

．・・ ﾙ鐘セラルル…

48 右 上から7行 受渡高（大阪株式取引所 受渡高（大阪株式取引所）
一

追補 第1巻 正誤表

アイテムナンバー 項    目 誤 正

293 書     名 会計統計表 会社統計表
一 一

P．44 アイテムナンバー 644 634
一 一

918 書      名 昭和六年台湾… 昭和元年台湾…
『 一
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