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統計資料マイクロ・フイルム目録

  一日本経済統計文献センター所蔵分一

         第 3 巻

   1981年3月

一橋大学経済研究所
日本経済統計文献センター





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





はしがき  当日本経済統計文献センターは，この10年来経済研究所日本経済部門および関連

部門の教官の協力をえて戦前期日本経済の統計データの整備および分析を行うこと

を主要な作業の一つとして活動してきている。それに伴って，資料収集の作業もま

た戦前期を対象とした統計調査資料およびそれらの資料を利用するに際して必要な

文献類の収集・整備に努め，先にその一端を「マイクロ・フィルム目録」第1巻お

よび第2巻として公表した。今回の第3巻もその大半はこの成果の報告の一部であ

る。これら目録に収録されている資料は収録当該年次の当文献センターの，また経

済研究所日本経済部門関係教官の調査・研究の方向を自ら表示していると云えよう。

 こ㌧には，第1巻収載分以降1980年12月末現在で整理済みのものの大部分を収め

る。但し，1977年号り78年度収集の個別企業「営業報告書」ならびに1979年より80

年度の「府県勧業年報」については別途の刊行を考慮して敢えて収録していない。

 資料の撮影に際しては前巻と同じく総理府統計局図書館，国立国会図書館をはじ

め資料機関各位のご厚意を添くした。なかには無理を押して撮影させていたゴいた

資料もあり，そのためには直接間接に多くの方々のご援助を仰いでいる。そのご厚

意に沿うためにも相互利用資料機関としての当文献センターの資料提供活動を一層

推進したいと願うものである。

 フィルムの点検・編集および目録原稿の作成は高橋益代が担当し，原稿の目録印

字形式への清書には小牧恭子氏を煩わした。繁雑な作業を短期日の内に処理してい

たゴいた同氏の労を多とするものである。

 資料の収集は東京地区はもとより北は札幌から南は鹿児島までに及び，その収集

作業をはじめ臓大な資料の撮影および編集には故島田信一氏（高橋写真）に多大の

助力を受けている。故人の積極的な協力がえられなかったならばこれ程の整備を短

期の内に行うことは出来えなかったと思われる。また，資料の情報提供に貸与にと

多くのご助力をいたゴいた大橋博氏（農業総合研究所）も昨年秋鬼籍の人となられ

て掌った。謹んで両故人の霊前に謝す次第である。

    1981年3月             （高橋益代）
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凡 例

収録基準： 昭和55年末現在で日本経済統計文献センターに所蔵されているマイクロ・フィル

 ムのうち第1，2巻に収載分以降点検整理済のものを収録する。昭和49年以前撮影のもので

 もフィルムの点検が未了のものは登載していない。また，最近撮影の分の内「営業報告書」

 「府県勧業年報」は「はしがき」に述べた如く収録していない。

目録の配列＝ 第1巻の方式をそのまN踏襲している。目録主綱目等の分類ナンバーにとび番

 があるのはそのためである。今回新規に綱目を興したものは大項目では，H 戦後経済資料

 とX 特殊コレクション，中項目で地方行政府の文書類（皿一10），戦前期の「市統計書」

 （V－3）その他である。

目録の記載： アイテム・ナンバーは第1，2巻よりの通し番号である。書誌事項の記載方式

 も前巻に準ずる。但し，本巻での特例として，

 1．一般図書では四半期以上刊行のものは1冊を1アイテムとしているが，簿珊類で「集書」

  として一括したものはその全体で1アイテムとしている。

 2．イ）上記の例の場合，またはロ）簿朋で単独で1冊1アイテムとしたものでも，1冊の

  中に種々の日付の文書が綴り込まれている場合，ハ）その他の写本類で日付を推定するこ

  とが困難なもの（全く不明ではないが）については刊年月の欄を一としている。

例：

イ） 1269 長崎県

       〔長崎県庁文書〕

         一  10冊 写

         長崎県立図書館所蔵 米 2リール N 〔E〕

       内容：1．各区農産表 明治九年中 （勧業課事務

           簿 各区農産表 明治九年 全） 1冊

           〔第一～三拾五大区別進達書綴〕

                      （XA7303049）

          2．物価表

ロ） 1169 内閣。統計局人ロ課

       外地二於ケル昭和十四年臨時国勢調査法規類及調査

       用印刷物綴



              1冊

          総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

          469コマ N

        内容：1．朝鮮総督府 朝鮮昭和十四年臨時国勢調

            査国勢調査員必携 41，68p‘8表

           2．朝鮮総督府官報号外昭14．5、1335p

 ハ） 1268 〔山ロ県．阿武郡〕庶務係

        見島村生計調書 明治二十五年

              1冊 写

          山口県文書館所蔵 S55．6．25 199コマ N

        個人別および村総括の収入・消費調

                       （XA8008019）

フィルムの利用： フィルムの閲覧は閲覧用フィルムによる。リーダー・プリンターによるコ

 ピーの場合も同様とする。オリジナル・ネガ・フィルムの使用は正規焼付の場合以外にはこ

 れを認めない。

  その他，この目録に記載のフィルムに関しては文献センター資料事務室または直接担当の

 係（高橋 内線393）にお問い合せ下さい。





1 総

 1． 目 録

で149 山口県文書館

    郡役所文書目録

      n．d．1冊 写

      山口県文書館所蔵 S55．6．25 79コマ N

      E

    内容：大島，玖珂，熊毛，都濃，佐波，吉敷，厚狭，

       豊浦，美弥，大津，阿武の各都別文書目録

                   （XA8008017）

1150 山黙契文書館

    明治政府通達類目録

      n．d．38 P 写

      山口県文書館所蔵 S55．6．25 39コマ N

      E            （XA8008017）

 ．2．調査要綱（統計調査マニュアル）

 ii）中央官庁

1で51 太政官．統計院

    各省達府県統計材料様式

      〔明治17～18〕 8，197丁 写

      総理府統計局所蔵 S55．11．18223コマ N

      E

    巻首目録件名二各省二於テ府県ヨリ徴集スル現行統

     計材料様式達書        （XA8008052）

11駿 太政官．統計院

    婚姻及出生死亡廻心購書

          13丁 写

      総理府統計局所蔵 S55．11．1921コマ N

      E

    「甲斐国人員運動調」関係草案か （XA8008056）

1155 海軍省

    海軍省統計材料様式

          164丁 写

      総理府統計局所蔵 S55、11．18 167コマ N

      E

    表紙に「非現行 廿四年十二月十四日改正二付不用」

    の書き込みあり        （XA8008054）

1154

1155

1156

1157

1158

1159

記

文部省

 文部省統計材料様式

   一2，97丁写
   総理府統計局所蔵 S55．1L18 105コマ N

   E

 「非現行」

 明治24年12月8日改正の分まで表中に書き込みあり

                （XA8008052）

内閣

 内閣統計材料様式

   一  204丁 写

   総理府統計局所蔵 S55．11．18 215コマ N

   E

 明治24年12月7日改正の分まで表中に書き込みあり

                （XA8008053）

内閣．統計局

 各省北海道庁諸会社等江照会様式控

       58丁 写

   総理府統計局所蔵 S55．11．1869コマ N

   E

 表紙には「明治二十七年 内閣統計課第一科」とあ

 り

 文：中明治32年調査分訂正まで書き込みあり

                （XA8008052）

内務省

 府県統計書様式

   明治17．9 298p

   総理府統計局所蔵 S55．11．18 329コマ N

 明治十七年九月内務省乙第三十六号達

                （XA8008054）

内務省．統計課

 府県統計書様式草案 上，下

   〔明治16．2〕 2冊（10，17，212p十6，21，

   255P）

   総理府統計局所蔵 S55．11．19271コマ N

                （XA8008055）

内務省

 内務省統計材料様式 全

       245丁 写

   総理府統計局所蔵 S55．11．18 248コマ N

   E

一1一



表紙に「非現行 廿四年十二月廿三日遅全部ヲ廃シ

更二改正ノ上御照会相成候」の書き込みあり

                （XA8008053）

1160 内務省

    内務省統計材料様式 全

          55丁 写

      総理府統計局所蔵 S55．11．18 62コマ N

      E

    現行〔明治24年12月23日改正のもの〕

                    （XA8008053）

1161 内務省

    内務省統計材料様式 人骨ノ部

          27丁 写

      総理府統計局所蔵 S55．11，18 30コマ N

      E            （XA8008053）

11（i2 農商務省

    農商務省統計材料様式

          1冊（137丁＋218丁合冊） 写

      総理府統計局所蔵 S55．11．19363コマ N

      E

    表紙に「非現行 明治二十四年五月十六日新様式卜

    引換二付非現行」とあり 合冊の第2冊目表紙にも

    「非現行」の書き込みあり   （XA8008055）

1165 農商務省

    農商務省統計材料様式 第一課分〔附〕統計局第一

    課二属スル北海道庁統計材料様式

          99丁 写

      総理府統計局所蔵 S55．11．19 103コマ N

      E

    表紙に「非現行」の書き込みあり

    〔附〕北海道の分には「廿六年一月十二日 様式追

    加ノ件照会」の書き込みあり  （XA8008055）

1164 農商務省．書記局第三課

    現行様式 農商工通信事項原書

          85丁 写

      総理府統計局所蔵 S55．11．1992コマ N

      E

    十八年四月十日各府県へ通牒案  （XA8008056）

1165 大蔵省

    大蔵省統計材料様式

          151丁 写

      総理府統計局所蔵 S55．11．18154コマ N

      E

    「非現行 廿五年三月中改正」  （XA8008054）

一2一

〔国勢調査関係文書〕

1166 内閣．統計局人ロ課

    大正十四年国勢調査法規類綴

      一 1冊
      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      275コマ N E
    内容：1． 「官報」抜葦 （内地・朝鮮・台湾・樺

        太・関東州・南洋別目録巻首にあり」

       2．朝鮮総督府 大正十四年簡易国勢調査法

        規及通牒 54p

       3．朝鮮総督府 国勢調査質疑応答及結果表

        作成手続

       4．台湾総督府 大正十四年国勢調査二関ス

        ル諸法規 49P

       5．樺太庁 国勢調査法規 44p （但し

        p．21～24欠）〔手心分伸しには別本より

        補充あり〕      （XA7808114）

1167 内閣．統計局人ロ課

    昭和五年国勢調査産業及職業分類関係綴 （三）

      一  1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      393コマ  N

    産業分類及職業分類の草案・成案及決定・内容例示

    等の綴             （XA7808107）

で168 内閣．統計局人ロ課

    昭和五年国勢調査質疑応答関係綴

      一  1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      479コマ  N

    内容：各府県よりの具体的調査事項内容についての

       問い合せ及び統計局よりの解答綴

       目録Nal～73 巻首にあり

       「質疑解答」印刷物の体裁見本として「労働

       統計実地調査に関する質疑解答 第一輯」〔第

       三回のもの〕あり    （XA7808107）

1169 内閣．統計局人煙課

 外地二於ケル昭和十四年臨時国勢調査法規類及調査

 用印刷物綴

  一 1冊
   総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

   469コマ  N

 内容：1．朝鮮総督府 朝鮮昭和十四年臨時国勢調

     査国勢調査員必携 4L 68 p 8表

    2．朝鮮総督府官報号外昭14．5、1335p

    3．台湾総督府 昭和十四年臨時国勢調査提

     要 82P

    4．樺太庁 国勢調査員必携 （昭和十四年



        臨時国勢調査） 昭14．6 153p 17表

       5．南洋庁 島勢調査員必携 昭和十四年臨

        時島勢調査 107p

       6．南洋庁 指定物品及特定物品内容例示

        16P 22表

       7．南洋庁公報 号外 昭14．5．15 p．411

        ～459

       8．関東局 昭和十四年臨時関東州国勢調査

        例規集 lllp 6表 4枚

                    （XA7808108）

11ア0 内閣．統計局四丁課

    昭和十四年臨時国勢調査外地関係綴

         1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      428コーマ N

    内容：1．台湾総督府 昭和十四年臨時国勢調査提

        要 82p

       2．南洋庁公報 号外 昭和14．5．15

       3．営業分類，同内容例示他

                    （XA7808110）

1171 内閣．統計局人口課

    昭和十四年臨時国勢調査結果表印刷関係

         1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      267コマ  N

    結果表様式及刊行書印刷原稿様式等綴

                    （XA7808108）

1172 内閣．統計局

    昭和十四年臨時国勢調査二関スル中央統計委員会関

    係綴

      一  1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      230コマ  N

    内容二目録Nα1～7 巻首にあり（XA7808108）

1175 内閣．統計局人ロ課

    昭和十四年臨時国勢調査申告書，照査表，要計表関

    係綴 （其一）

      一  1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      329コマ  N

    内容：1．重要商品品目表 其ノー，其ノニ，其ノ

       2．昭和十四年臨時国勢調査計画要綱 （草

        案）

       3，重要原料材料及燃料品目表他及参考資料

                    （XA7808109）

1174 内閣．統計局

    昭和十四年臨時国勢調査質疑解答綴（其ノー）

      一  1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      434コマ  N

    内容：1，昭和十四年臨時国勢調査に関する質疑解

        答（第一輯） 昭和14．5

       2．同 （第二輯） 昭和14．7

       3．東京市 質疑解答集（其ノー）

       他各府県よりの質疑統計局の解答書類

                    （XA7808110）

1175 内閣．統計局

    昭和十四年臨時国勢調査特別調査関係綴

         1冊

      総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

      721コマ  N

    内容：「官営に属スル経営体ノ調査二関スル件」文

       書綴

       目録Nαi～13巻首にあり （XA7808109）

1176 内閣．統計局人触課

    昭和十五年国勢調査外地二於ケル印刷物

         1冊

      総理府統計局国勢調査課所蔵 S53．12．18

      495 コマ  N  E

    内容：1．朝鮮総督府 国勢調査員必携 66p

       2．朝鮮総督府 朝鮮昭和十五年国勢調査質

        疑解答 26p，5表

       3．樺太庁 国勢調査員必携 89p

       4．樺太庁 国勢調査員必携 別冊 54p

        2表

       5．関東局 昭和十五年関東州国勢調査 職

        名の説明及内容例示 52p

       6．関東局 昭和十五年関東州国勢調査 例

        画集 90p，5表 他

       7．台湾総督府 昭和十五年国勢調査提要

        76P

       8．台湾総督府 職名ノ説明及内容例示

        54P

       9．台湾総督府 昭和十五年国勢調査二関ス

        ル質疑解答 42p，5表

       10．南洋庁 山勢調査員必携 68p

       11．南洋庁 島勢調査員必携 秘 11p

       12、南洋庁 島隠調査員必携 別冊 54p，

        18表         （XA7808113）

1177 内閣．統計局審査課

    外地ノ昭和十五年国勢調査関係綴 昭和十八年

         1冊
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1178

1179

1180

1181

1182

   総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

   197コマ N E
 各外地昭和十五年国勢調査結果表送付及公表様式案

 等（XA7808113）
内閣．統計局人ロ課

 昭和十五年国勢調査実施関係

      1冊

   総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

   829 コマ  N

 内容：1．昭和十五年国勢調査 国勢調査員必携

     74P

    2，昭和十五年国勢調査結果表様式案

    3．昭和十五年国勢調査二関スル指示事項

    4．昭和十五年国勢調査二関スル注意事項

    5．昭和十五年国勢調査二関スル協議事項

    6． 〔軍用地区内ノ国勢調査船舶・海面・

     連絡船・工廠等ノ調査二関スル件〕他

    目録N巳1～26 巻首にあり （XA7808111）

内閣．統計曲人盗難

 昭和十五年国勢調査質疑解答綴

      1冊

   総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

   280コマ N       （XA7808112）

内閣．統計局人ロ課

 昭和十五年国勢調査職業分類関係綴

      1冊

   総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

   614コマ  N

 内容：1．職業分類案

    2． 「企画院職業分類案」ト「職業分類案」

     トノ比較

    3．職名ノ説明及内容例示

    他（XA7808112）
内閣．統計局人ロ課

 投書綴 昭和十五年

      1冊

   総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

   118コマ  N

 司法書士，個人等からの投書   （XA7808112）

内閣．統計局人ロ課

 昭和十五年在満本邦人調査関係

      1冊

   総理府統計局国勢統計課所蔵 S53．12．18

   299コマ  N

 内容：満洲臨時人口調査

       1．臨時国勢調査地方事務取扱規程

       2．臨時国勢調査員須知 （国務院総務庁臨

        時国勢調査事務局） 63p

       3．同（日文） 71p

    目録Nα1～16 巻首にあり    （XA7808114）

 iii）地方官庁

1185 山ロ県

    商務工業通信事項 明治十七年

      一 1冊

      山口県文書館所蔵 S55．6．26 55コマ N

    内容＝明治17年乙148号附録 商務工業通信事項期

       黒表 3丁

       同   乙278号通牒 商務通信事項

       同   乙283号通牒 工業通信事項

                   （XA8008017）

 3．資料解説書

1184 大蔵省．税務講習会

    税務統計実務講義案 昭和十八年

      n．d．6，430 p 謄写

      大蔵省文庫所蔵 S55、7．30 225コマ N

    片野格述           （XA8008044）

 4．統計調査関係雑誌

1185 統計学社

    統計学雑誌，第六，十四，百一～六百九十六号（明

    治十九年九月～昭和十九年六月）

     神戸大学附属図書館／東京大学経済学部／一橋大

     学附属図書館所蔵 S51．11，11～U．24 14リール

     N  E

    内容：スタチスチック雑誌総目録 自選壱号至六拾

       八号

       第6号，14号（明治19．9，20．5）

                   （XA7608064）

       第101号～116号（明．治27．9～28．12）

                   （XA7608080）

       第11巻～16巻（第117～188号 明治29～34

       年） 欠：129号    （XA7608070）

       第17巻～20巻（第189～236号 明治35～38

       年） 欠：225    （XA7608071）
       第21巻～23巻（第船7～272号 明治39～41

       年） 欠；257号   （XA7608072）

       第24巻～26巻（第273～308号 明治42～44

       年）        （XA7608073）

       第27巻～28巻（第309～332号 大正1～2

       年）        （XA7608074）

       第29巻（第333～344号 大正3年）
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             （XA7608064）

第30巻（第345～356号 大正4年）

            （XA7608074）

第31巻～32巻（第357～380号 大正5～6

年）        （XA7608075）

第33巻（第381～392号 大正7年）

            （XA7608064）

第34巻～36巻（第393～428号 大正8～10

年） 欠：401，415，421号

            （XA7608065）

第37巻～38巻（第429～450号 大正11～12

年）        （XA7608066）
第39巻（第451～462号 大正13年）

            （XA7608075）

第40巻（第463号 大正14年）

            （XA7608080）

第41巻（第475～486号 昭和1年）

            （XA7608066）

第42巻～45，47巻（第487，488，495，

500～502， 504， 506， 507， 517， 520

521，523，524，552，553 昭和2～7
年）        （XA7608067）

   第48巻～49巻（第559～570，577～581号

   昭和8～9年）     （XA7608068）

   第50巻（第592，594号 昭和10年）

               （XA7608080）

   第51巻（第596～601号 昭和11年）

               （XA7608069）

   第52巻（第615，618号 昭和12年）

               （XA7608080）

   第53巻～55巻（第619～638，640～642，

   650～654号 昭和13～15年）

               （XA7608076）

   第56巻～58巻（第656，657，659，662，

   664， 667， 668，．671， 673～675， 683

   ～688号 昭和16～18年） （XA7608069）

   第59巻（第696号 昭和19年）

               （XA7608080）

   第129，225，257，401，415，421号

               （XA7608080）

第40巻以降で記載のない号数の分は原本で当センタ

ーに所蔵あり

「フィルム目録 第1巻」所収Na 68参照
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皿

明治期統計資料

  1．総括統計

1186 著者不明

    北海道要覧

      n，d．1冊 写

      小樽商科大学所蔵 S54．10，5101コマ N

      E

    内務省罫紙使用         （XA7908123）

1187 静岡県．内務部第一課

    静岡県統計書 明治二十四年

      明治26．1冊写

      静岡県統計課所蔵 S50．7．17428コマ N

      E

    明治24年「県統計書」の完成稿本 （XA8008021）

竹88 三潴県一覧表 明治六年

      n．d．1葉

      国立公文書館所蔵 苦 1コマ N

    今津健治氏所蔵榎製版より複製  （XA7608006）

1189 三潴県一覧中表 明治七年

      n．d．1葉

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 曽

      2コマ N         （XA7608006）

1190 福岡県治一覧 明治七年

      n．d．1葉

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 芙

      2コマ N       （XA7608006）

 2 地理・地誌関係資料

1191 警視庁，和泉橋警察署

    新旧対照 市町村一覧 いろはわけ新町村索引

      明治22，ll／122冊 （736，169，51 p）

      一橋大学附属図書館所蔵 S54．11，14 506

      コマ N        （XA7908060）

 3．人口・衛生関係資料

斜92 内務省

    各地方市別境住人口表 各地方町村別現住人口表

    〔明治22～30年〕

      明治23．10～31，9 9冊

1195

1194

手195

1196

   内閣文庫／総理府統計局所蔵 S55．2．21／苦

   208コマ N E
 内容：1．明治22年12月31日現在 官報第2182号附

     録 明治23．10，6 1～56P

    2．明治23年12月31日現在 官報号外 明治

     24．7．8  1～55 p

    3．明治24年12月31日現在 官報号外 明治

     25．7．15 1～48p

    4．明治25年12月31日現在 官報第3023号附

     録 明治26．7．27 1～48p

    5．明治26年12月31日現在 官報号外 明治

     27．7．25  1～48 p

    6．明治27年12月31日現在 官報号外 明治

     28．7．31  1～48p

    7．明治28年12月31日現在 官報号外 明治

     29．8．1  1～48 p

    8．明治29年12月31日現在 官報号外 明治

     30．10．16  1～48 p

    9．明治30年12月31日現在 官報号外 明治

     31，9，13 1～50p  （XA8008007）

内務省．警保局戸籍課

 日本帝国田籍戸口表 明治二十八年十二月升卜一日調

   明治29．12 128p

   総理府統計局所蔵 S53．7．2569コマ N

   E            （XA7708077）

内務省．文書課

 日本帝国民籍戸口表 明治二十九年十二月計一日調

   明治30．12 126P

   総理府統計局所蔵 S53．7，25 68コマ N

   E            （XA7708077）

内務省。衛生課

 衛生局年報 明治三十一年

   明治35．8 207p

   国立国会図書館所蔵 S53．10，16 118コマ

   N E          （XA7808155）

内務省．戸籍局

 全国県分戸籍表 明治五年

   n．d。1冊 写

   総理府統計局所蔵 S51．4．15 80コマ N

   E           （XA7508102）
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1197

唱198

雫199

1200

1201

1202

1205

1204

内務省．戸籍局

 全国二分戸籍表 明治六年一月一日調

   n．d．1冊 写

   総理府統計局所蔵 S51．4．15 80コマ N

   E            （XA7508102）

内務省．戸籍局

 全国県分戸籍表 明治七年一月一日調

   n．d．1冊 写

   総理府統計局所蔵 S51．4．1571コマ N

   E            （XA7508102）

内務省．戸籍局

 三雲五十九県一町一日管轄分戸籍表 明治九年一月

 一日調

   n．d．1冊 写

   総理府統計局所蔵 S51．4．1572コマ N

   E            （XA7508102）

内務省．戸籍局

 三府六十七県一使一藩国分戸籍表 明治六年一月調

   n．d。1冊 写

   総理府統計局所蔵 S51．4．15 83コマ N

                （XA7508102）

内務省．戸籍局

 皇家皇族国分戸籍表 三府六十県一使一藩国分戸籍

 ・職分・寄留表 明治七年一月一日調

   n．d．1冊 写

   総理府統計局所蔵 S51．4．15 94コマ N

                rXA7508102）

内務省．戸籍局

 皇家皇族方国分戸籍表 三府六十県一便一藩国分戸

 籍表 明治八年一月一日調

   n．d．1冊 写

   総理府統計局所蔵 S51．4．1594コマ N

                （XA7508102）

内務省．戸籍局

 三極五十九県一三一藩国分戸籍表 明治九年一月一

 日調

   n．d．1冊写

   総理府統計局所蔵 S51．4．1594コマ N

                （XA7508102）

内務省．戸籍局

 戸籍表 北海道之部 従明治十九年至同廿八年

      1冊 写

  総理府統計局所蔵 S51．4．15 510コマ N

一7一

    内容：戸口表 明治19～21年

        各郡区町村別戸口表 明治22～28年

       人口出入表 明治19～20年

        各郡区町村別人口出入王 明治22～28年

       本籍人族別表 明治19～21，23～28年

       本籍生年別人口表 明治19～21，23～28年

       本籍出生死亡及婚姻表 明治19～20年

        本籍出生死亡婚姻表 明治23～25，27～28

        年

       現住人出産死亡表 明治23～28年

       市街及組置現住人出生死亡表 明治19～21年

       就除籍送入籍及逃亡失踪表（本籍） 明治19

       ～21年

        就除籍送入籍及失踪表（本籍） 明治23～

        28年

       耕作及捕山巡正業戸数表 明治19，24年

                   （XA7508103）

1205 内務省．総務局戸籍課

    市街名中継町村二百戸以上戸口表 明治十九年十二

    月三十一日調

      〔明治21．1〕 190p

      総理府統計局所蔵 S52．9．8 101コマ N

      E            （XA7708073）

〔国勢調査前史一民勢調査〕

1206 札幌区

    札幌区区勢調査原表 明治四十二年三月一日実施

    前編・中編・後編

      明治43．9／43．11／44．2 3冊 （23，279

      十277十164 p ）

      一橋大学附属図書館所蔵 S54．1．23 156十

      143十86コマ D E  （XA7908125D）

1207 東京市

    東京市勢調査原表 明治四十一年施行 第参巻

      明治44．3 1089p

      一橋大学附属図書館所蔵 S54．1．23 551コマ

      D E         （XA7908124D）

1208 京都市

    京都市臨時人口調査要計表 明治四十四年実施 第

    壱編・第弐編

      大正1．12／2．4 2冊 （568，5p十359p）

      総理府統計局所蔵 S54．5．9 296＋189コマ

      N E         （XA7908123）

12〔〕9 神戸市．臨時市勢調査局

    神戸臨時市勢調査要計表 附 市勢調査顛末 明治

    四十一年



1210

1211

1212

 4．

1215

1214

1215

   明治42．3 43，117P

   国立国会図書館所蔵 S54．2．6 89コマ N

   E            （XA7808157）

徳島県．名東郡

 徳島県名東郡臨時郡勢調査原表 附 臨時郡勢調査

 顛末 大正三年三月三十一日

   大正8．10 545，54p

   国立国会図書館所蔵 S54．2．6309コマ N

   E            （XA7808157）

徳島県．名東郡

 徳島県名東郡臨時郡勢調査書 概篇 大正三年三月

 三十一日午前零時現在

   大正6．7 3，108p

   国立国会図書館所蔵 S54．2．6 97コマ N

   E            （XA7808157）

相原重政

 熊本市職業調査の結果 明治四十年四月二十五日

   熊本市 明治43．12 167p

   東京大学経済学部所蔵 S54．9．1787コマ

   N E          （XA7908121）

司法・警察関係資料

一橋大学．経済研究所日本経済統計文献センター

 〔明治期警察戸口調査関係法規類〕

   n．d．

   内閣文庫所蔵 S51，12．7 69コマ N E

 内容：長野県警察規則

    熊本県警察要務 初編

    宮城県警察要証

    広島県警務全書

    滋賀県現行警察法規

    青森県警察提要

    堺県警保課達全書 明治十一年分

   以上各図書より「戸口調査」の編を抜葦編集

                （XA7708077）

警視庁

 警視庁事務年表 明治十七年

   n．d． 3，241 p

   一橋大学附属図書館所蔵 S54．1．31128コマ

   N E           （XA7808154）

警視庁

 警視庁事務年表 明治十八年

   n．d． 4，316 p

   一橋大学附属図書館所蔵 S54．1，31169コマ
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1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1225

   N E          （XA7808154）

警視庁．書記局記録課

 警視庁事務年表 明治十九年

   〔明治20．4〕 10，318p

   一橋大学附属図書館所蔵 S54．1．31172コマ

   N E          （XA7808154）

警視庁．書記局記録課

 大日本帝国警視庁事務年表 明治二十年

   〔明治21．7〕 5，322p

   一橋大学附属図書館所蔵 S54．1．31171コマ

   N E          （XA7808154）

警視庁．書記局記録課

 警視庁事務年表 明治廿一年

   〔明治22．10〕 347p

   総理府統計局図書館所蔵 S53．3．27185コマ

   N E          （XA7708069）

警視庁．書記局記録課

 警視庁事務年表 明治廿二年

   〔明治23．11〕 322p

   一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．2 168コマ

   N E           （XA7808155）

 警視庁．第二部第三課

 警視庁事務年表 明治廿三年

   〔明治24．7〕 276p

   一橋大学附属図書館所蔵 S542．2 145コマ

   N E          （XA7808155）

警視庁

 警視庁事務成績 明治二十四年

   明治26．5266p
   総理府統計局図書館所蔵 S53．3．27 142コマ

   N E          （XA7708069）

警視庁

 警視庁事務成績 明治二十五年

   明治27．6 241P

   総理府統計局図書館所蔵 S52．3．27132コマ

   N E           （XA7708069）

警視庁

 警視庁統計書 明治二十六年

   明治28．1 285p

   総理府統計局図書館所蔵 S53．3．27159コマ

   N E          （XA7708069）



1224 警視庁．第一課

    警視庁統計書 明治三十四年

      明治35．12 433P

      総理府統計局所蔵 S53．4．24231コマ N

      E            （XA7708077）

稔25 警視庁．第一課

    警視庁統計書 明治三十五年

      明治36．12 377p

      国立国会図書館所蔵 S53．3，27 201コマ

      N E          （XA7708070）

大正10，10 404p

総理府統計局／国立国会図書館所蔵 S53．3．

27 210コマ N E    （XA7708072）

1255 警視庁．東京和泉橋警察署

    戸口索引原簿調製手続

      明治21，4 13p

      国立国会図書館所蔵

      N  E

5．軍事関連資料

S51．12．11 10コマ

   （XA7708077）

1226 警視庁．第一課

    警視庁統計書 明治三十六年

      明治訂．12 354P

      国立国会図書館所蔵 S53，3．27 190コマ

      NE     （XA7708070）

1227 警視庁．文書課

    警視庁統計書 明治三十九年

      明治40．12 381p

      国立国会図書館所蔵 S53．3．27 204コ『7

      N E           （XA7708070）

で228 警視庁．文書課

    警視庁統計書 明治四十年

      明治41．11393P

      国立国会図書館所蔵 S53．3．27210コマ

      N E          （XA7708071）

1229 警視庁．文書課

    警視庁統計書 明治四十一年

      明治42，12420p

      国立国会図書館所蔵 S53、3．27 223コマ

      N E          （XA7708071）

1251〕 警視庁．文書課

    警視庁統計書 明治四十三年

      明治44．12 601p

      国立国会図書館所蔵 S53．3．27314コマ

      N E          （XA7708071）

1251 警視庁．文書課

    警視庁統計書 明治四十四年

      大正1．11613p

      国立国会図書館所蔵 S53．3．27319コマ

      N E           （XA7708072）

1232 警視庁．文書課

    警視庁統計書 大正九年

1254 愛知県

    徴発物件調査票梗概廃止御訓令按 明治辮三年十一

    月 微発物件表差出方二関スル規程御改正按

      n．d．1冊 写

      国立史料館所蔵 S54．10．4 10コマ N

    愛知県庁文書「令達原議綴 明治三十三年」より抜

    葦              （XA7908126）

1255 愛知県．兵事係

    徴発物件表 明治廿三年

      n．d．1冊 写

      国立史料館所蔵 S54．10．4 302コマ N

    内容：陸軍及海軍省宛明治22年分徴発物件調査の進

       達控（送付状，郡別統計表 他）

                   （XA7908126）

1256 愛知県．兵事係

    徴発物件表 明治三拾武年

      n．d．1冊 写

      国立史料館所蔵 S54．10．4 170コマ N

      〔E〕

    内容：陸軍及海軍省宛明治31年分徴発物件調査の進

       達控（送付状，郡別統計表 他）

                   （XA7908126）

1237 海軍省

    海軍統計表 明治二十五年

      明治26．7 129p

      史料調査会所蔵 S52．6．13 71十2コマ N

      E

    明治25年度「海軍省報告」附録之部に相当

    附撮 明治25及26年度報告の正誤表（XA7708007）

1258 〔横須賀鎮守府〕

    横須賀鎮守府達摘録 二版

    五日改版） 〔抜葦〕

（明治二十六年二月十

史料調査会所蔵 S52．6．6 14コマ N P
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内容：P．269～295 「工場」の部

   職工組合内規

   鎮守府工場二於テ工事日計同月計及ヒ同精算

   方取扱手続

   工場増聖業主公暇日就業委任ノ件

   二二時間以外工場増服業工事ノ件

   兵器部工事ニシテ要急ノ者ハ着手ノ上概算申

   出ノ件

   造船部職工人夫取締ノ為メ衛兵巡回ノ件

   造船部工場増服業及日曜工事取扱二関スル件

   兵器部工場取締二関スル件

   職工練習所規則

   職工日給渡日ハ三時終業ノ件

   指令 3件

   職工人員月頭調差出方

   造船部々員傭人勧怠表及職工人足区分表差出

   方

   実績証書ノ件     （XA7708006－P）

1259 〔横須賀鎮守府〕

    横須賀鎮守府例規 七版 明治四十一年八月十日改

    正 〔抜葦〕

      史料調査会所蔵 S52、6．13 13コマ N P

    内容：p．403～423 「工場 附 職工」の部及び

       正誤表

       工廠高等官以下執務並服業時間ノ件

       工廠職工公休日服業及増服業委任ノ件

       建築工場詰判任官以下執務時間ノ件

       麺包製造所麺包夫増服業委任ノ件

       工場災害事故報告様式ノ件

       横須賀海軍工廠職工規則施行細則

       定期職工定員補欠二関スル件

       定期職工疾病免除取扱ノ件

                 （XA7708006－P）

1240 著者不詳

    〔海軍年表〕  〔抜葦〕

      n．d．1冊 写

      史料調査会所蔵 S52．6．1398十85コマ

      N H

    内容：1．海軍省報告書 自明治六年至同十一年

       2．海軍省報告 自明治十一年至同十六年

       3，海軍省年報 自明治十七年至同四十一年

         〔内 二十七年～三十…年分〕

                   （XA7708007）

1241 太政官，会計部

    国郡高反別調 上・下

      明治8．5 2冊 （194十164丁） 写

      総理府統計局所蔵 S55、11．19 201＋168

      コマ N E

    明治6年国費調書より作成

    内容：上 山城図～佐渡国

       下 丹波国～対馬国    （XA8008056）

1242 内務省。勧農局

    開拓使本庁管内特有物産表

          148丁 写

      総理府統計局所蔵 S55、11．19 151コマ N

      E

    調査年 札幌本庁，函館支庁 明治10年

        根室支庁 明治11年

    合綴133府県分特有物産表    （XA8008056）

で245 著者不詳

    二府五十四県物産 明治六年目米・大豆・小麦・茶

    ：葭・大豆・酒・醤油・油

      n．d。15丁写
      総理府統計局所蔵 S55．11．19 19コマ N

      E            （XA8008056）

1244 著者不詳

    三府六十県物産 明治七年 米・大麦・小麦

      n，d．9丁 写

      総理府統計局所蔵 S55，11．19 14コマ N

      E

    巻末に「元書ノ合計二合ハズ 張紙ノ如クニ違アリ

    テ調ガタシ」の附箋あり    （XA8008056）

1245 農商務省．農務局

    全国製蘇工場調査表 第二次

      明治31．56，12，200p

      名古屋大学経済学部所蔵

      コマ N

    調査年：明治29年

明治三十一年四月

S54．11．17 113

（XA7908129）

〔地方資料〕

1246 札幌市

    札幌県管内物産表 明治十六年

      n．d．41 P

      名古屋大学経済学部所蔵 S54．11．10

      N

    東京大学農学部保転本

24コマ

（XA7908128）

6．勤業関係資料
1247 福島県

    福島県農事調査書 一～十 〔明治二十一年〕
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      n．d．2冊（合綴）

      福島県立図書館所蔵

      N

    内容：一 調査主眼

       二 現況

       四 参考

       五 将来

       七 郡別〔東部〕

       八 郡別〔中部〕

       九郡別〔西部〕

       十 管内総覧

1248 〔栃木県〕足利郡

    農事調査主眼

      n．d．1冊 写

      栃木県立図書館所蔵

写

S5LlO．22 579コマ

（XA7608051）

                S50，1．6 110コマ N

    栃木県史編纂室蔵ゼロックス版より撮影

    明治23年農事調査の郡段階調査分の内「主眼」の部

                   （XA7408021）

1249 群馬県

    七県聯合繭生糸織物共進会報告 明治十六年十月

      明治17．11冊

      国立国会図書館所蔵  〔S54．9．28〕 122コマ

      D

    頁付ミスプリあり       （XA7908127）

1250 〔長野県．植科郡〕松代町外ニケ村勧業委員

    松代町外ニケ村諸進達控 明治十八年

     一 1冊 写
      石山昭次郎氏所蔵 S50．1．6 32コマ N

    植科郡松代町外燈ケ村戸長役場旧蔵

    内容；1）農事通信事項中 農民戸口表 自小作人

        表 漁民戸口表

       2）同      桑園表

       3）物価表（明治18年4－6月）

       4）工業調査表（明治17年下／18年上）

       5）麦作概算

       6）物価表 松代町（明治18年7－9月）

                   （XA7408021）

1251 山口県．勧業課

    山口県勧業報告  〔抜葦〕

      明治16．3冊

      山口県文書館所蔵 S55、6．25 14コマ N

    内容：第三拾壱号（明治16．8）p．28－33

       第三拾弐号（明治16．9）p．28－32

       第三拾三号（明治16．10）p．6－15

      明治16年7，8月物価および「農事通信手続」

      （明治16年9月24日乙第118号）

12駿

1255

1254

                （XA8008017）

山ロ県．第一部第二課

 山口県勧業月報  〔抜葦〕

   明治20．6～22．6 16冊

   山口県文書館／国立国会図書館所蔵 32十35

   コマ N

 内容：第壱号（明治20．6） 明治20年4，5月分物

    価表

    第弐号（明治20．7） 明治20年6月分物価表

    第三号（明治20．8） 明治20年7月分物価表

    第四号（明治20．9） 明治廿年調人民常食物

    明治20年8月分物価表

    第五号（明治21．1） 明治20年9～12月分物

    価表

    第六号（明治21．2） 「農商エ通信事項」改

    正追加，明治21年1月分物価表

    第七号（明治21．3） 明治21年2月分物価表

    第八号（明治21、4） 明治21年3月分物価表

    第九号（明治21．5） 明治21年4月分物価表

    第拾号（明治21．8） 明治21年5～7月分物

    価表

    第拾一号（明治21．9） 明治21年8月分物価

    表

    第拾二号（明治22、1） 明治21年9～12月分

    物価表

    第拾三号（明治22，2） 明治22年1月分物価

    表

    第拾四号（明治22．3） 明治22年2月分物価

    表

    第拾五号（明治22．4） 明治22年3月分物価

    表

    第拾七号（明治22．6） 「農商工通信事項」

    改正

 第16号以降には物価表の掲載なし（XA8008017）

山口県．勧業課

 山口県勧業事務沿革 第一回年報

   〔明治15．12〕 48，4p 1枚

   山口県文書館所蔵 S55．6．25 33コマ N

   E           ．（XA8008017）

山口県．勧業課

 県内農産表

   明治12，11～16．6 1冊（合綴）

   山口県文書館所蔵 S55、6、25 145コマ N

 書名は合綴表紙による

 内容：明治十一年山口県普通特有農産表

     明治12．1129，43p

    明治十二年山ロ県農産表（報告第十五号）
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 25P

明治十三年県内農産表 明治14．6 50p

明治十四年県内農産表 明治15．5 17，37p

明治十五年県内農産表 明治16．6 54p

            （XA8008017）

1255 高知県．内務部

    産業調査書

      明治44．5 142p

      名古屋大学経済学部／国立国会図書館所蔵

      S54．11．1776コマN
    明治43年9月調         （XA7908129）

1256 福岡県

    福岡県農事調査書 一，二，三，五

      n．d．4冊

      福岡県農事試験場所蔵 S51．7．9404コマ

      N  H

    内表題書名 福岡県管内農事調査

    大橋博氏所蔵ゼロックス版より撮影

    内容：1．調査主眼 42枚

       2．現況 151枚

       3．沿革，参考将来 51枚

       5．郡市別 160枚   （XA7608077）

8．物 価

（XA740802玉）

1261 大蔵省

    物価表 明治十七年一月至三月～同十月至十二月

      明治17～1834冊写
      総理府統計局所蔵 辮／S50．9．114リール

      N  E

    各府県より大蔵省宛進達書の府県別綴

    内容：1．青森県，秋田県，岩手県，福島県，茨城

        県，栃木県，群馬県，神奈川県，埼玉県

                   （XA7508024）

       2，千葉県，新潟県，富山県，石川県，福井

        県，岐阜県，山梨県，長野県，静岡県，愛

        知県，三重県，滋賀県，京都府

                   （XA7508025）

       3．大阪府，兵庫県，鳥取県，島根県，岡山

        県，徳島県，愛媛県   （XA7508026）

       4．福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，宮崎

        県  〔但し，長崎県は10～12月分は欠〕

    原本乱丁箇処訂正撮影済     （XA7203016）

9．租 税

1257 福岡県

    農事調査摘要 明治廿一年分

      n．d．7丁

      内閣文庫所蔵 S55．2，218コマ N E

    福岡県勧業月報 第108回 第8～14丁

                   （XA8008007）

1258 著者不詳

    明治十年産物取調帳

     一 1冊 写
      石山昭次郎氏所蔵

    表に「六小区 和田村」

明治十一年第一月廿日改メ

S50．1，6 8コ曽マ N

とあり （XA7408021）

1259 著者不詳

    思ケ壁御城地二相成畑山地取調帳 明治三庚年午二

    月 日

         1冊 写

      石山昭次郎氏所蔵 S50．1．6 25コマ N

    表に「池和田村 勘三」とあり  （XA7408021）

1262 太政官．統計院

    賦金調 明治十一年

      n．d．1冊 写

      総理府統計局所蔵 S51，4，16199コーマN

    （XA7508104）

1263 太政官．統計院

    賦金調 明治十二年及十三年

      n．d．2冊 写

      総理府統計局所蔵 S51．4．16 198＋77コマ

      N             （XA7508104）

1264 太政官．調査暴政肩掛

    府県民費調稿 明治十年

      n．d．1冊 写

      総理府統計局所蔵 S51．4．16 155コ口 N

                   （XA7508104）

9．地方行政文書（集書）

1260 著者不詳

    金木同新田斗組湛々戸口各（名力）籍丁数臼取調書

    上帳 明治四年辛末年九月

         1冊 写

      石山昭次郎氏所蔵 S50，1．6 75コマ N
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1265 福島県

    〔福島県庁文書〕

      一 19冊 写
      福島県歴史資料館所蔵

      5リール N  〔E〕

S51．10．19～10．22



内容：1，農事調査

    1）農事調査 明治二十三年 1冊

     〔下郡参考，畜産，郡農業，郡一覧〕

               （XA7608046）

    2）農事調査 二 米ノ現況 郡材料 明

     治二十三年 1冊

     〔調査様式，調査主顔  農業備考，米

     一」       （XA7608047）

    3）農事調査 三 大麦小麦大豆煙草ノ現

     況 郡材料 明治二十三年 1冊

               （XA7608048）

    4）農第三拾三号 農事調査 明治廿五年

     〔裏表紙：農事調査 五 米大麦小麦大

     豆煙草生糸ノ沿革 郡材料 明治二十三

     年〕 1冊      （XA7608048）

   2．勧業

    1）玄米一石平均価格報告 廿九年一月中

     ～十二月中  〔大蔵省国債局宛 福島町，

    若松町，平町別〕  〔第一種 商第八号

     商工業ノ状況及物価調査二関スル書類」

     （商第一，三，五，七，八，十号 第一

    種 明治三十年）の内

    2）工場票 明治38年 原票綴  「商第七

    号勧業統計二関スル書類工場票報告
     ノ件 各郡市長 附 博覧会，気象報告

     ノ件」 （商第五，七，八，十，十一，十

    六号 第一種 明治四十年）の内

    3）会社票 明治42年 原票綴  「商第七

     号第一種明治四十三年勧業統計二

    関スル書類」（商第七，九号 第一種

     明治四十三年）の内  （XA7608049）

   3． 「徴発物件表」関係文書

    1）徴発物件表 船舶記載」他7件（兵第

    一，二，三，四，五，六，七，八，九，

    十一，十二，十三号 自明治廿三年至明

    治廿九年）

    2） 「兵第九号 徴発及戒厳二関スル書類

    微発令二関スル費用ノ件」 （兵第一，三

     四，六，八，九号 第一種 明治廿六年）

    の内

    3）徴発物件表進達  「兵第九号 徴発及

    戒厳二関スル書類」（兵第一，二，三，

     四，八，九，十一号 自明治三十年至明

     治三十六年）

    4）徴発事務書類 明治三十一年度

    5）工場表豊漁船庫差出方改正訓令「兵第

     九号 細見及戒厳二関スル書類」（兵第

    四，九号 第一種 明治三十二年）の内

    6）徴発物件表調製方ノ件照会  「兵第四

    号 徴発及戒厳二関スル書類」（兵第一，

  四，八，九号 第一種 明治三十四年）

 の内
 7）徴発物件表調製方ノ件照会 「兵第四

 号 徴発及戒厳二関スル書類」（兵第一，

  四，五，七，九号 第一種 明治三十五

 年）の内
 8）徴発物件表差出方ノ件 明治三十七年，

 三十八年 「兵第四号 徴発及戒厳二関

  スル書類」（第一種 兵第一，二，四，

 五，六，七，八，九号 自明治三十六年

 至同三十九年）の内

 9）徴発物件表差出方ノ件 明治三十九年

  「兵第四号 徴発及戒厳二関スル書類」

  （第一種 兵第一，四，七，九号 明治

 四十年）の内

10）徴発物件表差出方ノ件 明治四十年

  「兵第四号 徴発及戒厳二関スル書類」

  （第一種 兵第二，四，八，九号 明治

 四十一年）の内    （XA7608050）

4 土地。戸口

 1）戸数人口反別地価地租調 明治二十年

 七月（第一部庶務課）（合併町村再調

  戸数人口反別地価地租調 現在地租金調

  各町村資力調原稿 自明治二十年至剛二

 十三年）の内    （XA7608050）

5 労働統計

 1）農第十六号 労働統計実地調査 大正

 十三年 1冊
  〔大正13年第1回労働統計実地調査に際

  しての法規・調査手続，準備書類等13件〕

            （XA7608049）

1266 長野県

    〔長野県庁文書〕

     一 24冊 写
      長野県文書学事課所蔵 S51，9、29～IO．18

      リール N 〔E〕

    内容：「公文編冊」の内

       1．物価表

         明治11～13年 甲号，乙号 月別・町村

        別（長野町，飯山町，須坂町，松代町，上

        田町，小諸町，岩村田町，深志町，大町，

        西高遠町，赤穂村，上諏訪村，飯田町）進

        達書 各町村別の内に1部欠丁ある町村あ

        り

        1）物価表 明治十一年自一月至三月，自

         四月至六月 （第二課） 2冊

                   （XA7608038）

        2）物価表 明治十一年自七月至九月，従

         十月至十二月 （第二課，勧業課） 2
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         冊（XA7608039）
        3）物価表 明治十一年 農商 1冊

        4）物価表 明治十二年自一月至三月 甲

         （勧業課） 1冊   （XA7608040）

        5）物価表 明治十二年自四月至六月，自

         七月至九月 （勧業課） 2冊

                   （XA7608041）

        6）物価表 明治十二年自十月至十二月

         （勧業課） 1冊

        7）寒生物価表 明治十二年 （勧業課）

         1冊

        8）物価表 明治十三年自一月至三月（勧

         業課） 1冊   （XA7608042）

        9）物価表 明治十三年自四月至六月，自

         七月至九月（勧業課） 2冊

                   （XA7608043）

        10）物価表 明治十三年自十月至十二月

         （勧業課） 1冊

        11）贈号物価表 明治十三年 （勧業課）

         1冊      （XA7608044）
       2．共武政表之部  （公文編冊 明治十五年

        従一月至十二月）の内  （XA7608044）

       3．土地・ 口

        1）反別地価調 明治十三年七月調査（〔庶

         務課〕地方税係） 1冊

        2）民有地反別地価表 明治十五年一月調

         査  （〔庶務課〕調査掛） 1冊

                   （XA7608044）

        3）戸数調査表 明治十五年一月目調査掛）

         1冊

         〔地価反別調二拠ル戸数人員各村表 各

         郡進達書〕

        4）戸籍統計表綴込 明治十七年目諏訪郡

         役所） 1冊    （XA7608045）

       4．租税

        1）民費調 明治五年 （庶務） i冊

        2）明治七年民漏斗之部 附 営業者賦課

         法  （第一部文書課） （公文編冊 明

         治七年） 1冊   （XA7608045）

       5．物産

        1）物産調之部 明治八年目 （農商）

         1冊

       6．地誌

        1）国史編輯之部 （公文南柏 明治十年）

         1冊      （XA7608045）

1267 山ロ県．玖珂郡

    〔玖珂郡役所文書〕

      一 8冊 写

      山口県文書館所蔵 S55．6．254リール N

                           －14一

    内容：勧業課文書の内

       1．物産表

         明治11，16～18年 田村別進達原稿

        1）特有物産表 明治十二年調

        2）物産表 明治十六年（XA8008017）

        3）普通特有物産表 明治十七年

        4）物産表各村仕出 明治十八年

       2．物価表

         明治12～23年 月別・村別（本郷村，柳

        井津村，下久原村，岩虫町）進達書及総括

        表

        1）物価表 十二年 十三年

          〔明治12年9月～13年12月分 本郷村

         13年3月分欠〕    （XA8008018）

        2）物価表 明治十四年全十五年十六年十

         七年

          〔明治14年1月～17年12月分 明治15

         年2月およびi1月分総括表価〕

                   （XA80080｝9）

        3）物価表 明治十八年分ヨリ全二十一年

         迄

          〔明治18年1月～21年11月分 付五ケ

         年平均米価表全麦価表〕

        4）物価表 明治二十二年目リ廿三年迄

         〔明治21年12月～23年12月〕

                   （XA8008020）

1268 〔山ロ県．阿武郡〕庶務係

    見島村生計調書 明治二十五年

      一 1冊 写
      山口県文書館所蔵 S55．6．25 199コマ N

    個人別および村総括の収入・消費調

                   （XA8008019）

1269 長崎県

    〔長崎県庁文書〕

          10冊 写

      長崎県立図書館所蔵 暑 2リール N 〔E〕

    内容：1．各区農産表 明治九年中 （勧業課事務

        簿 各区農産表 明治九年 全） 1冊

        〔第一～三拾五大区別進達書綴〕

                   （XA7303049）

       2．物価表

         明治6年1月～9年3月 月別・町村別

        （佐賀県佐賀町，唐津町，牛津町，鹿島町，

        神崎町）大蔵省（後に内務省）宛進達書控

        1）勧業課事務簿 物価表 第一 従明治

         六年至同九年 共三 1冊

          〔明治6年1月～7年12月分〕

          原本乱丁あり   （XA7303049）



 2）同 第二 1冊

   〔明治8年1月～12月分〕

 3）同 第三 明治七年至九年 共三 1

  冊

   〔明治9年1月～3月分〕

            （XA7303050）

3．人口

 1） 「庶務課庶務係薯務簿 戸籍部附属

  全戸籍統計下調明治十二年一月一日」

  の内

 2） 「同 明治十三年一月一日」の内

            （XA7303050）

4．府県統計書様式案通達書 明治十六年

 永井久一郎 1冊   （XA7303050）

5．統計表材料

 1） 「庶務課調査係事務簿・雑之部附属

 全 統計表下調 明治十四年」 目録
        ママ 2） 「庶務課統計桂事務簿 統計ノ部 自

  明治十六年至全十七年」の内 目録およ

 び「統計表材料蒐集二係ル件」

 3） 「統計関係例規 明治二十八年以降同

 三十九年二至ル（内務部地方課）」 目

 録         （XA7303050）
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皿 企業・労働関係等資料

 1．会社・工場

 iv）営業報告書集覧

1270 成瀬省一商店．調査部

    銀行会社業績内容総覧  〔第二輯〕

    半期

      n。d． 29，33 p

      国立国会図書館所蔵

大正十五年上

S52．3．2464コマN
   （XA7608100）

1271 成瀬省一商店．調査部

    銀行会社業績内容総覧  〔第三編〕 大正十五年・

    昭和元年下半期

      〔昭和2．3〕 28P

      国立国会図書館所蔵 S52．3．2432コマ N

                    （XA7608100）

1272 成瀬省一商店．調査部

    銀行会社業績内容総覧  〔第五編〕 昭和二年下半

    期

      〔昭和3．5〕 28P

      国立国会図書館所蔵 S52．3．24 28コマ N

    原本p．17／18，2正／22欠    （XA7608100）

1275 野村商店

    銀行会社決算録 第一集

      大正7．4 149p

      国立国会図書館所蔵

大正六年下半期

S52，3．2481コマN
    （XA7608100）

1274 大阪商事株式会社．調査部

    会社要録 第壱輯～第壱百六拾四輯 （昭和三年三

    月決算号前篇～〔昭和十六年九月決算〕）

      昭和3．6～6．12 163冊

      山口大学東亜経済研究所／神戸大学経済経営研

      究所所蔵 S52．9．29～10．75リール N

      P

内容：第1輯～17輯

   第7輯欠

   第18輯～63輯

第64輯～109輯

第llO輯～155輯

（昭和3．6～昭和4．9）

  （XA7708023－P）
（昭和4，10～昭和8．7）

  （XA7708024－P）
（昭和8．8～昭和12．5）

  （XA7708025－P）
（昭和12．6～昭和16．3）

  （XA7708026－P）
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第156輯～165輯 （昭和16．4～昭和16・12）

  （XA7708027－P）

1275 東京経済記者協会，出版部

    全国銀行会社決算総覧 大正八年用

      大正7．12 360p

      国立国会図書館所蔵 S52．3．30 197コマ

      N

    内容：大正6年上～7年上期   （XA7608100）

1276 東京レビュウ社

    著名銀行会社決算報告集

      大正9．4 265P

      国立国会図書館所蔵

      N

1277 東京レビュウ社

    著名銀行会社決算報告集

      大正9．10 334P

      国立国会図書館所蔵

      N

第一版 大正八年下半期

S52．3．24 14Qコマ

   （XA7608100）

第弐版 大正九年拾月

S52．3．24180コr7

   （XA7608100）

vii）工場統計

 官営工場については所轄の省の下に一括する〔                    〕
  e．g． 海軍工廠→海軍省

v沁個別企業総括資料

1278 米国戦略爆撃団

    〔米国戦略爆撃団報告〕 三菱重工業株式会社 会

    社報告 第1号 （機体とエンジン）

      航空自衛隊幹部学校 昭和35．5485p

      史料調査会所蔵 S52．6．13306コマ N

      P

    （空魂胆教資5－2－26－160A）

                 （XA7708008－P）

1279 〔工部省〕

    長崎工作分局報告書 第壱次 従明治四年四月至明

    治十年六月

      n．d，1冊青焼き

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      113コマ N

    合冊：第三回年報 従明治十年七月至同十一年六月

       第四回年報 従明治十一年七月至同十二年六



             月

       第五回年報 従明治十二年七月川井十三年六

             月

       第七回年報 従明治十四年七月至同十五年六

            月      （XA7908101）

1280 〔工部省〕

    長崎工作分局報告書 第壱次 従明治四年四月至明

    治十年六月

      n．d．1冊

      三菱重工業K．K長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      41コマ N

    付．立神修船場関係文書     （XA7908101）

1281 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第一次 明治三十一年度

      n．d． 〔74丁〕手書，タイプ原稿

      三菱一触業K．K長崎造船所所蔵 S 55，2．25

      76コマ N P    （XA7908102－P）

1282 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第二次 明治三十二年度

      n．d，64丁写
      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      70コマ N P    （XA7908102－P）

1283 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第三次 明治三十三年度

      n。d．88丁7表写
      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55，2．25

      111コマ N P   （XA7908102－P）

1284 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第四次 明治三十四年度

      明治34．11 104丁 1枚 8表写
      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 5512．25

      131コマ N        （XA7908103）

1285 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第五次 明治三十五年度

      明治35．ll 105丁 写

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2，25

      112コマ N

    附属統計図（9表）欠      （XA7908103）

1286 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第六次 明治三十六年度

      明治36．11 128丁 1枚写

      三菱重工業K．Kl．長崎造船所所蔵 S 55．2，25

      140コマ N
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1287

1288

1289

1290

1291

1292

1295

 附属統計図（10表）欠     （XA7908103）

三菱合資会社．三菱造船所

 三菱造船所年報 第七次 明治三十七年度

   明治38．2 149丁 1枚 写

   三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

   160コマ N
 附属統計図（12表）欠     （XA7908103）

三菱合資会社．三菱造船所

 三菱造船所年報 第八次 明治三十八年度

  別冊 附属統計図

   n．d．169丁 2枚 12表写
   三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

   182十34コマ N  （XA7908103／111）

三菱合資会社．三菱造船所

 三菱造船所年報 第九次 明治三十九年度

  別冊 附属統計図

   n．d．172丁4枚14表写
   三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55，2．25

   195十50コマ N  （XA7908104／111）

三菱合資会社、三菱造船所

 三菱造船所年報 第十次 顎右四十年度

  別冊 附属統計図

   n．d。195丁3枚15表写
   三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2，25

   217十57コマ N  （XA7908104／111）

三菱合資会社．三菱造船所

 三菱造船所年報 第十一次 明治四十一年度

  別冊 附属統計図

   n．d．167丁 3枚 15表写
   三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

   188十64コマN （XA7908104／111）

三菱合資会社．三菱造船所

 三菱造船所年報 第十二次 明治四十二年度

  別冊 附属統計図

   ．n．d。163丁 3枚 15表写

   三菱重工業K。K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

   185十63コマ N  （XA7908104／111）

三菱合資会社．三菱造船所

 三菱造船所年報 第十三次 明治四十三年度

  別冊 附属統計図

   n．d．エ70丁 3枚 15表写
   三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2，25

   192十69コマ N  （XA7908105／111）



1294 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第拾四次 明治四十四年度

      n．d．227丁 3枚写

      三菱重工業KK．長崎造船所所蔵 S 55．2，25

      247コマ  N
    附属統計図（15表）欠     （XA7908105）

1295 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第拾五次 大正元年度

      n．d．247丁 2枚 写

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      266コーマ N        （XA7908105）

1296 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第拾六次 大正二年度

      n．d．254丁 2枚写
      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2，25

      272コマ N        （XA7908106）

1297 三菱合資会社．三菱造船所

    三菱造船所年報 第拾七次 大正三年度

      n．d．267丁 2枚写
      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      285コマ N       （XA7908106）

1298 三菱合資会社．長崎造船所

    年報 第拾八次 大正四年度

      n．d．237丁 2枚写

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      256コマ  N

    三菱造船所を長崎造船所と改称  （XA7908107）

1299 三菱合資会社．長崎造船所

    三菱造船所年報 第拾九次 大正五年度

      n．d．256丁目2枚写
      三菱重工業K．K。長崎造船所所蔵 S55．2．25

      276コマ  N

    原本3丁分重複あり（第10，216，222丁）

                   （XA7908107）

1300 三菱合資会社．長崎造船所

    三菱合資会社長崎造船所年報 第弐拾次 大正六年

    度

      n．d．213丁2枚写
      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2，25

      231コマ N        （XA7908108）

1301 三菱造船株式会社。長崎造船所

    三菱造船株式会社長崎造船所年報 大正七年度

    上・下

      n．d．2冊（141丁，2枚十81丁）
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      手書，タイプ原稿

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      159十87コマN
    大正6年11月1日三菱造船株式会社として独立。

    当年度は大正6年11月～7年10月

    下は（職工二関スル諸表）   （XA7908108）

1502 三菱造船株式会社．長崎造船所

    三菱造船株式会社長崎造船所年報 大正八年度

      n．d．226丁 手書，タイプ原稿

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2，25

      245コマ N       （XA7908108）

1505 三菱造船株式会社。長崎造船所

    三菱造船株式会社長崎造船所年報 大正九年度

    上・下

      n．d．2冊（134丁十98丁） 手書，タイプ

      原稿

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      149十104コマ N     （XA7908109）

1304 三菱造船株式会社．長崎造船所

    三菱造船株式会社長崎造船所年報 大正十年度

    上・下

      n．d．2冊（149丁十74丁） 手妻，タイプ

      原稿

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      166十84コマ N     （XA7908109）

1505 三菱造船株式会社．長崎造船所

    三菱造船株式会社長崎造船所年報 大正十一年度

    上・下

      n．d．2冊（3，149丁十93丁）手書，タイプ

      原稿

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      169十101コマ N  （XA7908109／110）

1306 三菱造船株式会社．長崎造船所

    三菱造船株式会社長崎造船所年報 大正十二年度

    上・下

      n．d．2冊（3，143丁十85丁）手書，タイプ

      原稿

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      165十97コ口 N     （XA7908110）

1507 三菱造船株式会社．長崎造船所

    三菱造船株式会社長崎造船所年報 大正十三年度

    上．下

      n．d．2冊（5，156丁十141丁）手書，タイ

      プ原稿



三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

181十160コマ N    （XA7908110）

1508 三菱造船株式会社

    年報 大正十四年

      n．d．4，145丁手書，タイプ原稿

      三菱重：工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      165コマ  N

    目次書名：大正十四年度 年報 上

                   （XA7908111）

131〕9 三菱重工業株式会社．長崎兵器製作所

    三菱重工業株式会社長崎兵器製作所史 第一編，第

    二編

      〔昭和17．6〕 1冊 タイプ原稿

      三菱重工業K．K。長崎造船所所蔵 S55．2．25

      212コマNHP
    第一編 自大正五年至昭和六年

    第二編 自昭和六年至昭和十六年

                 （XA7908102－P）

1510 三菱重工業株式会社

    三菱重工業株式会社長崎兵器製作所史 第三編

      昭和28．2 1冊 タイプ原稿一部手写

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      152コマ  N  P

    自昭和十六年至昭和二十四年

                 （XA7908102－P）

1511〔西日本重工業株式会社長崎精機製作所〕

    西日本重工業株式会社長崎精機製作所史 自昭和二

    十一年十一月十五日至昭和二十六年七月一日

      n．d．1冊

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S55．2．25

      80コマ N P    （XA7908102－P）

1512〔西日本重工業株式会社．長崎精機製作所〕

    西日本重工業株式会社長崎精機製作所史 資料

    自昭和二十五年一月十一日至昭和二十六年七月一日

      n．d．1冊

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      141コマ N P   （XA7908102－P）

15格〔三菱重工業株式会社〕

    三菱重工業株式会社長崎精機製作所賠償史 （清書）

      n．d．1冊 写

      三菱重工業K．K．長崎造船所所蔵 S 55．2．25

      85コマ N P    （XA7908102－P）

2．労働統計

  D全国統計

1514 商工省．調査統計局調査課

    労働人口配置状況 昭和5年

      〔昭和22．10〕 19P

      東京大学経済学部所蔵 美 1シート N

    （経済構造特別研究室資料 ％2）

    昭和5年国勢調査による    （YE7708001）

1315 商工省．調査統計局調査課

    産業人口分布統計表 昭和15年

      〔昭和22．6〕 31p

      東京大学経済学部所蔵 ※ 2シート N

    昭和15年国勢調査による    （YE7708002）

1516 商工省．調査統計局調査課

    産業人口の職業上の地位 昭和15年

      〔昭和23．3〕 38P

      東京大学経済学部所蔵 2シート N

    （経済構造特別研究室資料 痴4）

    「産業人口分布統計表」の続編  （YE7708003）

1517 商工省．調査統計局調査課

    昭和20年末における産業人口の分布

      n。d．23 p

      東京大学経済学部所蔵う← 1シート N

    （経済構造特別研究室資料 砺3）

    昭和20年12月1日実施臨時国民登録結果の概要

                   （YE7708004）

1318 鉄道省．長野工場

    〔鉄道省長野工場労務管理関係資料〕

     チ 芸

      国鉄長野工場所蔵 う← 7リール D

    西成田華氏所蔵フィルムより複製

    内容：異動通知簿 明治36年～45年

       上申簿 明治38年7月

       発翰 人事 大正10～12年

       人事発翰 明治44年，大正6～8年

       人事来翰 明治44年，大正元，7， 8， 10，

       11年

       発来翰 大正5， 9年

       人事二関スル書類綴 明治41年

       親展書類輯 明治44年甲，大正2年乙

              （XA7608086D～092D）
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1519 製鉄所．労務部

    製鉄所工場労働統計 第一回 昭和五年

    A，B， C

      〔昭和6〕 12冊

      一橋大学附属図書館所蔵 S55，4．10

      178コマ N

    内容：A 職工の素質

        1．出生地別職工数 昭和6．11 9p

        皿．年令別勤続年数別職工数及年令別平均

         勤続年数，勤続年数別平均年令 昭和6．

         12  17p

        置．年令別配偶関係及子女数別職工数 昭

         和6．12 17P

        IV．教育程度別資格階級別職工数及平均勤

         続年数 昭和6，11 6p

       B 労働時間

        1．職名別勤続別出勤，休業日数別職工数

         及平均出勤，休業，実働日数 昭和6．12

         19P

        皿．職名別勤務別状所定時間超過乃至不足

         勤務時間数及一日平均実働時間数 昭和

         6．12  19p

       C 労働賃金

        1．年令別賃銀階級別職工数 昭和6．8

         13P

        皿．勤続年数別賃銀階級別職工数（日収・

         日給対照） 昭和6．10 13p

        買．職名別賃銀階級別職工数（日収・日給

         対照） 昭和6．10 31p

        IV．1，工場別賃銀階級別職工数 2．支

         払形式別賃銀階級別職工数（日収・日給

         対照） 昭和6．9 69p

        V．職名別資格階級別平均，最高，最低賃

         銀（日収・日給対照） 昭和6．9 11p

        珊．職名別資格階級別平均，最高賃銀（月

         収） 昭和6．9 7p （XA8008004）

1520 製鉄所．労務部

    製鉄所工場労働統計 第二回 昭和六年 職工之部

      〔昭和8．1〕 411P

      国立国会図書館所蔵 S55．4．10 212コマ

      N            （XA8008004）

152雪 製鉄所．労務部

    壌鉄所工場労働統計 第三回 昭和七年 職工之部

      〔昭和8．12〕 283P

      一橋大学附属図書館所蔵 S55，4，10 152コマ

      N

    原本乱丁訂正撮影済       （XA8008004）

1522 八幡製鉄所．総務部
    製鉄所工場労働統計 第四回 昭和入年

    職工之部

      〔昭和9，11〕 383P

      一橋大学附属図書館所蔵 S55．4．10199コマ

      N            （XA8008005）

1323 日本製鉄株式会社．八幡製鉄所総務部

    八幡製鉄所工場労働統計 第五回転昭和九年 職工

    之部 下巻

      昭和11．2 377P

      一橋大学附属図書館／東京大学経済学部所蔵

      S55．4．10195コマN
    内容：工場別・職名別・資格階級別職工数及平均日

       給 附．平均勤続年数及平均年令

                   （XA8008005）

1524 日本製鉄株式会社．八幡製鉄所総務部

    八幡製鉄所工場労働統計 第六回 昭和十年 職工

    之部

      昭和12．4 452P

      国立国会図書館所蔵 S55．4．10 234コマ

      N            （XA8008005）

1325 日本製鉄株式会社．八幡製鉄所総務部

    八幡製鉄所工場労働統計 第七回 昭和十一年 職

    工之部 下巻

      昭和12．8 6，6，367P

      東京大学経済学部所蔵 S55．4．10 197コマ

      N

    内容：工場別・職名別・資格階級別職工数及平均定

       額日給 附．平均勤続年数及平均年令

                   （XA8008006）

  ii）地方統計

1乙26 大阪府．堺市第二回労働統計実地調査係

    労働統計実施調査概要 第二回

      昭和2．10 37P

      堺市立図書館所蔵 S55．正0．13 22コマ N

    ゼロソクス版より撮影     （XA8008051）

  3。証券関係資料

1酸7 一橋大学．経済研究所日本経済統計文献センター

    証券価格と利子率  （1874～1975） 第2巻 附

    表1～14B

      1977．3 510枚 LP

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 う←

      510コマ N       （．XA7708236）

一20一



IV決 算 資 料

1駿8 大蔵省

    歳入出決算報告書（上巻）

      明治文献資料刊行会 昭和37．11641p （明

      治前期財政経済史料集成 第四巻）

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 苦

      暑 K（P）

    内容：明治元年一月～八年六月／八年度／九年度／

       十年度／九州地方賊徒征討費決算報告／十一

       年度／十二年度歳入出決算報告書

                  （XA6903016C）

1529 大蔵省

    歳入出決算報告書（中巻）

      明治文献資料刊行会 昭和37．11446p （明

      治前期財政経済史料集成 第五巻）

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵子

      チ K（P）

    内容：明治十三年度歳入出決算報告書／十四年度歳

       計決算報告書／十五年度歳計決算報告書

                  （XA6903016C）

1ろ30 大蔵省

    歳入出決算報告書（下巻）

      明治文献資料刊行会 昭和38．3 546p （明

      治前期財政経済史料集成 第六巻）

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵暑

      う← K（P）

    内容：明治十六年度／十七年度．／十八年度歳計決算

       報告書        （XA6903017C）

1531 大蔵省

    〔決算報告書 明治二十五年度〕

      n．d．4冊

      一橋大学経済研究所所蔵暑 苦 K（P）

    内容：1．総決算参照 明治二十五年度歳入決算明

        細書・各省決算報告書・国債計算書・特別

        会計計算書 558p

       2．明治二十五年度歳入歳出総決算 115p

       3．同      各特別会計歳入歳出決算

        126p

       4．特別会計決算参照

         同      各特別会計決定計算書

        193p       （XA6903021 C）

1蕊2 会計検査院

    歳入歳出決算検査報告 明治二十五年度 附 弁明
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書

n。d． 24十4p

大蔵省文庫所蔵 S52．5．13 20コマ N

             （XA7708002）

1533 大蔵省

    〔決算報告書 明治二十六年度〕

      n．d．4冊

      一橋大学経済研究所所蔵 甚 芸 K（P）

    内容：1．明治二十六年度歳入歳出総決算 117p

       2．同      各特別会計歳入歳出決算

        97P

       3．特別会計決算参照

         同      各特別会計決定計算書

        202p

       4．歳入歳出決算検査報告 31p

                  （XA6903022C）

幡34 大蔵省

    総決算参照 明治二十六年度

      n．d． 527 p

      大蔵省文庫所蔵 S52．5．13 270コマ  N

（XA7708002）

1555 会計検査i院

    歳入歳出決算検査報告 明治三十七年度 附 弁明

    書

      n．d． 27十11十8p

      大蔵省文庫所蔵 栄 29コマ N

                    （XA7708002）

15乙6 大蔵省

    〔決算報告書 明治四十三年度〕

      n．d。2冊（合綴） （第三十回帝国議会提出）

      一僑大学附属図書館所蔵 苦 テ K（P）

    内容＝1．決算委員長報告書 57p

       2．明治四十三年度歳入歳出総決算 168p

       3．総決算参照 明治四十三年度歳入決算明

        細書・各省決算報告書・国債計算書・特別

        会計計算書

       4，明治四十三年度各特別会計歳入歳出決算

        147p

       5．各特別会計決算参照

         同      各特別会計決定計算書

        330p   （XA6903033C／034C）



1557

1538

1ろ39

1540

会計検査院

 歳入歳出決算検査報告 明治四十三年度 附 弁明

 書

   n．d． 35十12 p．

   大蔵省文庫所蔵 S52．3．13 30コマ N

                （XA7708002）

大蔵省

 〔決算報告書 明治四十四年度〕

   大正3．3 3冊（合綴） （第三十一回帝国議

   会提出）

   一橋大学附属図書館所蔵 ・）← 美 K（P）

 内容：1．決算委員長報告書 53p

    2．明治四十四年度歳入歳出総決算 156p

    3，同      総決算参照   444p

    4．同      各特別会計歳入歳出決算

     175P

    5．同      各特別会計決算参照

     374p

    6．同      歳入歳出決算検査報告

     34P

      附．弁明書 正2p（XA6903035C）

大蔵省

 総決算参照 昭和十二年度

   n。d．37十432十7p

   大蔵省文庫所蔵 S52．3．13 244コマ N

                （XA7708002）

大蔵省

 総決算参照 昭和十三年度

   n．d． 36十456十8p

   大蔵省文庫所蔵 S52．5．13 255コマ N

                （XA7708003）

1541 大蔵省

    各特別会計歳入歳出決算 昭和十三年度

      n．d． 255 p

      大蔵省文庫所蔵 S52。5．13 133コマ N

                   （XA7708003）

1542 大蔵省

    各特別会計決算参照 昭和十三年度

      n。d． 851 p

      大蔵省文庫所蔵 S52．5．13431コマ N

                   （XA7708003）

1ろ45 会計検査院

    歳入歳出決算検査報告昭和十三年度附弁明書

      n．d． 66十28 p

      大蔵省文庫所蔵 S52．5．13 53コマ N

                   （XA7708003）

1544 大蔵省

    一般会計歳入歳出決算 昭和29年度 （第24回国会

    提出） 附 決算参照 特別会計歳入歳出決算 特

    別会計決算参照 政府関係機関決算書

      n．d． 58，669，48，371，165 p

      大蔵省文庫所蔵 S52，5．13675コマ N

                   （XA7708004）
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V地方・村落関係資料

 1． 「郡是・町村是」

1345 北海道．枝幸郡中頓別村

    北海道枝幸郡中頓別村是 昭和八年制定

      昭和9．1 100P

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 59コマ

      N E           （XA7708045）

1546 北海道．河西郡芽室村

    村田及経済更生計画書 自昭和九年至昭和十三年

      〔昭和8〕 147P

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 110コマ

      N E          （XA7708045）

1547 北海道．雨龍郡秩父別村

    雨龍郡秩父別村是調査

      大正4．7 364P

      国立国会図書館所蔵 S52．12．8 223コマ

      N E          （XA7708044）

1548 北海道農会

    北海道石狩国札幌郡琴似発寒村是調査

      明治37．6 204p

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 117コマ

      N  E

    （北海道農会報第4巻第42号附録）（XA7708045）

1549 秋田県．鹿角郡

    鹿角郡産業基本調査 小坂村現況調査書

      〔大正2，9〕 1冊 謄写

      早稲田大学図書館所蔵 S53．7．11134コマ

      NE     （XA7808006）

1550 山形県．南置賜郡

    山形県南置賜郡是 現況之部・将来之部

      明治37．2 163丁，56丁

      国立国会図書館所蔵 S55、3．12174十62コマ

      2N  P

    明治33年度調査      （XA80Q8G3GN＿p）

1551 茨城県．東茨城郡橘村

    茨城県東茨城郡橘村是

      n．d． 120 P

      東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 69コマ

      N  E

15駿

1555

1354

1555

1556

1557

1558

 内容年：大正元年       （XA7708045）

茨城県．稲敷郡龍ケ崎町

 茨城県稲敷郡龍ケ崎町是

   n．d．1冊

   東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 129コマ

   N  E

 内容：大正4年まで      （XA7708045）

茨城県・真壁郡五所村是調査会

 茨城県真壁郡五所村是

   大正2．6 124P

   農業総合研究所所蔵 S52．12．16 74コマ

   N E          （XA7708045）

茨城県．那珂郡

 茨城県那珂郡是

   大正5．3 91p

   東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 55コマ

   N           （XA7708045）

茨城県．那珂郡

 茨城県那珂郡是調査

   n。d．1冊謄写

   早稲田大学図書館所蔵 S53．7．11 384コマ

   N E           （XA7808006）

茨城県．行方郡津澄村田調査会

 津澄村田  〔明治四十二年〕

   n．d．1冊 謄写

   早稲田大学図書館所蔵 S52．9．10 176コマ

   N E          （XA77Q8044）

茨城県．新治郡園部村

 茨城県新治郡園部村是

   明治44．9 152p

   東京大学経済学部所蔵 S52．12．1688コマ

   N E          （XA7708045）

栃木県．足利圧延田村

 栃木県足利郡梁田村是

   〔大正5〕 74p

   東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 46コマ

   N E          （XA7708046）
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1559

15ω

1561

1溺2

1365

1564

1565

1566

群馬県．吾妻郡岩島村経済調査会

 経済調査書 大正七年

   〔大正7．6〕 127p

   東京大学経済学部所蔵 S54．10．579コマ

   N  E

 内容年1大正3～5年

 乱丁訂正撮影済         （XA7go8127）

〔群馬県吾妻郡坂上村〕

 坂上村経済調査

   n．d． 127 p

   農業総合研究所所蔵 S52．12．1674コマ

   N  E

 大正4年3月現在      （XA7708046）

群馬県．甘楽郡小幡村

 小幡村経済調査書 大正四年十二月末現在

   n．d． 138 p

   農業総合研究所所蔵 S54．10．5 75コマ N

   E             （XA7908127）

〔群馬県佐波郡赤堀村〕

 群馬県佐波郡赤堀村経済改良調査書

   n．d．121 P

   農業総合研究所所蔵 S52．12．16 69コマN

 大正3年12月現在       （XA7708046）

群馬県．多野郡

 郡是調査資料 大正五年調

   大正6．6 110P

   農業総合研究所所蔵 S54．10．562コマ N

   E             （XA7908127）

東京府農会

 南足立郡舎人村農事調査 附．村是

   明治37．12 96p

   農業総合研究所所蔵 S52．12．1658コマ

   N  E

 （東京府農会々報号外）    （XA7708046）

神奈川県農会

 高座郡綾瀬村是調査書一神奈川県農会報 第十八号一

   明治37，6 182p

   東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 103コマ

   NE     （XA7708046）

新潟県．北魚沼郡藪神村

 新潟県北魚沼温習神村是

   大正7，7 104P

   東京大学経済学部所蔵 S52．12、1662コマ

                       一24一

      N E          （XA7708045）

1567 新潟県．中頸域郡櫛池村

    新潟県中頸城郡櫛池村是調査書

      大正7．987P

      東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 51コマ

      N E          （XA7708046）

1568 富山県．婦負郡

    富山県婦負郡是資料 行政之部 巻之一

      明治42，4 157p

      農業総合研究所所蔵 S52．12、16 112日目

      N E          （XA7708046）

1569 富山県．婦負郡

    富山県富負郡是資料 産業之部 乙 巻之三

      明治42．4 147p

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 96コマ

      N E           （XA7708046）

1570 富山県東礪波郡種田村農会

    富山県東礪波郡種田村農是調査書

      大正14．5 105p

      農業総合研究所所蔵 S52．12、16 63コマ

      N           （XA7708046）

格71 富山県農会

    富山県射水郡佐野村農事調査報告書

      〔明治3411〕 18，42p

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 42コマ

      N  E

    （富山県農会報第36号附録）  （XA 7708046）

1572  耕県． 三ブデ君昼

    福井県三方郡是

      大正5、4 566P

      農業総合研究所所蔵 S52，12．16 327コマ

      N E          （XA7708047）

1575 岐阜県．揖斐郡横蔵村

    岐阜県揖斐郡横蔵村是 大正七年十二月調

      n．d． 228 p

      岐阜県立図書館所蔵 S55．1，21 126コマ

      N            （XA8017001）

1374 岐阜県．揖斐郡坂内村

    岐阜県揖斐郡坂内村是

      大正4．11347P

      東京大学経済学部所蔵 S52，12．16 190コマ

      N E          （XA7708047）



1575 岐阜県．山縣郡民原村

    岐阜県山縣郡葛原村是

      大正5，11 282P

      国立国会図書館所蔵 S52．12，8 152コマ

      N E          （XA7708044）

1ろ76 滋賀県．栗太郡常盤村

    滋賀県栗太郡常盤村是

       〔明治44〕 240p

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 141コマ

      N E          （XA7708047）

1577 兵庫県有馬郡農会

    兵庫県有馬郡八多村農事調査報告

      明治3411 138p

      東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 84コマ

      N E           （XA7708048）

1578 奈良県．添上郡狭川村

    奈良県添上郡狭川村是

      大正10．3 275p 図表 写真

      奈良県立図書館所蔵 S55，1．23 176コマ

      N

    表紙欠につき書名は目次による

    内容：大正6年        （XA7908112）

1579 奈良県．添上郡月ケ瀬村

    奈良県添上郡月ケ瀬村是

      大正8．10 187p

      東京大学経済学部所蔵 S52．12．16 128コマ

      N E          （XA7708047）

格80 奈良県．宇陀郡

    奈良県宇陀郡是

      大正7．3 112P

      国立国会図書館所蔵 S52．12．8 66つマ N

      E             （XA7708044）

1581 和歌山県．伊都郡見好村

    見好村是調査書

      〔大正2．2〕 2，287P

      和歌山県立図書館所蔵 〔S55．1．25〕 157

      コマ N

    内容年1明治42～44年     （XA7908114）

1582 和歌山県，海草郡中之島村

    中之島村是

      〔大正2．8〕 208P

      和歌山県立図書館所蔵 S55．1，25124コマ

      N

一25一

    原本P．49～52欠

    内容年：大正元年12月現在    （XA7908114）

1385 和歌山県．海草郡雑賀村

    和歌山県海草郡雑賀村里

      』〔明治44．6〕 204p

      和歌山県立図書館所蔵 S55．1．25 114コマ

      N

    内容年：明治43年12月現在    （XA7908114）

1584 岩出町農会（和歌山県那賀郡）

    和歌山県那賀郡岩出町町是調査書

      明治45、5 124P

      国立国会図書館所蔵 S55．3．1276コマ

      2N P      （XA8008030N－P）

1585 鳥取県．岩美郡美保村

    岩美郡美保村是

      明治37．65丁

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 73コマ

      N E           （XA7708048）

1386 鳥取県気高郡湖山村農会

    鳥取県気高郡湖山戸々是調査

      明治36．2 62p

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 44コマ

      N E          （XA7708048）

1387 幡郷村農会

    鳥取県西伯郡幡郷村是 大正元年調

      〔大正2．4〕 279p 地図

      京都大学経済学部所蔵 苦 6シート N

                    （YE7708005）

1588 島根県．飯石郡来島村

    島根県飯石郡来島村是調査書

      大正6．3 92p

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 49コマ

      N E          （XA7708048）

1589 島根県．八束郡熊野村

    島根県八束郡熊野村是

      n．d．45 p

      早稲田大学図書館所蔵 S52．12．835コマ

      N

    明治43年調査          （XA7708044）

1ろ90 島根県．八束郡大庭村

    村是 明治四十四年三月確立

      〔明治44．3〕 96P



1591

1592

1595

1394

毛595

1596

1597

1598

   農業総合研究所所蔵 S52．12．1663コマ

   N E          （XA7708048）

島根県農会

 島根県安濃郡川合村農事調査報告書

   明治43，8 87p

   農業総合研究所所蔵 S52．12．16 55コマ

   N E          （XA7708048）

島根県農会

 島根県仁多郡三沢村農事調査報告書

   明治36．4 51p

   農業総合研究所所蔵 S52．12．1637コマ
   N  E

 （島根県農会報臨時増刊）   （XA7708048）

島根県農会

 島根県能義郡広瀬町農事調査報告概要

   〔大正2．1〕 2，33P

   名古屋大学経済学部所蔵 S54．11，1023コマ

   N

 東京大学農学部保転本     （XA7908128）

広島県．佐伯郡平良村

 広島県佐伯郡平良村是

   大正15．7 286P

   国立国会図書館所蔵 S52．12．8 162コ口

   N E          （XA7708044）

徳島県

 徳島県農業基本調査

   大正7．5 535p

   東京大学経済学部所蔵 S52．12．16299コマ

   N E          （XA7708048）

高知県吾川郡弘岡上ノ村農会

 弘岡上ノ村村是調査書

   大正2、3 115P

   早稲田大学図書館所蔵 S52．12．8 72コマ

   N（XA7708044）
福岡県．久留米市

 福岡県久留米市是

   〔明治40，12〕 90丁

   農業総合研究所九州麦所所蔵 子 100コマ

   N E          （XA6306005）

福岡県．筑紫郡太宰府町

 福岡県筑紫郡太宰府町是

   明治35、113，82丁

一26一

1ろ99

1400

1401

1402

1405

1404

1405

～406

   農業総合研究所九州支所所蔵 う← 89コマ

   NE     （XA6306005）

福岡県．生葉郡羨商務課

 福岡県生葉郡千年村是

   明治28．8 25，51丁

   九州大学農学部所蔵 苦 92コマ N E

 永松野洲編          （XA6306004）

福岡県．生葉郡星野村

 福岡県生葉郡星野村是

   明治28．8 39，62丁

   九州大学農学部所蔵 美 113コマ N E

                （XA6306004）

福岡県．生葉郡大石村

 福岡県生葉郡大石村是

   明治28．8 25，47，7丁

   九州大学農学部所蔵 美 88コマ N E

                （XA6306004）

福岡県．生葉郡山春村

 福岡県生葉郡山春村是

   明治28．8 79丁

   九州大学農学部所蔵 芸 85コマ N E

                （XA6306004）

福岡県．糟屋郡

 福岡県糟屋郡是

   〔明治41．12〕 121，40丁

   農業総合研究所九州支所所蔵 一〉← 167コマ

   NE     （XA6306005）

福岡県．遠賀郡芦屋町

 福岡県遠賀郡芦屋町是

   明治45．5 75，42丁

   九州大学附属図書館所蔵 苦 126コマ N

   E            （XA6306002）

福岡県．遠賀郡上津役村

 福岡県遠賀郡上津役村是

   明治45．556，52丁

   九州大学附属図書館所蔵 芸 121コマ N

   E            （XA6306003）

福岡県．遠賀郡香月村

 福岡県遠賀郡香月村是

   明治45，71，50，54丁

   九州大学附属図書館所蔵 苦 117コマ N

   E            （XA6306002）



1407 福岡県．遠賀郡水巻村

    福岡県遠賀郡水巻村是

      大正1．9 57，70丁

      九州大学附属図書館所蔵 予 140コマ N

      E            （XA6306002）

哲08 福岡県．遠賀郡岡垣村

    福岡県遠賀郡岡垣村是

      大正1，968，50丁

      九州大学附属図書館所蔵 芸 128コマ N

      E             （XA6306002）

1409 福岡県．遠賀郡島郷村

    福岡県遠賀郡島郷村是

      明治45、7 2，56，69，74丁

      九州大学附属図書館所蔵 苦 218コマ N

      E            （XA6306003）

1410 福岡県．遠賀郡島門村

    福岡県遠賀郡島門村是

      大正2．4 148，52丁

      九州大学附属図書館所蔵 苦 214コマ N

      E             （XA6306003）

1411 福岡県．竹野郡川會村

    福岡県竹野郡川會村是

      明治28，8 23，45，6丁

      九州大学農学部所蔵 苦 82コマ N E

                    （XA6306004）

1412 福岡県．浮羽郡農商務課

    福岡県生葉郡姫路村是

      明治30．10 97．：「

      農業総合研究所九州支所／国立国会図書館所蔵

      →ぐ98十2コマNE
    永松豊洲編           （XA6306005）

1415 福岡県．浮羽郡農商務課

    郡町村是附録

      明治30．1141丁 7枚

      国立国会図書館所蔵 S55．3．12 53コマ

      2N  P

    永松茂洲編       （XA8008030N－P）

   同 上

      農業総合研究所九州支所所蔵 チ 51コマ

      N E          （XA6306005）

1414 佐賀県．杵島郡錦江村

    佐賀県杵島郡錦江村是

      明治40．254，7丁

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 71コマ

      N E          （XA7708049）

1415 長崎県北高来郡小栗村農会

    長崎県北高来郡司栗村第一回経済調査書

      明治36．8 75丁

      国立国会図書館所蔵 S52．12．5 82コマ N

      E            （XA7708049）

1416 大分県，大分郡賀来村

    大分県大分郡賀来村々是

      明治43．73，51，8丁

      農業総合研究所所蔵 S52．12．16 83コマ

      N E           （XA7708049）

1417 大分県．大分郡南庄内村

    大分県大分郡南庄内村々是

      明治44．1253，11丁

      聖業総合研究所所蔵 S52．12．16 76コマ

      N E          （XA7708049）

1418 宮崎県．南那珂郡飲肥町

    宮崎県南那珂郡飲肥町是

       〔明治42、12〕 49丁

      早稲田大学図書館所蔵 S52、12．8 54コマ

      N           （XA7708044）

 3．市統計書

1419 東京市．総務部庶務課

    東京市統計年表 第一回 明治三十四年

      明治36．6 312＋4P

      総理府統計局所蔵 S54．2．23 177コマ N

      E            （XA7808128）

1420 横浜市

    横浜市統計書 第一回  〔明治三十三・四年〕

      明治36．10 490p

      総理府統計局所蔵 S54．2．26 262コマ N

                    （XA7808131）

条421 横浜市

    横浜市統計書 第二回  〔明治三十五・六年〕

      明治37．12 484p

      東京大学経済学部所蔵 S54．2．26 257コマ

      N             （XA7808132）

1422 横浜市

    横浜市統計書 第三回  〔明治三十七年〕

      明治39．2 484p
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      国立国会図書館所蔵 S54．2．26254コマ

      N            （XA7808132）

1425 横浜市

    横浜市統計書 第四回  〔明治三十八年〕

      明治40．3492p

      東京大学経済学部所蔵 S54．2．26258コマ

      N（XA7808132）
1424 横浜市

    横浜市統計書 第五回  〔明治三十九・四十年〕

      明治4L4 492P

      東京大学経済学部所蔵 S54．2．26 258コマ

      N            （XA7808133）

1425 横浜市

    横浜市統計書 第六回 〔明治四十年〕

      明治42．1482p

      国立国会図書館／総理府統計局所蔵 S54．2．

      26 253コマ N      （XA7808133）

1426 横浜市

    横浜市統計書 第七回  〔明治四十一年〕

      明治42．11526p

      国立国会図書館所蔵 S54．2．26275コマ

      N（XA7808133）
1427 横浜市

    横浜市統計書 第八回  〔明治四十二年〕

      明治44．5610p

      国立国会図書館所蔵 S54．2．26 318コマ

      N（XA7808134）
1428 横浜市

    横浜市統計書 第九回  〔明治四十三年〕

      明治45．2 435p

      国立国会図書館所蔵 S54．2，26 227コマ

      N            （XA7808134）

1429 横浜市

    横浜市統計書 第十回  〔明治四十四年〕

      大正2．2 433，35P

      国立国会図書館所蔵 S54．2．26 246コマ

      N（XA7808134）
1430 横浜市

    横浜市統計書 第十一回 〔大正元年〕

      大正2．12431p

      総理府統計局所蔵 S54．3．12226コマ N

                    （XA7808135）

14ろ1 横浜市

    横浜市統計書 第十二回  〔大正：二年〕

      大正3．12 469P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．12 245コマ

      N            （XA7808135）

14乙2 横浜市

    横浜市統計書 第十三回  〔大正三年〕

      大正4．12 471P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．12 253コマ

      N            （XA7808135）

1455 横浜市

    横浜市統計書 第十四回  〔大正四年〕

      大正5．12 491p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．12 259コマ

      N            （XA7808136）

14溺 横浜市

    横浜市統計書 第十五回  〔大正五年〕

      大正6．12 507p

      総理府統計局所蔵 S54．3．28 266コマ N

                    （XA7808149）

1455 横浜市

    横浜市統計書 第十六回 〔大正六年〕

      大正8．8 518p

      総理府統計局所蔵 S54．3．28271コマ N

                    （XA7808149）

1436 横浜市

    横浜市統計書 第十七回  〔大正七年〕

      大正9．10 536p

      総理府統計局所蔵 S54．3．28280コマ N

                    （XA7808150）

1457 横浜市

    横浜市統計書 第十八回  〔大正八年〕

      大正10，12587P

      総理府統計局所蔵 S54．3．28 306コマ N

                    （XA7808151）

1458 横浜市

    横浜市統計書 第十九回 〔大正九年〕

      大正11．12655P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28340コマ

      N             （XA7808151）

1459 横浜市

    横浜市統計書、第二十回  〔大正十四年〕
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      大正15．10 266p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．12145コマ

      N            （XA7808136）

1440 横浜市

    横浜市統計書 第二十一回  〔大正十五年〕

      昭和3．5 378P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．12 202コマ

      N            （XA7808136）

1441名古屋布参事会

    名古屋市統計年報  〔第一回 明治三十二年〕

      明治33．ユ2 2，224p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 120コマ

      N

    表紙欠により書名は目次による  （XA7808145）

1442 名古屋市参事会

    名古屋市統計年報  〔第二回 明治三十三年〕

      明治34．12 2，247P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 135コマ

      N

    表紙欠により書名は目次による  （XA7808145）

1445 名古屋市参事会

    名古屋市統計年報  〔第三回 明治三十四年〕

      明治35．12 2，244P

      国立国会図書館所蔵 S54．3、13 132コマ

      N

    表紙欠により書名は目次による  （XA7808145）

1444 名古量市参事会

    名古屋市統計年報 第四回 明治三十五年

      明治36．122，236p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 130コマ

      N            （XA7808145）

1445 名古屋市参事会

    名古屋市統計年報 第五回 明治三十六年

      明治37．12 2，234p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 130コマ

      N            （XA7808145）

1446 名古屋市参事会

    名古屋市統計年報 第六回 明治三十七年

      明治39．1 2，232p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 129コマ

      N            （XA7808145）

1447 名古屋市参事会

    名古屋市統計年報 第八回 明治三十九年

      明治41．2 2，244p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 134コマ

      N            （XA7808146）

1448 名古屋市参事会

    名古屋市統計年報 第九回 明治四十年

      明治42．2 2，266p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 156コマ

      N            （XA7808146）

1449 名古屋市参事会

    名古屋市統計書 第十回 明治四十一年

      明治43．4 1，237p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．13 139コマ

      N            （XA7808146）

145〔｝ 名古屋市

    名古屋市統計書 第十二回 明治四十三年

      明治45．3 296p

      国立国会図書館所蔵 S馴．3．13 173コマ

      N            （XA7808146）

1451 名古屋市

    名古屋市統計書 第十六回 大正三年

      大正5、5 312P

      東京市政調査会図書館所蔵 S54．5．2 178

      コマ N         （XA7808175）

1452 名古屋市

    名古屋市統計書 第十八回 大正五年

      大正7．6 334P

      東京市政調査会図書館所蔵 S54．5．2 206

      コマ N         （XA7808175）

1455 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十回 大正七年

      大正9．8 332P

      東京市政調査会図書館所蔵 S54．5、2 205

      コマ N         （XA7808175）

1454 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十二回 大正九年

      大正11．6 330P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 201コマ

      N            （XA7808147）

1455 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回  〔大正十年〕 第一
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    編 気象・土地建物及人口

      大正12．8 137P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 73コマ N

                   （XA7808147）

1456 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回 第二編 教育

      大正12．8 44p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．2826コマ N

                   （XA7808147）

1457 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回 第三編 神社・宗教

    及社会事業

      大正12．8 19p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 14コマ N

                   （XA7808147）

1458 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回 第四編 衛生

      大正12．8 35p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 22コマ N

                   （XA7808147）

1459 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回 第五編 警察・裁判

    及監獄

      大正12．8 25p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 17コマ N

                   （XA7808147）

1460 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回 第六編 勧業

      大正12．8 93p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．2852コマ N

                   （XA7808147）

1461 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回 第七編 交通

      大正12，8 19p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 14コマ N

                   （XA7808147）

1462 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十三回 第八編 財政・公議

    会及市職員

      大正隻2．8 34p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．2822コマ N

                   （XA7808147）

1465

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四回  〔大正十一年〕 第

 一編

   大正13．6 132P

   国立国会図書館所蔵 S54．3．28 70コマ N

                （XA7808147）

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四回 第二編

   大正13．144P

   国立国会図書館所蔵 S54．3．28 26コマ N

                （XA7808147）

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四回 第三編

   大正13．2 19p

   国立国会図書館所蔵 S54．3．28 14コマ N

                （XA7808147）

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四向 第四編

   大正13．4 35p

   総理府統計局所蔵 S54．3．25 22コマ N

                （XA7808147）

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四回 第五編

   大正13．8 24P

   国立国会図書館所蔵 S54．3．28 16コマ N

                （XA78Q8147）

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四回 第六編

   大正13，3 89p

   国立国会図書館所蔵 S54．3．28 50コマ N

                （XA7808147）

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四回 第七編

   大正13．4 19p

   国立国会図書館所蔵 S543，28 14コマ N

                （XA7808147）

名古屋市

 名古屋市統計書 第二十四回 第八編

   大正13．6 34p

   総理府統計局所蔵 S54．3．28 22コマ N

                （XA7808147）
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1471 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

    一編

      大正14．l132p

      東京大学経済学部所蔵

      N

〔大正十二年〕 第

S54，3．2870コ’マ

  （XA7808148）

1479 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十六回

    第一編

      大正15．2 132P

      東京大学経済学部所蔵

      N

〔大正十三年〕

S543．2871コ’マ

  （XA7808148）

1472 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

      大正14．542P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第二編

S54．3．2825コマ

  （XA7808148）

1480 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十六回

      大正15．7 42p

      東京大学経済学部所蔵

      N

第二編

S543．28 26コ冒マ

  （XA7808148）

等473 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

      大正14．8 19P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第三編

S54、3．28 14コマ

  （XA7808148）

1481 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十六回

      大正15．5 22P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第三編

S54．3，28 16コマ

  （XA7808148）

1474 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

      大正14．5 35P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第四編

S54．3．28 22コマ

  （XA7808148）

1482 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十六回

      大正15．141P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第四編

S54．3，2826コマ

  （XA7808148）

1475 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

      大正14．7 24p

      東京大学経済学部所蔵

      N

第五編

S543．28 16コ『マ

  （XA7808148）

1485名古屋市

   名古屋市統計書 第二十六回

     大正15．5 24P

     東京大学経済学部所蔵

      N

第五編

S54．3、28 17コ7マ

  （XA7808148）

1476 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

      大正14．4 93P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第六編

S54．3．28 52コマ

  （XA7808148）

1484 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十六回

      大正15．4 91P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第六編

S54．3．28 52コマ

  （XA7808148）

で4ア7 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

      大正14．5 19P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第七編

S54．3，28 14コ冒マ

  （XA7808148）

1485 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十六回

      大正15．3 19P

      東京大学経済学部所蔵

      N

第七編

S54．3．28 15コーマ

  （XA7808148）

1478 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十五回

      大正14．934p

      東京大学経済学部所蔵

      N

第八編

S54．3．28 22コマ

  （XA7808148）

1486 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十六回

      大正15．7 36p

      東京大学経済学部所蔵

      N

第八編

S54．3，2824コマ

  （XA7808148）
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1487 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十七回  〔大正十四年〕

    第一編

      昭和2．2 132P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 71コマ N

                   （XA7808148）

1488 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十七回 第二編

      昭和2．7 42P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 26コマ N

                   （XA7808148）

1489 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十七回 第三編

      昭和2．6 22p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 16コマ N

                   （XA7808148）

1490 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十七回 第四編

      昭和2．2 41P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．2826コマ N

                   （XA7808148）

1491 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十七回 第五編

      昭和2．6 26P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 18コマ N

                   （XA7808148）

1492 名古屋布

    名古屋市統計書 第二十七回 第六編

      昭和2．393p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 53コマ N

                   （XA7808148）

1495 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十七回 第七編

      昭和2．2 19p

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 15コマ N

                   （XA7808148）

1494 名古屋市

    名古屋市統計書 第二十七回 第八編

      昭和2．6 36P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．2824コマ N

                   （XA7808148）

1495 大阪市

    大阪市統計書 第一回

      明治344428P
      総理府統計局所蔵

    内容年：明治髭年

1496 大阪市

    大阪市統計書 第二回

      明治35．3 526p

      総理府統計局所蔵

明治三十四年三月刊行

S542．23 231コマ N

    （XA7808128）

明治三十五年三月刊行

S54．2．23283コマN
    （XA7808128）

1497 大阪市

    大阪市統計書  〔第三回〕 明治三十四年

      明治36．5309p

      総理府統計局所蔵 S54．2．24 177コマ N

                   （XA7808129）

1498 大阪市

    大阪市統計書  〔第四回〕明治三十六年

      明治38．4400，25P

      総理府統計局所蔵 S54．2，24 238コマ N

                   （XA7800129）

1499 大阪市

    大阪市統計書 〔第五回〕 明治三十七年

      明治39．2449p

      総理府統計局所蔵 S54．2．24249コマ N

                   （XA7808129）

15DO 大阪市。商工課

    大阪市統計書  〔第六回〕

      明治40．11530p

      国立国会図書館所蔵

      N

1501 大阪市

    大阪市統計書  〔第七回〕

      明治41．5554p

      国立国会図書館所蔵

      N

1502

1505

大阪市

 大阪市統計書 第八回

   明治42，4690p

   総理府統計局所蔵

神戸市

 神戸市統計書

明治三十八年

S54．2．24 289コマ

   （XA7808130）

明治三十九年

S542．24 295コマ

   （XA7808130）

〔明治四十年〕

S542．26364コマN
    （XA7808131）

明治三十八年
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      明治40．4 316p

      総理府統計局所蔵 S54．2．27 194コマ N

    目次書名：第一回神戸市統計年表 （XA7808137）

1504 神戸市

    神戸市統計書 明治三十九年

      明治41．12 492p

      国立国会図書館所蔵 S54．2．27 288コマ

      N

    目次書名：第二回神戸市統計年表 （XA7808137）

15〔〕5 神戸市

    神戸市統計書 明治四十年

      明治42，9 546p

      国立国会図書館所蔵 S542．27 312コマ

      N

    目次書名：第三回神戸市統計年表 （XA7808138）

15〔〕6 神戸市

    神戸市統計書 明治四十三年

      大正1．7 罰1P

      総理府統計局所蔵 S54．2，27 181コマ N

                   （XA7808138）

15〔〕7 神戸市

    神戸市統計書 明治四十四年

      大正2，7 593，13p

      総理府統計局所蔵 S54．3．15 317コマ N

    頁付ミスプリントあり．訂正撮影済

                   （XA7808139）

15〔〕8 神戸市

    神戸市統計書 大正元年

      大正3．8606，10p

      総理府統計局所蔵 S54．3，15 321コマ N

                   （XA7808139）

15〔〕9 神戸市

    神戸市統計書 大正二年

      大正4．7 餌8，10p

      総理府統計局所蔵 S54．3．15 343コマ N

                   （XA7808140）

1510 神戸市

    神戸市統計書 大正四年

      大正6、11 1冊

      総理府統計局所蔵 S54．3．15 383コマ N

    原本乱丁あり（ママ）      （XA7808140）

1511 神戸市

    神戸市統計書 大正五年

      大正7．7 10，685P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．15 367コマ

      N            （XA7808141）

1512 神戸市

    神戸市統計書 大正六年

      大正9．4 12，725p

      総理府統計局所蔵 S54．3．15 382コマ N

                   （XA7808141）

1515 神戸市

    神戸市統計書 大正七・八年

      大正10．121冊

      東京大学経済学部所蔵 S54．3、15 448コマ

      N            （XA7808142）

1514 神戸市

    神戸市統計書 第十五回  〔大正九・十年〕

      大正12．7 1冊

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．15 731コマ

      N           （XA7808143）

1515 神戸市

    神戸市統計書 第十六回 第一編

      大正13．12 3，183p

      国立国会図書館所蔵 S54．3、28 100コマ

      N            （XA7808152）

1516 神戸市

    神戸市統計書 第十六回 第二編

      大正13．ll 162 p

      総理府統計局所蔵 S54．3．28 88コマ N

                   （XA7808152）

1517 神戸市

    神戸市統計書 第十六回 第三編

      大正13．8 2，56p

      国立国会図書館所蔵 S54．3、28 34コマ N

                   （XA7808152）

1518 神戸市

    神戸市統計書 第十六回 第四編

      大正14．4 2，193P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．28 104コマ

      N            （XA7808152）

1519 神戸市

    神戸市統計書 第十六回 第五編
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大正13．8 124P

国立国会図書館所蔵 S543．2867コマ N

              （XA7808152）

1520 神戸市

    神戸市統計書 第十六回

      大正14．2 4，331p

      国立国会図書館所蔵

      N

1521 神戸市

    神戸市統計書 第十六回

      大正13．9 2，193P

      国立国会図書館所蔵

      N

1522 神戸市

    神戸市統計書 第十六回

      大正14．64，131p

      国立国会図書館所蔵

1525 神戸市

    神戸市統計書 第十六回

      大正14．5 119P

      国立国会図書館所蔵

第六編

S54．3．28175コ冒マ

   （XA7808152）

第七編

S54．3．28103コマ

   （XA78（遇152）

第八編

S54．3．2873コマ N

   （XA7808152）

第九編

S543．2866コーマN
   （XA7808152）

1524 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第一編

      昭和3．6 186P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．1599コマ

      N

    内容年：大正十五年       （XA7808144）

1525 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第二編

      昭和2．12 137P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．15 76コマ

      N             （XA7808144）

東京大学経済学部所蔵 S54．3．15 58コマ

N            （XA7808144）

1駆8 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第五編

      昭和3，2 112P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．15 61コマ

      N            （XA7808144）

1529 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第六編

      昭和3，9 225P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．15 119コマ

      N            （XA7808144）

15聞 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第七編

      昭和3．5 99P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．1555コマ

      N            （XA7808144）

1551 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第八編

      昭和2．12 101p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．15 56コマ

      N            （XA7808144）

15駿 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第九編

      昭和3．】 125p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．1568コマ

      N            （XA7808144）

1553 神戸市

    神戸市統計書 第十九回 第一編 気象・＝ヒ地建物

    及人口

      昭和4．12 164p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．28 87コマ

      N

    内容年：昭和2年       （XA7808153）

1526 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第三編

      昭和3，794P

      東京大学経済学部所蔵 S54、3．1552コマ

      N            （XA7808144）

1554 神戸市

    神戸市統計書 第十九回 第二編 教育及衛生

      昭和4．5 120P

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．2865コマ

      N            （XA7808153）

1527 神戸市

    神戸市統計書 第十八回 第四編

      昭和3．7 104P
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1555 神戸市

    神戸市統計書 第十九回 第三編

    会事業

神社・宗教及社



昭和4．11 73p

東京大学経済学部所蔵

N
S54，3．2841コーマ

  （XA7808153）

1536 神戸市

    神戸市統計書 第十九回 第四編 警察・裁判及行

    刑

      昭和5．4 151p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．28 81コマ

      N（XA7808153）
1557

1558

神戸市

 神戸市統計書 第十九回 第五編

   昭和3，12 108P

   東京大学経済学部所蔵

   N

外国貿易

S54．3．28 58コ’マ

  （XA7808153）

神戸市

 神戸市統計書 第十九回 第六編

 水産

   昭和5．5 245p

   東京大学経済学部所蔵

   N

商・工・農林及

S54．3．28 128コマ

  （XA7808153）

1539

1麟0

1馴1

神戸市

 神戸市統計書 第十九回 第七編

   昭和46 111p

   東京大学経済学部所蔵

   N

金融及会社

S54、3，2860コ’マ

  （XA7808153）

神戸市

 神戸市統計書 第十九回 第八編

   昭和3．11 105p

   東京大学経済学部所蔵

   N

交通

S54．3．2857コマ

  （XA7808153）

神戸市

 神戸市統計書 第十九回 第九編

 政

   昭和4．l l25 p

   東京大学経済学部所蔵

   N

議員・史員及財

S54．3．28 70コマ

  （XA7808153）
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                  VI 旧植民地等資料

                              1546樺太庁

 1， 総  記                           樺太庁治一斑 第三回

                                   明治44．10390P

 i）調査要綱（マニュアル）                     一橋大学附属図書館所蔵 S542．3212コマ

 〔国勢調査関係の資料は内地と一括して収録する〕             N E

                                  内容年：明治43年       （XA7808124）
 ii）旧植民地全般

1542 朝鮮総督府                      1547樺太庁

    食料品ノ需給推算．生産及輸移出入ノ状態拉二消費       樺太庁治一斑 第四回

    状態二関スル調査                         大正1．ll 322 p．

    朝鮮総督府・台湾総督府・樺太庁・関東庁・南洋庁          一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．3 177コマ

    編                               N E

      昭和2．10 70，128，22，45，7p              内容年：明治44年       （XA7808124）

      北海道大学附属図書館所蔵 S54，10．18 154

      コマ N         （XA7gO8019）   1548 樺太庁

                                  樺太庁治一斑 第五回

1545 一橋大学．経済研究所統計係                     大正2、12 309p

    旧植民地の財政分析  〔朝鮮・台湾〕               一橋大学附属図書館所蔵 S馳．2．3 171コマ

      n．d．478十648枚 LP              NE
      溝口敏行氏所蔵 S56．1．72リール（1142       内容年：明治45年      （XA7808124）

      コマ） N

    内容：朝鮮                      1549 樺太庁

       1．朝鮮経常部一歳出の部 明治38～昭和17       樺太庁治一斑 第六回

        年度                         大正3．12 278p

       2．朝鮮臨時部；合計一歳出の部 明治38年          一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．3 155コマ

        ～昭和17年度      （XA8008083）         N E          （XA7808124）

       台湾

       1．台湾歳出経常部 明治32～昭和17年度     1550樺太庁

       2．台湾歳出臨時部；合計一歳出の部 明治       樺太庁治一斑 第七回

        32～昭和17年     （XA8008084）         大正4．12 362p

                                   一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．3 198コマ

 2．樺太 附 千島                   N E
     〔主題別細分類〕                    内容年：大正2年        （XA7808124）

〔総 記〕                        1551樺太庁

1田4 樺太庁．第一部庶務課                      樺太庁治一斑 第八回

    樺太庁治一斑 第一回  〔明治41年〕              大正5．10．448p

      明治42．12 150p                      一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．5 242コマ

      北海道庁総務部行政資料課所蔵 S55．1．21          N E

      89コマ N E      （XA80180（辺）       内容年：大正4年       （XA7808125）

1団5 樺太庁                        1552樺太庁

    樺太庁治一斑 第二回                    樺太庁治一斑 第九回

      明治43，10 221p                        大正6．10 506 p

      法務省図書館所蔵 S54．2．19126コマ N E         国立国会図書館所蔵 S54．2．5273コマ NE

    内容年：明治42年      （XA7808123）      内容年：大正5年      （XA7808125）

                          一36一



1555

1554

1555

1556

1557

1558

1559

樺太庁

 樺太平治一斑 第十回

   大正7，12 543p

   法務省図書館所蔵 S54．2．19292コマ N

   E

   内容平門大正6年     （XA7808123）

樺太庁

 樺太庁治一斑 第十一回

   大正9．3 447P

   法務省図書館所蔵 S54．2．19239コマ N

   E

 内容年：大正7年       （XA7808123）

 同 上

   総理府統計局所蔵 N    （XA7808125）

樺太庁

 樺太庁治一斑 第十二回

   大正10．3 482P

   一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．5 257コマ

   N  E

 内容年：大正8年       （XA7808126）

樺太庁

 樺太庁治一斑 第十三回

   大正11．3 544P

   国立国会図書館所蔵 S54．2．5289コマ N

   E

 内容年：大正9年       （XA7808126）

樺太庁

 樺太庁治一斑 第十四回

   大正12．1499p

   一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．5267コマ
   N  E

 内容年：大正10年      （XA7808126）

樺太庁

 樺太平治一斑 第十五回

   大正13．2496p

   総理府統計局所蔵 S54，2．5266コマ N

   E

 内容年：大正11年       （XA7808127）

樺太庁

 樺太平治一斑 第十六回

   大正13，12498p

   一・橋大学附属図書館所蔵 S54．2．5 265コマ

   N E

 内容年：大正12年       （XA7808127）
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1560 樺太庁

    樺太庁治一斑 第拾七回

      大正14．12 262p

      一橋大学附属図書館所蔵 S54．2．6 147コマ

      N  E

    附撮 第18回附記1葉     （XA7808127）

〔人 口〕

1561 樺太庁

    国勢調査報告 第一回 大正九年十月一日現在

      大正12．3 228，15P

      一橋大学附属図書館／国立国会図書館所蔵

      S55．1．28133コマNE
    樺太関係第1回国勢調査の刊行物は「要覧表」「結

    果表」「報告」の3種あり「報告」の内容は記述・顛

    末編              （XA7908053）

1562 樺太庁．調査課

    人口統計 昭和四年末現在

      昭和5．6 22P

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2、 l l6

      コマ N         （XA7908052）

1565 樺太庁．調査課

    人口統計 昭和五年末現在

      昭和6．6 12p

      総理府統計局所蔵 S55．2．1 13コマ N

                   （XA7908052）

1564 樺太庁．調査課

    人口統計 昭和九年末現在

      昭和10．8 17p

      総理府統計局所蔵 S55．2．1 14コマ N

                   （XA7908052）

1565 樺太庁．調査課

    人口統計 昭和十年末現在

      昭和11．8 17p

      総理府統計局所蔵 S55．2．114コマ N

                   （XA7908052）

1566 樺太庁．調査課

    人口統計 昭和十一年末現在

      昭和12．8 17P

      総理府統計局所蔵 S55．2．1 15コマ N

                   （XA7908052）

1567 樺太庁。調査課

    人口統計 昭和十二年末現在

      昭和13、8 17P



総理府統計局所蔵 S55．2．1 15コマ N

             （XA7908052）

1568 樺太庁．調査課

    人口統計 昭和十三年末現在

      昭和14．8 17P

      総理府統計局所蔵 S55．2，1

1569 樺太庁．文書課

    人口統計 昭和十五年末現在

      昭和16．9 15P

      総理府統計局所蔵 S55，2．1

14コマ N

（XA 7908052）

13コマ N

（XA7908052）

〔労 働〕

1570 人事相談所 （樺太恩賜財団）

    人事相談所統計要覧

      n．d． 9， 13 p

      全国樺太連盟所蔵 S54，12．2516コマ N

    昭和7，8年度分        （XA7908034）

1571 人事相談所 （樺太恩賜財団）

    人事相談所統計要覧 昭和十年度

      n．d．19 P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 13コマ N

                   （XA7908034）

1572 樺太庁

    労働技術統計調査提要

      n．d．61 p

      全国樺太連盟所蔵

昭和十六年調査用

S54．12．2533コマN
    （XA7908034）

〔教 育〕

1575 樺太庁

    樺太教育概況 昭和六年

      昭和6．842p 地図1枚

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．1．2828

      コマ N         （XA7908052）

1574 樺太庁

    樺太教育概況 昭和七年

      昭和7．741p 地図1枚
      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．1．28 28

      コマ N         （XA7908052）

↑575 樺太庁

    樺太教育概況

      昭和8，7

附 社会事業概況 昭和八年

45．15p

  全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 38コマ N

一部に昭和9年分の数値及訂正の書き込みあり

               （XA7908034）

1576 樺太庁．内務部学務課

    樺太教育概況 昭和十年

      昭和10．12 73p

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．2542コ入 N

    一部に昭和12年分の数値及訂正の書き込みあり

                   （XA7908034）

〔警 察〕

1577 樺太庁．警察部

    警察要覧 昭和七年

      昭和8，7 26P

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．1．28 18

      コマ N         （XA7908052）

1578 樺太庁．警察部

    警察要覧 昭和八年

      昭和9．826P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 17

      コマ N         （XA8018001）

1579 樺太庁．警察部

    警察要覧 昭和十年

      昭和11．633p 地図

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 23

      コマ N         （XA8018001）

1580 樺太庁．警察部

    警察要覧 昭和十二年

      昭和13．737P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 22

      コマ N         （XA8018001）

〔物価・賃銀〕

1581 樺太庁．調査課

    物価統計表 昭和十年

      昭和11．340P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 26

      コマ N         （XA8018001）

1582 樺太庁．調査課

    賃銀統計表 昭和十年

      昭和U．320P
      農林省図書館所蔵 S54．122417コーマN

    （XA7908031）
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 〔企 業〕

1585 樺太庁．調査課

    会社一覧 昭和九年十二月末現在

       〔昭和11．1〕 25P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 16

      コマN    （XA8018003）

 〔財政・金融〕

格84 樺太庁．財務課

    樺太庁財政及金融二関スル資料

      昭和8．6 79P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．2451コマ

      N            （XA7908031）

1585 著者不詳

    樺太ノ生産ト公課

      n．d．7P
      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．1．288

      コマ N

    内容年：大正7年      （XA7908052）

1586 〔樺太庁〕

    樺太町村財政一班 自昭和元年度至昭和三年度

      n．d．10 p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．1．288

      コマN     （XA7908052）

1587 〔樺太庁〕

    樺太町村財政一斑 昭和三年度決算

      n．d．21 p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55，2．28 15

      コマ N         （XA7908052）

1588 〔樺太庁〕

    樺太町村財政一斑 昭和四年度決算

      n．d．16 p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．28 12

      コーマ N         （XA7908052）

1589  〔樺太庁〕

    樺太町村財政一斑 昭和五年度決算

      n．d．21 p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．28 15

      コマ N         （XA7908052）

1590 〔樺太庁〕

    樺太町村財政一斑 昭和七年度予算

      n．d．22 p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．28 15

      コマ N          （XA7908052）

1591 樺太庁

    樺太町村財政一斑 昭和七年度決算

      n．d．31 p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 20コマ

      N            （XA7908026）

1592 樺太庁

    樺太町村財政一斑 昭和八年度予算

      n．d。22 p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1015コマ

      N            （XA7908026）

1595 樺太庁．内務部地方課

    樺太町村財政一斑 昭和八年度決算

      〔昭和9．12〕 20P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1015コマ

      N            （XA7908026）

垂594 樺太庁． 〔内務部地方課〕

    樺太町村財政→斑 昭和九年度予算

      n．d．12 p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 10コマ

      N            （XA7908026）

1575 樺太庁．内務部地方課

    樺太町村財政一斑 昭和九年度決算

      〔昭和10．12〕 24P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 17

      コマ N         （XA8018001）

1596 樺太庁，内務部地方課

    樺太町村財政一斑 昭和十年度予算

      〔昭和10．7〕 18p

      大分大学経済研究所所蔵 S54，12．10．14コマ

      N            （XA7908026）

1597 樺太庁．内務部地方課

    樺太町村財政一r斑 昭和十年度決算

      〔昭和11，10〕 24p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1017コマ

      N            （XA7908026）

1598 樺太庁．内務部地方課

    樺太町村財政「斑 昭和十一年度予算

      〔昭和11．5〕 27P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 19コマ

      N            （XA7908026）

1599 樺太自治会．大泊支部

    大泊支庁管内町村財政
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1600

1601

1602

1605

1604

1605

1606

1607

   n．d．14 p

   小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．1．28 12

   コマN    （XA7908052）

樺太庁

 樺太産業組合要覧 大正十五年 昭和元年度

   昭和3．4 6P

   農林省図書館所蔵 S55，2．1 7コマ N

                （XA7908052）

樺太庁

 樺太産業組合要覧 昭和参年度

   昭和4．10 15p 附図1枚

   農林省図書館所蔵 S55．2， l l3コマ N

                （XA7908052）

樺太庁

 樺太産業組合要覧 昭和四年度

   昭和5．8 17p 附図1枚

   農林省図書館所蔵 S55，2．1 15コマ N

                （XA7908052）

樺太庁

 産業組合要覧 昭和五年度

   昭和6．12 17p 附図1枚

   農林省図書館所蔵 S55．2．1 16コマ N

                （XA7908052）

樺太庁

 産業組合要覧 昭和六年度

   昭和7．12 18，4p 4枚

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1021コマ

   N             （XA7908026）

樺太庁

 産業組合要覧 昭和七年度

   昭和8．11 18，4p 4枚

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1022コマ

   N            （XA7908026）

樺太庁．内務部地方課

 樺太産業組合要覧 昭和八年度

   昭和9．10，33P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1022コマ

   N            （XA7908026）

樺太庁．内務臨地当課

 樺太産業組合要覧 昭和九年度

   昭和10．11’5，72P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1046コマ

一40一

      N             （XA7908026）

1θ］8 樺太庁．内務部地方課

    樺太産業組合要覧 昭和十年度

      昭和11．12 8，72p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12，1047コマ

      N            （XA7908026）

1609 樺太庁．内務部地方課

    樺太産業組合要覧 昭和十一年度

      昭和12．12 8，27P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1025コマ

      N             （XA7908026）

1610 樺太庁．内務部地方課

    樺太産業組合要覧 昭和十二年度

      昭和14．1 10，27P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1026コマ

      N            （XA7908026）

1611 樺太庁．内務部地方課

    樺太産業組合要覧 昭和十三年度

      昭和15．3 10，28P

      大分大学経済研究所所蔵 S54，12．1026コマ

      N            （XA7908026）

1612 樺太庁．内務部地方課

    樺太産業組合要覧 昭和十四年度

      昭和15．11．12，32P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1029コマ

      N            （XA7908026）

〔産業一政策〕

1615 樺太庁

    樺太拓殖二関スル計画説明概要

      昭和9．5 99P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．2456コマ

      N            （XA7908031）

1614 樺太庁．第二部拓殖課

    樺太殖民地撰定報文

      明治43，5 135，12p 写真 地図

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 100

      コマ  N

    明治38～42年調査       （XA8018003）

1615 樺太庁．農林部

    樺太殖民の沿革 昭和四年七月

      昭和4．10 107p

      東京大学経済学部所蔵 S54．12，2463コマ



N （XA7908031）

1616 樺太拓殖調査委員会

    樺太拓殖調査委員会答申及説明書

      昭和8．9 6冊

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 203コマ N

    内容：第一部 農業．牧畜業．植民 82p

       第二部 林業 49p

       第三部 水産 64p 写真10枚 表10枚

       第四部 鉱業 19p 表1枚

       第五部ノ内交通 66p

         〃  金融 14P

                   （XA7908032）

〔農 業〕

1617 樺太庁．農林部殖民課

    養狐業二関スル経済調査 昭和八年五月

      昭和8．621P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 17コマ

      N            （XA7908031）

1618 樺太庁．殖民課

    農家経済調査 昭和七年調査

      昭和8．5 15P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 12コマ

      N            （XA7908031）

〔鉱 業〕

1619 可野信一

    樺太鉱業の参考資料

      〔昭和6．5？〕 78P

      東京大学経済学部所蔵

      N

S54，12．24 51コマ

  （XA7908031）

1620 可野信一

    樺太の鉱業

      〔昭和6，12〕 46P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12，1027コマ

      N

    著者は樺太庁鉱務課長．日本鉱業大会に於ける講演

    原稿             （XA7908026）

1621 樺太庁．殖産部鉱務課

    樺太庁管内鉱業一覧 昭和11年

      昭和12．763P

      全国樺太連盟所蔵 S54，12．2537コマ N

                   （XA7908032）

1622 樺太庁．殖産部鉱務課

    樺太庁管内鉱業一覧 昭和12年

昭和13．1178P
全国樺太連盟所蔵

地図1枚
S 54，12，25  46コマ  N

    （XA7908032）

1625 樺太庁．殖産部鉱務課

    樺太庁管内鉱業一覧 昭和13年

      昭和14．10 71p

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．2541コマ N

                   （XA7908032）

1624 樺太庁．内務部鉱務課

    樺太庁管内鉱区一覧 （附 樺太鉱業の現況）

    昭和六年一月一日現在

      昭和6．5 37，34P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1，17 45

      コマ N         （XA8018003）

1625 樺太庁．農林部鉱務課

    樺太庁管内鉱区一覧 （附樺太鉱業の現況）

    昭和七年一月一日現在

      昭和7．6 33，36p 図表1枚

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1046コマ

      N             （XA7908026）

1626 樺太庁．農林部鉱務課

    樺太庁管内鉱区一覧 （附 樺太鉱業の現況）

    昭和八年一月一日現在

      昭和8．5 35，36p 図表1枚

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1047コマ

      N            （XA7908026）

1627 樺太庁．農林部鉱務課

    樺太庁管内鉱区一覧 （附 樺太鉱業の現況）

    昭和九年一月一日現在

      昭和9．5 33，36p 図表1枚

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1047コマ

      N            （XA7908026）

1628 樺太庁．叢林部鉱務課

    樺太庁管内鉱区一覧 （附 樺太鉱業の現況）

    昭和十年一月一日現在

      昭和10．4 37，42p 図表1枚

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1052コマ

      N            （XA7908026）

1629 樺太庁．農林部鉱務課

    樺太庁管内鉱区一覧 （附 樺太鉱業の現況）

    昭和十一年一月一日現在

      昭和11．5 36，48p 図表1枚

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1053コマ

      N            （XA7908026）
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1650

1651

161望

1655

1654

1655

1656

樺太庁．殖産部鉱務課

 樺太庁管内鉱区一覧 昭和十二年一月一日現在

   昭和12．4 42P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12，1030コマ

   N

 以後「樺太鉱業の現況」は別冊刊行となる

                （XA7908026）

樺太庁．殖産部鉱務課

 樺太庁管内鉱区一覧 昭和十四年一月一日現在

   昭和14．4 57P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1036コマ

   N            （XA7908026）

樺太庁．内務部鉱務課

 樺太の鉱業

   n．d．26 p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1018コマ

   N

 昭和2年末現在        （XA7908026）

樺太庁

 樺太炭田調査報告

   昭和9．3 1冊 2袋

   全国樺太連盟所蔵 S54．12．2597コマ N

 内容：第壱号 内渕炭田 附 川上炭田 昭和9年

        昭和9．3 63p 表 写真 附図

        2袋（18枚）   （XA7908032）

樺太庁

 樺太炭田調査報告 第弐号 西海岸北部地方 其一

   昭和10．5 65p 写真 附図2袋（12枚）

   北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 77

   コーマ            （XA8018001）

樺太庁

 樺太油田地質調査報告

   昭和7．3～13．3 3冊 1袋

   全国樺太連盟所蔵 S54．12．25291コマ N

 内容：第壱号 昭和7．3 115p 写真

    第参号 昭和11．10 38p写真 附図1袋

        （9枚）

    第五号 昭和13．3 234p写真

                （XA7908032）

樺太庁

 樺太油田地質調査報告 第弐号

   昭和8．374P
   北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．1742

   コマ N        （XA8018001）

一42一

幡37 樺太庁

    油田地質調査報告 昭和拾年度 （樺太庁油田調査

    報告 第四号）

      昭和12．12 198p 写真 図

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 143

      コマ N         （XA8018001）

〔林 業〕

1658 樺太庁

    樺太林政三十年史

      昭和12．5 146，19p 写真

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 102コマ N

    樺太山林会刊（昭和11．3）のリプリント版

                   （XA7908033）

16弱 樺太庁

    樺太森林一斑

      大正13．5 197p 地図 写真

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 130

      コマ N         （XA7908053）

1640 樺太庁．

    樺太之造林

      昭和6．3 39p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．127

      コマ N         （XA7908053）

｛641 樺太庁
    樺太森林畿計 第一回 大正十二年度

      大正14．3 66p

      農林省図書館所蔵 S54．12．2451コマ N

                   （XA7908030）

1642 樺太庁．農林部林務課

    樺太森林統計 第四回 昭和元年度

      昭和2，8 71p

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 52

      コマ N         （XA8018002）

1645 樺太庁．農林部林務課

    樺太森林統計 第六回 昭和三年度

      昭和5．3 157p 地図1枚

      大分大学経済研究所所蔵 S54，12．1098コマ

      N            （XA7908027）

1644 樺太庁．農林部林務課

    樺太森林統計 第七回 昭和四年度

      昭和6．7 111p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1069コマ

      N            （XA7908027）



1645 樺太庁．農林部職務課

    樺太森林統計 第八回 昭和五年度

      昭和7．2 129p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1076コマ

      N            （XA7908027）

1646 樺太庁．農林部林務課

    樺太森林統計 第九回 昭和六年度

      昭和8．11 121P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 70十1

      コマ  N

    正誤表1葉は（XA8018002）にあり

                   （XA7908030）

164ア 樺太庁．農林部林務課

    樺太森林統計 第十一回 昭和八年度

      昭和9．12139P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 77

      コマ N         （XA8018002）

1648 樺太庁。農林里林務課

    樺太森林統計 第十二回 昭和九年度

      昭和10．12 151P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1088コ口

      N             （XA7908027）

1649 樺太庁、殖産部林務課

    樺太森林統計 第十三回 昭和十年度

      昭和ll．12 151 P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12，1088コマ

      N            （XA7908027）

1650 樺太庁．殖産里林務課

    樺太森林統計 第十四回 昭和｛一一年度

      昭和12．12 122P

      東京大学経済学部所蔵 S54、12．24 69コマ

      N            （XA7908030）

1651 樺太庁．殖産部林務課

    樺太森林統計 第十五回 昭和十二年度

      昭和14．1231P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 122コマ

      N             （XA7908030）

16駿 樺太庁．殖産部林務課

    樺太森林統計 第十六回 昭和十三年度

      昭和15．2 231p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1123

      コマ N        （XA7908052）

1653 樺太庁．殖産部林務課

    樺太国有林経営概要

      大正3．2 39p 図表3枚

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．128

      コマ N          （XA7908053）

1654 樺太民政署

    南部樺太森林調査書 附 国境付近ノ林況

      明治40．2 69p 図 写真

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55，2．159

      コ マ

    明治39年現在         （XA7908053）

 〔水産業〕

1655 樺太庁

    漁業組合事業状況

      〔昭和6〕 19p 謄写

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 13

      コマ  N

    内容年：昭和元年～5年度    （XA7908053）

1656 樺太庁．内務部

    樺太之水産 昭和二年五月

     ．昭和2．5 24p

      京都大学経済学部所蔵 S55．3．4 17コマN

    内容年：大正15年      （XA7908034）

1657 樺太庁．内務部

    樺太之水産  〔昭和二年〕

      昭和3．6 24p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 17

      コマ N        （XA7908053）

16田 樺太庁．内務部

    樺太之水産 〔昭和三年〕

      昭和4．6 25p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 19

      コマN     （XA7900053）

1659 樺太庁．内務部

    樺太之水産  〔昭和四年〕

      昭和5．6 25P

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 18

      コマ N         （XA7908053）

1660 樺太庁。内務部

    樺太之水産  〔昭和五年〕

      昭和6．7 25p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 18

      コマ N         （XA7908053）
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1661

1662

1665

1664

1665

1666

1667

1668

樺太庁．農林部

 樺太之水産  〔昭和六年〕

   昭和7．6 23P

   小樽商科大学経済研究所所蔵 S58．2．117

   コマ  N

 表紙雪年＝昭和七年五月    （XA7908053）

樺太庁．農林部

 樺太之水産  〔昭和七年〕

   昭和8．523P
   小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．117

   コマ N         （XA7908053）

樺太庁．農林部

 樺太之水産  〔昭和八年〕

   昭和9．8 27P

   小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2，1 19

   コマ  N

 表紙刊年：昭和九年七月    （XA7908053）

樺太庁．農林部水産物検査所

 水産物検査概要  〔昭和八年〕

   昭和9．647P
   小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 29

   コマ N         （XA7908053）

樺太庁．農林部水産物検査所

 水産物検査概要  〔昭和九年〕

   昭和10．647p
   小樽商科大学経済研究所所蔵 S552．1 29

   コマ N         （XA7908053）

樺太庁．農林部水産物検査所

 水産物検査概要  〔昭和十年〕

   昭和11，7 48P

   北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 30

   コマ N          （XA8018003）

樺太庁．殖産部水産物検査所

 水産物検査概要  〔昭和十一年〕

   昭和12．659P
   北海道大学附属図書館所蔵 S55，1，17 35

   コマN    （XA8018003）

樺太庁．殖産部水産物検査所

 水産物検査概要  〔昭和十二年〕

   昭和13．5 54P

   北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 32

   コマ N         （XA8018003）

1669 樺太庁。殖産部水産物検査所

    水産物検査概要  〔昭和十三年〕

      昭和14．5 56P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 34

      コマ N        （XA8018003）

1670 樺太庁．農林部水産物検査所

    水産物検査統計書 第一回 昭和九年

      昭和10，11 152P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 83

      コマ N        （XA8018002）

1671 樺太庁．農林部水産物検査所

    水産物検査統計書 第：＝：回 昭和十年

      昭和11．3 165P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1，17 89

      コマ N         （XA8018002）

1672 樺太庁．殖産部水産物検査所

    水産物検査統計書 第三回 昭和十一年

      昭和12．3 187P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 99

      コマ N         （XA8018002）

1675 樺太庁．殖産部水産物検査所

    水産物検査統計書 第六回 昭和十四年

      昭和15．7 257P

      農林省図書館所蔵 S55．2．1135コマ N

    原本乱丁あり 撮影マ・    （XA7908052）

1674 樺太庁．殖産部水産物検査所

    水産物検査統計書 第七回 昭和十五年

      昭和16．7287P

      農林省図書館所蔵 S55．2．1 150コマ N

                   （XA7908052）

16フ5 樺太庁．拓殖部

    水産統計 第壱回

      大正13．3 155P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55，1，17 84

      コマ N

    内容年1大正11年        （XA8018002）

1676 樺太建網漁業水産組合聯合会

    大正三年改正漁業料井最近三ケ年収獲高

      大正4．2 59p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 33

      コマ N         （XA7908053）
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1677 樺太建網漁業水産組合聯合会

    大正五年改正漁業料井最近三ケ年収獲高

      大正5．159p

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 33

      コマ N         （XA7908053）

1678 大泊商工会議所

    主要水産物の出廻期価格に就いて

      〔昭和8．10〕 4p 謄写

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 7

      コマ N         （XA7908053）

〔工 業〕

1679 樺太庁．調査課

    工場名簿 （附鉱山名簿） 昭和十一年十二月末

    日現在

      昭和12．1227P

      総理府統計局所蔵 S54．12．24 19コマ N

                   （XA7908031）

1ξ80 樺太庁．内務部調査課

    工場名簿 （附 鉱山名簿） 昭和十二年十二月末

    日現在

      昭和14．128P

      総理府統計局所蔵 S54．12．24 19コマ N

                   （XA7908031）

1681 樺太庁．内務部調整課

    工場名簿 （附 鉱山名簿） 昭和十三年十二月末

    日現在

      昭和15．229P

      総理府統計局所蔵 S54．12，24 20コマ N

                   （XA7908031）

16艇 樺太庁。内務部物資調整課

    工場名簿 （附 鉱山名簿） 昭和十四年十二月末

    日現在

      昭和16．4 28P

      総理府統計局所蔵 S54．12．24 20コマ N

                   （XA7908031）

〔エネルギー産業〕

1685 樺太庁．内務部逓信課

    電気事業統計要覧 第一回 昭和五年末現在

      昭和7．7 15P

      滋賀大学附属図書館経済学部分館所蔵 S50．

      2．12 14コマ N     （XA7908033）

1684 樺太庁．逓信課

    電気事業要覧 第三回 昭和九年末現在

      樺太電気協会 昭和10．9 96p

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．2568コマ N

                   （XA7908033）

1685 樺太庁．逓信課

    電気事業要覧 第六回 昭和十二年末現在

      樺太電気協会 昭和13・10 1α）p

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 68コマ N

                   （XA7908033）

〔商 業〕

1（i86 樺太庁

    商業実情調査書

      昭和13．3 40，105P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 80コマ N

    昭和12年1月調      （XA7908033）

168フ 樺太庁．商工課

    樺太の商工業

      〔大正13．6〕 71p

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 45

      コマ  N

    内容年：大正11年       （XA8018003）

〔貿 易〕

1688 樺太庁．調査課

    貿易年表 昭和九年

      n．d。26 p

      農林省図書館所蔵 S54．12．24 19コマ N

                   （XA7908031）

1689 樺太庁．調査課

    貿易統計表 昭和十年

      n．d．38 p

      農林省図書館所蔵 S54．12．24 25コマ N

                   （XA7908031）

1690 樺太庁．調査課

    貿易統計表 昭和十一年

      昭和12．9 34P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 23コ『7

      N            （XA7908031）

1691 樺太庁．内務部調査課

    貿易統計表 昭和十二年

      昭和13．10 37P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 25コマ

      N            （XA7908031）
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r運 輸〕

1692 樺太庁．鉄道事務所

    豊強線建設概要

      昭和3，945p 写真21枚 図2枚

      小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．1 58

      コマ N         （XA7908052）

1695 〔樺太庁．鉄道事務所〕

    樺太庁鉄道事務所歳入歳出科目井解疏 昭和九年度

      n．d．22 p

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 17

      コーマ N

    昭和九年二月置第二四号別冊   （XA8018003）

1694樺太庁．鉄道事務所

    年報 大正十一年度

      大正13．4 43，69p

      北海道大学附属図書館所蔵 S55．1．17 79

      コマ N        （XA8018003）

1695 樺太庁．鉄道事務所

    年報 大正十二年度

      大正14．4 48，89P

      北海道大学附属図書館所蔵 S55，1．17 93

      コマ N        （XA8018003）

り696 樺太庁．鉄道事務所

    年報 大正十三年度

      大正15．4 47，115P

      東京大学経済学部／総理府統計局所蔵 S54，

      12．24 89十9コマ N   （XA7908024）

1697樺太庁。鉄道事務所

    年報 大正十四年度

      昭和2．12 48，121p

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 101コマ

      N（XA7908024）
16％ 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和元年度

      昭和3．449，111P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 97コマ

      N             （XA7908024）

1699樺太庁。鉄道事務所

    年報 昭和二年度

     昭和4．5 56，137P

      東京大学経済学部所蔵 S54，12．24 113コマ

      N            （XA7908024）

1700 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和三年度

      昭和5．8 78，154p

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 135コマ

      N            （XA7908024）

唱701 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和四年度

      昭和6．7 56，178P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24138コマ

      N            （XA7908025）

1フ02 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和五年度

      昭和7．8 39，176P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12，24 130コマ

      N            （XA7908025）

1705 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和六年度

      昭和8．742，229P

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 151コマ

      N             （XA7908025）

1刀4 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和七年度

      昭和9．8 2，42，225p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 153

      コマ N          （XA7908028）

1705 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和八年度

      昭和10．11 2，45，237p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 160

      コーマ N         （XA7908028）

1706 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和九年度

      昭和11．11 2，49，233p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 158

      コマ N        （XA7908〔〕28）

1707 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和拾年度

      昭和12．12 55，243P

      総理府統計局所蔵 S54，12，24 171コマ N

                   （XA7908025）

17〔B 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和拾壱年度
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      昭和13，10 60，253P

      総理府統計局所蔵 S54．12，24 174コマ N

                   （XA7908030）

で709 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和拾弐年度

      昭和15．3 53，259p

      総理府統計局所蔵 S54．12．24 173コマ N

                   （XA7908030）

1710 樺太庁．鉄道事務所

    年報 昭和拾参年度

      昭和15．12 45，267p

      総理府統計局所蔵 S54．12．24 173コマ N

                   （XA7908030）

霊711 樺太庁．土木課

    樺太ノ道路・港湾及船入澗

      n．d．91 p 図27枚

      東京大学経済学部所蔵 S54．12．24 79コマ

      N

    昭和8年離調         （XA7908031）

1712 樺太庁

    樺太の港湾要覧

      昭和12．5 21P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 14コマ N

                   （XA7908033）

〔通 信〕

1715 樺太庁．内務部逓信課

    樺太庁電信電話施設一覧表 昭和五年度末

      n．d． 79 P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12、1050コマ

      N             （XA7908029）

1714 樺太庁．内務部逓信課

    樺太庁電信電話施設一覧表 昭和七年度

      n．d．95 P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12，1056コマ

      N           （XA7908029）

1715 樺太庁．内務部逓信課

    樺太庁電信電話施設一覧表 昭和八年度

      n．d．82 p

      大分大学経済研究所所蔵  S54．12．10 49十

      1コマ  N

    正誤表1葉は（XA7908033）にあり

                   （XA790802））

1716 樺太庁．内務部逓信課

    樺太庁電信電話施設一覧表 昭和九年度

      n．d．83 p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1050コマ

      N            （XA7908029）

1717 樺太庁．内務部逓信課

    樺太庁電信電話施設一覧 昭和十年度

      昭和ユ1．9107P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1064コマ

      N            （XA7908029）

1718 樺太庁．交通部逓信課

    樺太庁電信電話施設一覧 昭和十一年度

      昭和12．8 110p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1065コマ

      N            （XA7908029）

η19 樺太庁．交通部逓信課

    樺太庁電信電話施設一覧 昭和十二年度

      昭和13．9 73P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．2546コマ N

                   （XA7908033）

1720 樺太庁．交通部逓信課

    樺太庁電信電話施設．一覧 昭和十四年度

      昭和15．12 78p

      大分大学経済研究所所蔵 S54，12．1051コマ

      N            （XA7908029）

↑721 樺太庁．逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和五年度

      昭和7．7 92p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1069コマ

      N            （XA7908027）

1722 樺太庁．逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和六年度

      昭和8．3 91p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12，1069コマ

      N            （XA7908027）

1725 樺太庁．逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和七年度

      昭和8．8 95p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12，1072コマ

      N            （XA7908027）

1724 樺太庁．逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和八年度
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      昭和9．10 91P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1070コマ

      N            （XA7908028）

1725 樺太庁．逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和九年度

      昭和10．10 95P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1072コマ

      N            （XA7908028）

1726 樺太庁．逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和十年度

      昭和ll．10 95 P

      大分大学経済研究所所蔵 S54． i2，1072コマ

      N             （XA 7908028）

1ア27 樺太庁，交通部逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和十一年度

      昭和12．11 97P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 73コマ N

                   （XA7908033）

1728 樺太庁．交通部逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和十二年度

      昭和13．11 97P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 73コマ N

                   （XA7908033）

1729 樺太庁．交通部逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和十三年度

      昭和14．11 97P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．25 73コマ N

                   （XA7908033）

1750 樺太庁．交通部逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和十四年度

      昭和16，2 99P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．2574コマ N

                   （XA 7908033）

1751樺太庁．交通部逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和十五年度

      昭和16，1193P

      全国樺太連盟所蔵 S54．12．2571コマ N

                   （XA7908033）

1752 樺太庁．交通部逓信課

    樺太逓信事業統計要覧 昭和十六年度

      昭和17、12．95P

      総理府統計局所蔵 S54．12，24 72コマ N

                   （XA7908031）
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1753
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1735

1756
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1738

1739

島〕

北海道．千島調査所

 千島調査書

   北海道総務部領土復帰北方漁業対策本部

   昭和32．12 193P

   北方領土問題対策協会 S54．12，20 104コマ

   N

 昭和14～16年次調査のもののリプリント版

                （XA7908034）

北海道．学務部職業課

 北千島漁業拉二其ノ労働事情論

   〔昭和13．8〕 142P

   小樽商科大学経済研究所所蔵 S55，2．1 90

   コマ  N

 巻末に文献リストあり     （XA7908053）

北千島水産会

 北千島水産業統計表 大正五年以来

   昭和9．2 13p 図表5枚

   北海道庁総務部行政資料課所蔵 S55．1．21

   15コマ N        （XA8018004）

北千島水産会

 北千島水産業統計表 昭和九年以来

   昭和13．38枚

   北海道庁総務部行政資料課所蔵 S55．1．21

   10コマ N        （XA8018004）

小樽高等商業学校．北海道経済研究所

 経済上より見たる新興北千島漁業

   杉山書店 昭和10，9 122p

   小樽商科大学経済研究所所蔵 S55．2．176

   コマ N          （XA7908053）

朝 鮮

朝鮮銀行．京城総裁席調査課

 京城卸売物価調 昭和十五年四月，七月～十二月，

 十六年一月～九月，十二月，十七年一月

   昭和15．5～17．2 18枚

   産業政策史研究所所蔵 S55，12 2シートN

                （YE8008015）

朝鮮銀行．京城総裁席調査課

 京城労働賃銀調 昭和15年12月～16年6月，10

 月，11月

   n，d．9枚

   産業政策史研究所所蔵 S55．12 1シートN

                （YE8008016）



1ア40 朝鮮殖産銀行．調査部

    朝鮮事業成績 附分析比率 昭和十七年 （昭和十

    八年版）

     昭和18．12 25，28p

     京都大学農学部農経教室所蔵 米 74コマN

                   （XA7919001）

1741朝鮮総督府

    工産統計 昭和九年

      n．d．41 p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．3．725コ・7

      N E          （XA7808121）

1742 朝鮮総督府

    工産統計 昭和十年

      n．d．44 p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．3．7 26コマ

      N E          （XA7808121）

1745 朝鮮総督府

    〔朝鮮の中産統計 昭和十三年度〕

      n．d．1冊

      大分大学経済研究所所蔵 S55．11．17コマ

      N

    ゼロックス版より撮影     （XA8008051）

1744 朝鮮総督府

    農業統計書 大正拾弐年

      n．d．33 p

      京都大学農学部農経教室所蔵 S54．4 45

      コマ N         （XA8019001）

1745朝鮮総督府

    農業統計表 昭和五年

      昭和7．3 35P

      京都大学経済学部所蔵 S55．3．28 37コマ

      N            （XA8008002）

1746 朝鮮総督府

    農業統計表 昭和七年

目     昭和8．12 104p

      京都大学農学部農経教室所蔵 米 56コマ

      N            （XA7919001）

1747朝鮮総督府

    農業統計表 昭和八年

      昭和9．12 110p

      東京大学経済学部所蔵 S55．3．28 60コマ

      N            （XA800紋）02）

1748

1749

17田

1751

1752

1755

1754

朝鮮総督府．殖産局

 朝鮮の米

   大正15．6 72，17p 17枚

   京都大学農学部心経教室所蔵 米 78コマ N

 附録：朝鮮産米増殖計画    （XA7919001）

朝鮮総督府．財務局

 金融組合要覧 第三次

   朝鮮経済協会 昭和3．7 228p 地図

   大阪市立大学附属図書館所蔵 S55．10．13

   127コマ  N

 大正14年度末現在       （XA8008051）

京城府

 商工累年統計書

   大正14．12 69P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．3．747コマ

   N  E

 内容年：大正1，5，8～13年   （XA7808121）

京城府

 商工累年統計

   昭和3．10 99p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．3．7 63コマ

   N  E

 内容年：大正1～昭和2年    （XA7808121）

南満洲鉄道株式会社．京城管理局

 統計年報 大正十年度

   大正11．12 233p 図表

   北海道大学附属図書館所蔵 S54．10．19 149

   コーマ N

 朝鮮鉄道を満鉄が管理していた時期の年報  「朝鮮

 総督府鉄道局年報」につづく（以下同じ）

                （XA7908019）

南満洲鉄道株式会社．京城管理局

 統計年報 大正十一年度

   大正12．12 253p 図表

   北海道大学附属図書館所蔵 S54．10．19 160

   コマ N         （XA7908019）

南満洲鉄道株式会社．京城管理局

 統計年報 大正十二年度

   大正13．12 282p

   北海道大学附属図書館所蔵 S54．10．19 174

   コマ N          （XA7908019）
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 〔朝鮮各地商工会議所資料〕

1755 朝鮮商工会議所

    朝鮮商工会議所一覧 昭和十三年度

      昭和13．11 81P

      北海道大学附属図書館所蔵 S54．10， lg 48

      コr7 N E       （XA7908020）

1ア56 鎮南浦商業会議所

    統計年表 大正十三年 （鎮南浦商業会議所時報

    号外）

      大正14，10 餌P

      東京商エ会議所所蔵 S54．10．8 16コマ N

      E            （XA7908115）

1757 鎮南浦商工会議所

    鎮南浦産業統計 昭和九年 （鎮南浦商工会議所時

    報 第八十七号）

      昭和9．12．73P

      大阪商工会議所所蔵 S55．1．2444コマ N

      E

    内容年：昭和8年度       （XA7908113）

1758 鎮南浦商工会議所

    鎮南浦統計年報 昭和十一年版 （鎮南浦商工会議

    所時報 第九一五号）

      昭和11．11126P

      大分大学経済研究所所蔵 S馴．5．15 77コマ

      N E          （XA7908015）

1759 釜山日本人商業会議所

    釜山日本人商業会議所年報 明治参拾七年

      明治38．12 185P

      東京商工会議所所蔵 S54．10．997コマ N

      E            （XA7908117）

1760 釜山商業会議所

    釜山港経済統計要覧 附 会社・商L組合・工場及

    市場 大正九年

      大正10．7 118p

      東京商工会議所／大阪商工会議所所蔵 S54．

      10．9／55．5．1465十2コマNE

                   （XA7908ユ17）

1761 釜山商業会議所

    釜山港経済統計要覧 附 会社・商工組合・工場及

    市場 大正十年

      大1Ell．8 117p

      東京商量会議所所蔵 S54．10，9 65コマ N

      E             （XA7908117）

1762

1765

1764

1765

1766

1767

1768

1769

釜山商業会議所

 釜山港経済統計要覧 附 会社・商工組合・工場及

 市場 大正十一年

   大正12．8 122p

   東京商工会議所所蔵 S54．10，9 67コマ N

   E            （XA7908117）

釜山商業会議所

 釜山港経済統計要覧 大正十二年

   大正13．10 50，15P

   東京商工会議所所蔵 S54．10，9 39コマN

   E            （XA7908117）

釜山商業会議所

 釜山港経済統計要覧 大正十三年

   大正14，4 57，16p

   東京商エ会議所所蔵 S54．10．943コマ N

   E            （XA7908117）

釜山商業会議所

 釜山港経済統計要覧 大正十五年

   大正15．779，15P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1056コマ

   N  E

 内容年：大正14年      （XA7908119）

釜山商業会議所

 釜山港経済統計要覧 昭和元年

   昭和2．9 123，34p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1092コマ

   N E          （XA7908119）

釜山商業会議所

 釜山港経済統計要覧 昭和弐年

   昭和3．10 122，訂P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 92コマ

   N E          （XA7908119）

釜山商業会議所

 釜山港経済統計要覧 昭和三年

   昭和4．10 140，39p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12，10 103

   コマ N E       （XA7908119）

釜山商工会議所

 釜山港経済統計要覧 昭和四年

   昭和5．10 138，41p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 105

   コマ N E       （XA7908119）

一50一



1770 釜山商工会議所

    釜山港経済統計要覧 昭和六年

      昭和6．11 163p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1091コマ

      N  E

    内容年：昭和5年       （XA7908i20）

1771釜山商工会議所

    釜山港経済統計要覧 昭和七年

      昭和7．ll l26 p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1072コマ

      N  E

    内容年：昭和6年       （XA7908120）

1772 釜山商工会議所

    統計年報 昭和七年

      昭和7．11 126P

      東京商工会議所所蔵 S54、10．9 69コ口 N

      E            （XA7908117）

1775 釜山商工会議所

    統計年報 昭和十二年版

      昭和12．12 181p

      東京商工会議所所蔵 S54．10．9 98コマ N

      E

    内容年：昭和11年目      （XA7908117）

1774 元山商業会議所

    元山商業会議所統計年報 大正五年

      大正6．12 176p

      東京商工会議所所蔵 S54．10．8 94コマ N

      E            （XA7908115）

1775 元山商業会議所

    統計年報 大正六年

     大正7、9 140P

     東京商J＝会議所所蔵 S54．10，8 86コマ N

      E             （XA7908115）

1776 元山商業会議所

    統計年報 大正七年

     大正9．3 158p

     東京商エ会議所所蔵 S54．10．8 84コマ N

      E             （XA7908116）

1777 元山商業会議所

    統計年報 大正九年

      大正10．11 168P

      東京商エ会議所所蔵 S54．10．8 108コマ

      N E           （XA7908116）

1778

1779

1780

1781

1ア82

1785

1784

1785

1ア86

元山商業会議所

 統計年報 大正拾年

   大正12．1 154P

   東京商エ会議所所蔵 S54．10．8 99コマ N

   E            （XA7908116）

元山商業会議所

 統計年報 大正十一年

   大正工2．12 157P

   東京商工会議所所蔵 S54．10．8 96コマ N

   E            （XA7908116）

元山商業会議所

 統計年報 大正十二年

   大正13．9 145p

   東京商工会議所所蔵 S54．10．8 79コマ N

   E            （XA7908116）

元山商業会議所

 統計年報 大正十三年

   大1E14．10 141p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 93コマ

   N E          （XA7908015）

元山商業会議所

 統計年報 大正十四年

   大正15，9 140，17p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 101コマ

   N E          （XA7908015）

元山商業会議所

 統計年報 大正十五 昭和元年

   昭和2．8 152，14P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 100コマ

   N E           （XA7908015）

元山商業会議所

 統計年報 昭和二年

   昭和3．9 142，16P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 94コマ

   N E          （XA7908015）

元山商業会議所

 統計年報 昭和三年

   昭和4，9 136，15p

   東京商工会議所所蔵 S54．10．8 82コマ N

   E            （XA7908116）

元山商業会議所

 統計年報 昭和四年
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      昭和5．8 113，14P

      東京商工会議所所蔵 S54．10．870コマ N

      E             （XA7908工16）

霊787 元山商工会議所

    統計年報 昭和五年

      昭和6．9 94P

      東京商工会議所所蔵 S5440．8 52コマ N

      E            （XA7908116）

1788 元山商工会議所

    統計年報 昭和六年

      昭和7．11 92P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 52コマ

      N E           （XA7908015）

1フ89 元山商工会議所

    統計年報 昭和七年

      昭和8．11 90p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 51コマ

      N E           （XA7908015）

1790 元山商工会議所

    統計年報 昭和八年

      昭和9．10．155P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．884コマ

      N E          （XA7908015）

1791 元山商工会議所

    統計年報 昭和九年

      昭和10．11 181p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 99コマ

      N E          （XA7908015）

1792 元山商工会議所

    元山商工会議所統計年報 昭和十年

      昭和12．4 169P

      東京商工会議所所蔵 S54．10．8 92コマ N

      E             （XA7908116）

1793 元山商工会議所

    統計年報 昭和十一年

      昭和13．4 199P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 105コマ

      N E          （XA7908016）

1794 元山商工会議所

    統計年報 昭和十二年・昭和十三年

      昭和15．10 197p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 1（辺コマ

      N E           （XA7908016）

1795 元山商工会議所

    統計年報 昭和十四年

      昭和16．6．77P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 44コマ

      NE  ’  （XA7908016）

1796 元山商工会議所

    統計年報 昭和十五年

      昭和17．4 62P

      東京商工会議所所蔵 S54．10．8 33コマ N

      E            （XA7908116）

1刃7 平壌商業会議所

    統計年報 大正九年

      大正10．11 109p

      東京商エ会議所所蔵 S54．10．8 59十1コマ

      N E           （XA7908115）

1フ98 平壌商業会議所

    統計年報 昭和四年版 自大正十三年至昭和三年

      昭和4．11 10，185p

      東京商工会議所所蔵 S54．10．9 99コマ N

      E            （XA7908118）

1799 平壌商業会議所

    統計年報 昭和五年版 昭和四年

      昭和5．8 166P

      東京商工会議所所蔵 S54．10．8 89コマ N

      E            （XA7908115）

1800 平壌商工会議所

    統計年報 昭和六年版 昭和五年

      昭和6，9 243P

      大分大学経済研究所所蔵 S54，9．8 129コマ

      N E          （XA7908014）

1801 平壌商工会議所

    統計年報 昭和七年版 昭和六年

      昭和7．9 268P

      東京商工会議所所蔵 S54．10．8 140コマ

      N E           （XA7908115）

1802 平壌商工会議所

    統計年報 昭和八年版 昭和七年

      昭和8．9276p
      大分大学経済研究所所蔵 S54，g．8．145コマ

      N E           （XA7908014）

1805 平壌商工会議所

    統計年報 昭和九年版 昭和八年
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      昭和9．9 174P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 94コマ

      N E          （XA7908014）

18図 平壌商工会議所

    統計年報 昭和十年版 昭和九年

      昭和10．9 176P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 95コマ

      N E           （XA7908014）

1805 平壌商工会議所

    統計年報 昭和十一年版 昭和十一年

      昭和11．10 190P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 103コマ

      N E

    内容年：昭和10年       （XA7908014）

1806 平壌商工会議所

    統計年報 昭和十二年版 昭和十一年

      昭和12．10 190p

      東京商工会議所所蔵 S54．10．9 101コマN

      E            （XA7908118）

1807平壊商工会議所

    統計年報 昭和十四年版 昭和十三年

      昭和15．3209P

      東京商工会議所所蔵 S54．10．8 112コマN

      正】            （XA7908115）

1808 平壌商工会議所

    統計年報 昭和十四年

      昭和15．12203P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 108コマ

      N E          （XA7908014）

18〔P仁川商業会議所

    統計年報 大正十四年

      大正工5．4 79P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9、846コマ

      N E          （XA7908017）

1810仁川商業会議所

    統計年報 昭和元年．二年

     昭和3．11259p
     大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 136コマ

      N E          （XA7908017）

で811仁川商業会議所

    統計年報 昭和三年

     昭和4．ll 185 p
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1812

1815

1814

1815

1816

18η

1818

1819

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 99コマ

   N E          （XA7908017）

仁川商工会議所

 統計年報 昭和四年，五年．六年

   昭和7．12187P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 100コマ

   N E          （XA7908017）

仁川商工会議所

 統計年報 昭和七年

   昭和8．10 173P

   東京商工会議所所蔵 S54．10．9 盟コマ N

   E            （XA7908117）

仁川商工会議所

 統計年報 昭和八年

   昭和9．10 164p

   東京商工会議所所蔵 S54．10，987コマ N

   E            （XA7908117）

仁川商工会議所

 統計年報 昭和九年

   昭和10．12 179P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 96コマ

   N E          （XA7908017）

仁川商工会議所

 統計年報 昭和十年

   昭和12．3203P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 108コマ

   N E          （XA7908017）

仁川商工会議所

 統計年報 昭和十一年

   昭和13．2 201P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 107コマ

   N E          （XA7908017）

仁川商工会議所

 統計年報 昭和十二年

   昭和13．8 201P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 107コマ

   N E          （XA7908017）

京城日本人商業会議所

 京城日本人商業会議所年報 明治三十八年度

   n．d． 131，103 p

   東京商工会議所所蔵 S54．3．9 181コマ N

   E



1820

1821

1822

1825

1824

1825

1826

1827

 頁付ミスあり         （XA7808117）

京城日本人商業会議所

 韓国京城日本人商業会議所年報 明治四十年（韓国

 隆煕元年）

   明治4L8 261 p

   東京商工会議所所蔵 S54．3．9 162コマ N

   E             （XA7808117）

京城日本人商業会議所

 韓国京城日本人商業会議所年報 明治四十一年（韓

 国隆煕二年）

   昭和42．9 172P

   東京商エ会議所所蔵 S54．3．9 97コマ N

   E            （XA7808117）

京城日本人商業会議所

 韓国京城日本人商業会議所年報 明治四十二年

   明治43．9 128p

   東京商エ会議所所蔵 S54．3．9 67コマ N

   E

 本文p．69～84落丁あり    （XA7808117）

京城日本人商業会議所

 商業会議所年報 明治四十三年

   明治44．9 164p

   東京商工会議所所蔵 S54．3，993コマ N

   E           （XA7808117）

京城日本人商業会議所

 商業会議所年報 明治四十四年

   大正1．11 236P

   東京商工会議所所蔵 S54．3．9133コマ N

   E            （XA7808117）

京城日本人商業会議所

 商業会議所年報 大正元年

   n．d．216 p

   東京腰蓑会議所所蔵 S54．3．9 124コマ N

   E             （XA78081】7）

京城商工会議所

 統計年報 昭和十七年

   昭和19．9 121P

   東京日立会議所所蔵 S54．10．867コマ N

   E            （XA7908116）

京城商工会議所

 経済月報 第参百弐拾四号～第参百参拾五号 （昭

 和十八年一月～十八年拾弐月）

一54一

1828

1829

1830

1831

18酸

1855

1854

   昭和18．1～18．12 12冊

   北海道大学附属図書館所蔵 S54．10．18 452

   コマ  N

 内容：昭和17年12月～18年11月分

                （XA 7908020）

群山商工会議所

 統計年報 昭和十三年

   昭和14．874P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．5．1544コマ

   N E           （XA7908015）

群山商工会議所

 統計年報 昭和十四年

   昭和15．1274P

   大分大学経済研究所所蔵 S騒，5．15 45コマ

   N E          （XA7908015）

馬山商工会議所

 統計年報 昭和十四年度版

   昭和15．550P

   大阪商工会議所所蔵 S55．1．24 30コマ N

   E            （XA7908113）

木浦日本人商業会議所

 木浦日本人商業会議所報告 第七号 明治三十九年

 分

   n．d． 112，18 p

   東京商エ会議所所蔵 S54．10．9 70コマN

   E            （XA79081正8）

木浦日本人商業会議所

 木浦日本人商業会議所報告 第八号 明治四十年分

   n．d． 139，20 p

   東京商エ会議所所蔵 S54．10．985コマN

   E            （XA7908118）

木浦商業会議所

 統計年報 明治四十四年度

   大正2．565，22p

   東京商エ会議所所蔵 S54．10．949コマN

   E

 附．明治四十四年度事務報告

 木浦商業会議所月報臨時増刊   （XA7908118）

木浦商業会議所

 統計年報 大正六年

   大正8．484，11P

   東京商工会議所所蔵 S54．10．955コマN

   E



    木浦商業会議所月報臨時増刊   （XA7908118）

1855 木浦商業会議所

    統計年報 大正九年

      大正10．11 91，12P

      東京商工会議所所蔵 S54，10，95gコマ N

      E

    木浦商業会議所月報附録     （XA7908118）

1836 木浦商業会議所

    統計年報 大正十三年

      大正14．7 125，6P

      東京商エ会議所所蔵 S54．10，973コマ N

      E

    木浦商業会議所月報附録     （XA7908118）

1857 木浦商工会議所

    統計年報 昭和四年

      昭和5．12 270P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 156コマ

      NE     （XA7908016）

侶58 木浦商工会議所

    統計年報 昭和六年

      昭和7．8 312P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9．8 17gコマ

      N E         （XA7908016）

18ろ9 木浦商工会議所

    統計年報 昭和十三年

      昭和14、12 367P

      大分大学経済研究所所蔵 S54．9，8 196コマ

      N E          （XA7908016）

1840 木浦商工会議所

    統計年報 昭和十四年

      昭和15．12 326p

      大分大学経済研究所所蔵 S549．8 175コマ

      N E          （XA7908016）

1841清津商工会議所

    統計年報 昭和十二年版

      昭和12．ll167p

      大分大学経済研究所所蔵 S54．12，10 95

      コマ N E

    内容年：昭和11年       （XA7908120）

1842 清津商工会議所

    清津商工会議所統計年報 昭和十三年

      昭和13．11 96p

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 56

   コマ  N  E

 内容年：昭和】2年        （XA7908120）

清津商工会議所

 清津商工会議所統計年報 昭和十五年版 第一輯，

 第二輯

   昭和15．8 28p十40 p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．10 21＋

   26コーマ N  E

 原本破損あり 第一輯表紙及p．1の一部欠

                （XA7908120）

新義州商工会議所

 統計年報 昭和十二年版  〔昭和十一年〕

   昭和ユ2．12 107P

   東京商工会議所所蔵 S54．10．8 60コマ N

   E           （XA7908U5）

新義州商工会議所

 統計年報 昭和十五年版  〔昭和十四年〕

   昭和15．ll 151 P

   東京商一■会議所所蔵 S54．10．8 81コマ N

   E            （XA79G8115）

大田商工会議所

 統計年報 昭和九年

   昭和10，ll 79 P

   大阪商工会議所所蔵 S55，1．24 52コマN

   E            （XA7908U3＞

大田商工会議所

 統計年報 昭和十年

   昭和11，10 86P

   大阪商工会議所所蔵 S55．1．24 5エコマ N

   E            （XA7908113）

大田商工会議所

 統計年報 昭和十一年

   昭和12．12 86P

   大阪商工会議所所蔵 S55．1．24 50コマN

   E            （XA7908113）

大邸商業会議所

 統計年報 昭和二年

   昭和3．11 43P

   東京商工会議所所蔵 S54．1．24 50コマ N

   E            （XA7908117）

一55一



1850

1851

1852

1853

葉854

1855

1856

1857

大邸商工会議所

 統計年報 昭和五年

   n．d．56 p

   東京商工会議所所蔵 S54．10．931コマ N

   E            （XA7908117）

大郎商工会議所

 統計年報 昭和六年

   昭和7．6 50P

   大分大学経済研究所所蔵 S54，12．10 30コマ

   N E          （XA7908119）

大邸商工会議所

 統計年報 昭和七年

   昭和8．659p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1036コマ

   N E          （XA7908119）

大郎商工会議所

 統計年報 昭和八年

   昭和10．6 59p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1035コマ

   N E           （XA7908119）

大邸商工会議所

 統計年報 昭和九・十年度

   昭和13．2 33，51P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1051コマ

   N E          （XA7908119）

大邸商工会議所

 統計年報 昭和十三年版

   昭和13．12 61P

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．1036コマ

   N  E

 内容年：昭和11年       （XA7908119）

大邸商エ会議所

 統計年報 昭和十四年版

   昭和14、12 60P

   東京商工会議所所蔵 S54．10．934コマ N

   E

 内容年：昭和12年       （XA7908117）

大邸商工会議所

 統計年報 昭和十五年版  〔昭和十三年度・十四年

 度〕

   昭和15．1262，62P

   東京商工会議所所蔵 S54．10．968コマ N

   E            （XA7908117）

一56一

 4．

1858

1859

1860

1861

1862

186乙

1864

台 湾

台湾．高雄州総務部総務課

 高雄州統計書 昭和十四年

   昭和17．3 238，2P

   金融経済研究所所蔵 S55．10．12 148コマ

   N

 第六十一号           （XA8008051）

台湾総督府．農事試験場

 台湾重要農作物調査 第一篇 普通作物

   明治39．3 300p

   東京大学経済学部所蔵 S55．4．10 173コマ

   N             （XA8008003）

台湾総督府．農事試験場

 台湾重要農作物調査 第二篇 特用作物

   明治39．3 261P

   東京大学経済学部所蔵 S55．4．10 151コマ

   N            （XA8008003）

台湾総督府．農事試験場

 台湾重要農作物調査 第三篇 果物類．疏菜作物．

 附録

   明治39．387，8P

   Stanford Univ． Hoover Inst．所蔵 82

   コマ  P

 合冊：台湾農具図解（同所．明治37，10 33p）

               （XA7920001P）

台湾総督府．殖産局農務課

 農家経済調査 其ノー 米作農家 （農業基本調査

 書 第三十）

   昭和9．3 155p

   東京大学経済学部所蔵 S54．7．13 90コマ

   N

 調査年：昭和6年3月～7年2月 （XA7908006）

台湾総督府．殖産局

 生活必需物資価格指数 昭和十五年（四月以降），

 昭和十六年，十七年

   昭和18．12 48P

   東京商事会議所所蔵 S50．3．3 54コマ N

                （XA7508071）

台湾総督府．農商局

 生活必需物資価格指数 昭和十八年

   昭和19．5 42P

   大阪商工会議所所蔵 S51．4．8 62コマ N

                （XA7508071）



1865 台湾総督府．殖産局

    資源調査令二基ク工場関係資料集

      昭和6．2 4，133P

      九州大学附属図書館所蔵 S55．3．4 77コマ

      N  E

    昭和4年末現在        （XA7908034）

1866 台湾総督府．殖産局

    台湾米穀生産費調査の説明 （昭和九年掛二期作）

      昭和9．8（2版） 109，15p 1枚

      京都大学農学部農経教室所蔵 S54．4 77

      コマ N         （XA8019001）

186ア 台湾総督府．財務部

    台湾貿易年表 昭和十五年

      昭和16．12 809P

      天理図書館所蔵 米 427コマ P

                  （XA7916001P）

 5，関東州

1868 関東庁．文書課

    関東庁業態調査結果表 昭和二年

      昭和4．2481．18，124，31P’

      一橋大学附属図書館所蔵 S55．3．257コマ

      N

    付関東庁業態調査概説  （XA8008001）

1869 関東庁，文書課

    関東州貿易月表 大正十年一月～昭和十六年一月

      東京大学経済学部／山口大学東亜経済研究所／

      総理府統計局所蔵 S55，5．30／55．6．278

      リールN〔E〕
    内容：大正十年一月～十年十二月 （大正1α4～

       12．3）         （XA8008008）

       大正十二年一月～十三年十二月 （大正12．4

       ～14．3）        （XA8008009）

       大正十四年一月～十五年十二月 （不明～昭

       和2．2）      （XA8008010）

       昭和二年一月～十二月 （昭和2．3～3．3）

                   （XA8008011）

       昭和三年一月～十二月 （昭和3．3～4．2）

                   （XA8008012）

      昭和四年一月～十二月 （昭和4．3～5．2）

                   （XA8008013）

      昭和五年一月～十二月 （昭和5．2～6．1）

                   （XA8008014）

      昭和十四年一月，六月，十二月，昭和十五年

      一月，十六年一月 （昭和15，6～16．5）

    編者：昭和14年以降関東局   （XA8008019）

一57一

1870

1871

1872

1875

1874

1875

1876

1877

関東庁．臨時戸ロ調査部

 臨時戸ロ調査原表 大正九年 第一巻 世帯之部

   大正13．2 216P

   東京大学経済学部所蔵 S54．3．10115コマ

   N E          （XA7808119）

関東軍．臨時戸口調査部

 臨時戸口調査原表 大正九年 第二巻 人口之部

 （其ノー）

   大正13．2 807P

   東京大学経済学部所蔵 S54，3．10409コマ

   N E          （XA7808119）

関東庁．臨時戸ロ調査部

 臨時戸口調査原表 大正九年 第三巻 人口之部

 （其ノニ）

   大正13．2 979P

   東京大学経済学部所蔵 S54．3．10496コマ

   N E          （XA7808120）

関東庁．臨時戸ロ調査部

 臨時戸口調査 大正九年十月一日 比例篇

   大正13．3283p

   東京大学経済学部所蔵 S54．3．12 149コマ

   N E           （XA7808119）

関東庁．臨時戸ロ調査部

 臨時戸口調査 大正九年十月一日 記述篇 附 描

 画図

   大正13．3 335，24P

   東京大学経済学部所蔵 S54．3．12206コマ

   N E          （XA7808119）

関東都督府．文書課

 関東都督府統計書 第二

   〔明治41．9〕 403p

   法務省図書館所蔵 S54．2．19229コマ N
   E

 内容年：明治40年       （XA7808123）

関東局

 関東局統計書 第三十五 昭和十五年

   昭和16．12 23，289P

   総理府統計局所蔵 S54．4．14 194コマ N

   E             （XA7808158）

関東局

 関東局統計書 第三十六 昭和十六年

   昭和18．2 22，293p

   総理府統計局所蔵 S54．4．14 195コマ N

   E            （XA7808158）



1878 関東局

    関東州国勢調査 世帯及人口 昭和十五年

      昭和16．5 3，9P

      国立国会図書館所蔵 S54．2．2117コマ N

      E             （XA7808121）

1879 関東局．総務課

    関東州工場統計 昭和13年 （A）

      〔昭和15．2〕 2，9p

      農林省図書館所蔵 S54．3．7 10コマ N

      E             （XA7808121）

1880 関東局．文書課

    関東州工場統計 昭和14年 （A）

      〔昭和16．2〕 2，9P

      農林省図書館所蔵 S54．3．7 11コマ N

      E             （XA7808121）

1881 関東局．文書課

    関東州工場統計 昭和15年 （A）

      〔昭和16．12〕 2，9P

      農林省図書館所蔵 S54．3．710コマ N

      E             （XA7808121）

6．満 洲
  〔主題別細分類〕

〔国富．国民所得〕

1882 南満洲鉄道株式会社．経済調査会第五部

    昭和五年満洲国国民所得拉に国富計算書

      南満洲鉄道株式会社 昭和8．3 3，6，167p

      北海道大学附属図書館所蔵 S54．10，22102

      コマ N          （XA7908021）

1885 南満洲鉄道株式会社．経済調査会

    国民所得及国富調査に関する研究一特に満洲国に於

    ける場合の考察一

      南満洲鉄道株式会社 昭和9，4 50p

      北海道大学附属図書館所蔵 S54．10．19 29

      コマ  N

    「昭和五年満洲国国民所得鼓に国富計算書」の姉妹

    編（XA7908021）
1884 満洲国．財政部理財司理財科

    満洲（関東州ヲ含ム）国際収支調査書 康徳二年

      〔康徳3．9〕 541p

      大蔵省文庫所蔵 S53．1．6297コマ N

    書名は表紙欠により目次書名による

                   （XA7708050）

↑885 満洲国．経済部

    満洲国（関東州ヲ含ム）国際収支調査書 康徳四年

      〔康徳5，9〕 293p

      日本銀行調査局所蔵 S52．8．ll 162コマ N

                   （XA7708050）

1886 日満実業協会

    貿易上より観たる満洲国国単収麦の将来 大同二年

    康徳元年満洲国際収支

      昭和10．9 29P

      東京銀行協会銀行図書館所蔵 S52．9．24 18

      コマ N         （XA7708050）

〔生計調査〕

1887満洲国．国務院総務庁統計処

    家計調査報告 自康徳九年五月至康徳十年四月

      n．d．397 p 謄写

     総理府統計局所蔵 S56．LlO 211＋2コマ
      N

   原本印刷不良．p．191～194，211～212欠 （但し

    P．211～212については冠付のミスかどうか不明）

                   （XA8008088）

1888 満洲国．国務院総務庁統計処

    労働人生計調査報告 自康徳九年九月至康徳十年八

    月

      〔康徳11．7〕 145p 謄写

      総理府統計局所蔵 S56．1．10 82＋4コマ

      N            （XA8008088）

1889 満洲国．国務院総務庁統計処

    新京特別市二於テ施行セル臨時家計調査概要

      n．d． 163 p 謄写

      総理府統計局所蔵 S56．1．1094コマ N

    調査年：康徳2年5月～6月   （XA8008088）

〔農業 附 開拓〕

1890 満洲開拓史刊行会

    満洲開拓史

     昭和41．4835p 写真

     国立国会図書館／東京大学経済学部所蔵 S54．

      3．17／4．19452コーマHD

                  （XA7908058D）

1891 満洲国．実業部農務司農産科

    満洲国農業統計 康徳元年

      康徳2．6 58p

      農業総合研究所所蔵 S54．12．2137コマ

      N P        （XA7908022－P）
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1892

1893

1894

1895

1896

1897

18～B

満洲国．国務院産業部農務司

 縣技士見習生農村実態調査報告書 康徳四年度 錦

 州省睡中縣

   〔康徳5．12〕 341p

   農業総合研究所所蔵 S54．12，21 198コマ

   N P         （XA7908022－P）

満洲国．国務院産業部農務司

 農村実態調査報告書一農事合作社専務肇事候補者一

 康徳五年度 吉林省双陽縣

   〔康徳5．12〕 418p 謄写

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．21217

   コマ  N  P

 調査年：康徳4年     （XA7908023－P）

満洲国．興脚部農政司調査科

 農家経済調査報告 康徳7年度 経済収支篇 （興

 農部資料4号）

   〔康徳8．12〕 58p

   大分大学経済研究所所蔵 S54．12．2141コマ

   N P         （XA7908023－P）

満洲国．興一部農政司調査科

 農家経済調査報告 康徳8年度 経済収支篇 （興

 農部資料％号）

   n．d．50 p

   農業総合済研所所蔵 S54，12．21 32コマ

   N P        （XA7908023－P）

満洲国．腰髄部農政司調査科

 農家経済調査報告 （続） 康徳8年度 労働篇

 （興農部資料28号）

   〔康徳9．12〕  43枚

   京都大学農学部農経教室所蔵 米 53コマ

   N E          （XA7919001）

満洲国．臨時産業調査局

 農村実態調査一般調査報告書 康徳三年度 黒河省

 曖琿縣

   n。d． 450 p

   農林省図書館所蔵 S55．2．1241コマ NP

 内容年：康徳2年      （XA7908050－P）

満洲国．産業唱酬料理

 第二松花江漁業調査報告書  （産業部資料4）

   康徳4．10 238p 附表 写真

   国立国会図書館所蔵 S54．12．21165コマ

   N P

 調査年：康徳2年      （XA7908022－P）
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1899

1900

1901

1902

1～狙5

1904

1905

1906

満洲国．産業部資料科

 満洲国副業調査書 （産業部資料2）

   n．d． 99 P

   国立国会図書館所蔵 S54、12．2655コマN

   P

 調査年：康徳3年      （XA7908023－P）

満洲国，産業部資料科

 肉畜需給に関する調査報告書 （産業部資料10）

   n。d． 136 p

   東京大学経済学部所蔵 S54．12．21 73コマ

   N  P

 調査年：康徳2年     （XA7908023－P）

満洲国．産業部資料科

 農業基本統計調査集計表 康徳四年度 （産業部資

 料39）

   康徳5．12 5p

   農業総合研究所所蔵 S54．12．217コマ N

   P          （XA7908023－P）

満洲国．実業部臨時産業調査局

 主要農産物生産費 （産調資料45／12）

   康徳4．6 82p

   農業総合研究所所蔵 S54，12．2150コマ N

   P

 内容年：康徳3年度     （XA7908022－P）

満洲国．産業部資料科

 主要農産物生産費 康徳四年度 （産業部資料23）

   〔康徳5．7〕 84p

   東京大学経済学部所蔵 S54．12．21 50コマ

   N P         （XA7908022－P）

満洲国．産業部資料科

 土地利用区分計画報告書 康徳四年度 （産業部資

 料3）

   康徳5．1 170P 写真 地図

   東京大学経済学部所蔵 S54．12．21 121コマ

   N P        （XA7908022－P）

満洲国大同学院．図書部

 満洲国郷村社会実態調査抄 康徳元年度

   満洲国大同学院 康徳2．4 1616p

   農林省図書館（日本農業文庫）所蔵 S50，2．1

   820コマ N P    （XA7908051－P）

南満洲鉄道株式会社．産業部

 邦人農家経済調査報告 昭和九年度 （農家経済調

 査 第七輯 産業調査資料第二〇編）



      昭和12．885，24p 図表

      一橋大学附属図書館所蔵 S55．1．2892コマ

      N P        （XA7908050－P）

1907 南満洲鉄道株式会社．産業部

    北満二於ケル農家経済収支表 康徳元年度

      満洲国財政部・満鉄産業部 昭和12．7 288p

      京都大学経済学部所蔵 S54．4 150コマ N

    満洲国刊行康徳元年度「農村実態調査・戸別調査之

    部」による          （XA8019001）

1908 南満洲鉄道株式会社．産業部

    鮮人里家経済調査報告 第一編 昭和九年度労働の

    部（農家経済調査 第四輯 産業調査資料第二編）

      昭和12．1 101p 図表

      一橋大学附属図書館所蔵 S55．1．28 78コマ

      N P        （XA7908050－P）

 〔工 業〕

1909 関東庁．調査課

    全満工場名簿

      昭和8．12 205P

      総理府統計局所蔵 S54．3．12 166コマ N

    昭和7年12月末現在      （XA7808122）

1910 関東局．庶務課

    満洲工場名簿 昭和11年末現在

      関東局庶務課，満洲国産業部鉱工司，満鉄調査

      部資料課編 南満洲鉄道株式会社 昭和13，6

      309P

      国立国会図書館所蔵 S54．3．12 168コマ N

                   （XA7808122）

1911 満洲国．経済部工務司

    満洲国工場名簿 康徳七年末現在

      康徳8，12 361p

      総理府統計局／国立国会図書館所蔵 S54．3．

      12 189コマ N      （XA7808122）

1912 満洲国．産業部資料科

    満洲国工場統計 康徳参年

      康徳5．8 12，14，1009p

      一橋大学附属図書館所蔵 S55．3．28 526コマ

      N            （XA8008002）

1915満洲国．経済部資料科

    満洲国工場統計 康徳五年  （A）

      康徳7，7 73p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．1242コマ

      N E          （XA7808122）

1914 満洲国．経済部資料科

    満洲国工場統計 （B）

      康徳7．727，1631p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．9835コマ

      N E

    内容年：康徳5年        （XA7808118）

1915 満洲国．経済部工務司

    満洲国工場統計 康徳六年 （A）

      康徳8，7 103p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．1257コマ

      N E          （XA78081箆）

1916 満洲国．経済部工務司

    満洲国工場統計 康徳六年 （B）

      月晦8．7 29，843p

      北海道大学附属図書館所蔵 S54．10．22443

      コマ N E      （XA7908021）

1917 関東軍．文書課

    満洲工場統計速報 昭和15年・康徳7年

      関東局文書課，満洲国経済部工務司，満鉄新京

      支社調査室編  〔昭和16．12〕5，83p

      東京大学経済学部所蔵 S54．3．1249コマ

      NE     （XA7808122）

 7．中 国

1918 華興商業銀行

    経済彙刊 第3巻第1号～3巻7号 （民国31年1

    月～31年7月）

      民国31．3～31．10 9冊

      金融経済研究所所蔵 S54．7．18 105コマ N

    第3巻第1号は漢文。邦文ともあり

    第1巻第1号～20号，2巻1号～23号及臨時号は

    一橋大学経済研究所に所蔵あり  （XA7908006）

1919 広東建設庁．統計般

    国貨調査報告 民国十九年五月調査

      民国19．8 232p

      一橋大学経済研究所所蔵 S52．9．30 126コマ

      N H          （XA7708074）

1920 広西省政府．統計局

    広西年鑑 第一回 民国二十：二年

      〔民国22，12〕 845p

      一橋大学経済研究所所蔵 S52．9．29470コマ

      NH     （XA7708074）
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1921 広西省政府．統計局

    広西年鑑 第二回 民国二十四年

      民国25．5 1160．6p

      一橋大学経済研究所所蔵 S52．9．29 633コマ

      N H          （XA7708074＞

1922 横浜正金銀行．天津支店

    北支五省国際収支推計

      昭禾【1】3．5  95 p

      東京銀行本店調査部所蔵 S52．8．11 62コマ

      N

    （天津メモ第11号）    （XA77G8050）

 8，南洋群島

1925 Fluker， Robert， etc．

    The U函ted States and Japan in the West．

    ern Pacific；Micronesia and Papua New

    Guinea．（Jnterim repQrt）

      Univ． of Kansas． 1978．12 343 p 写真

      溝口敏行氏所蔵 S55．2．366コマ N

                   （XA7908059）

1924 南洋庁

    南洋群島臨時島勢調査書 昭和十四年 第一巻 統

    計表，第二巻 顯末

      昭和15．32冊（2，11，683p十115 p 地図

      20枚）

      総理府統計局所蔵 S54．10．5376十124コマ

      N E         （XA7908】00）

1925 南洋庁

    南洋群島要覧 昭和九年版  〔昭和八年〕

      昭和9．12 24，291p 地図

      北海道大学附属図書館所蔵 S訓．11．6 173

      コマ N          （XA7908018）

唖926 南洋庁

    南洋群島要覧 昭和拾年版

      昭和10．12 288p 写真 地図

      北海道大学附属図書館所蔵 S5410．18169

      コマ N         （XA7908018）

1927 南洋庁

    南洋群島要覧 昭和拾参年版

      昭和13．12 294p 写真 地図

      北海道大学附属図書館所蔵 S54．11．6 173

      コマ N          （XA79080畳8）

1928 南洋庁

    南洋群烏要覧 昭和十七年版

      日召禾017．12  235 p

      Stanfard Univ． Hoover Ins1．所蔵 143

      コマ  P

    昭和16年末調査

    撮影状態不良         （XA7920001P）

1929 南洋庁

    南洋庁統計年鑑 第三回  〔昭和八年〕

      昭和10．ll 4，174 p

      総理府統計局所蔵 S54．2．2 108コマ N

      E            （XA7808156）

19釦 南洋庁．調査課

    南洋庁統計年鑑 第八回  〔昭和十三年〕

      昭和15．3 142P

      総理府統計局所蔵 S54．2．282コマ NE

                   （XA7808156）

19乙1 南洋庁．内務部企画課

    南洋庁統計年鑑 第九回 昭和十四年

      昭和16．8 140P

      総理府統計局所蔵 S54．2．2 84コマ NE

                   （XA7808156）

1932 臨時南洋群島防備隊

    南洋群島勢調査報告

      大正11．3 】5，20，83p

      総理府統計局所蔵 S54．10．577コマ N

      E

    内容年：大正9年第1回国勢調査（XA7908100）
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戦前経済統計資料

 4．財政・金融

〔財 政〕

1955 熊本市

   〔熊本市特別税戸数割一 微収原案及修正可決一〕

   （市議会議事録による） 昭和9年度～14年度

      →←  美

      熊本市議会所蔵   4リール D

      国際開発センター所蔵フィルムより複製

              （XA7708036D～039D）

1934 内務省．地方局

    地方財政概要  〔明治24年度～33年度〕

      明治36．7 70p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2．1740

      コマ N E       （XA7608093）

1955 内務省．地方局

    地方財政概要 自明治三十三年度至明治四十二年度

      明治43．3 44p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2．1726

      コマ N E        （XA7608093）

1936 内務省．地方局

    地方財政概要 自明治三十四年度至明治四十三年度

      明治44．4 69p

      東京商工会議所所蔵 S52．2．1741コマ N

      E            （XA7608093）

1957 内務省．地方局

    地方財政概要 自明治三十六年度至大正元年度

      大正2．367p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52，2，17 43

      コマ N E       （XA7608093）

1958 内務省．地方局

    地方財政概要 大正三年度

      大正5．2 72p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2，17 45

      コマ N E       （XA7608093）

1939 内務省．地方局

    地方財政概要 大正七年度

      大正8．1 104p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2，17 62

      コマ N E       （XA7608093）

1940 内務省．地方局

    地方財政概要 大正八年度

      大正9，1129p

      東京粗垣会議所所蔵 S52．2．1779コマ N

      E            （XA7608093）

1941 内務省．地方局

    地方財政概要 大正九年度

      大正10．2 151P

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2．17 80

      コマ N E       （XA7608093）

1942 内務省．地方局

    地方財政概要 大正十年度

      大正11．1 109p

      東京商工会議所所蔵 S52．2，1759コマ N

      E            （XA7608093）

1945 内務省．地方局

    地方財政概要 大正十一年度

      大正12．1 109p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2．17 59

      コマ N E       （XA7608093）

1944 内務省．地方局

    地方財政概要 大正十二年度

      大正13．186p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2．17 47

      コマ N E

    刊年は表紙による       （XA7608093）

1945 内務省．地方局

    地方財政概要 大正十三年度

      大正14．185p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2．17 47

      コマNE   （XA7608093）

1946 内務省．地方局

    地方財政概要 大正十五年度

      昭和2．195p

      東京市政調査会図書館所蔵 S52．2．17 52

      コマ N E       （XA7608093）
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〔金

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

融〕

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第一次  〔明治36年〕

   明治37．687p

   一橋大学附属図書館所蔵 芸 4g十1コマ

   N  E

 表紙早撮：国立国会図書館所蔵（XA7708073）を

 みよ            （XA7403090）

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第二次  〔明治37年〕

   明治38．6 173p

   一橋大学附属図書館所蔵 芸 g2十1コマ

   N  E

 表紙補撮：国立国会図書館所蔵（XA7708073）を

 みよ            （XA7403090）

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第三次  〔明治38年〕

   明治39．7 55p

   一橋大学附属図書館所蔵 一）← 33コマ N

   E            （XA7403090）

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第四次  〔明治39年〕

   明治40．12 65P

   東京大学経済学部所蔵 苦 37コマ N E

                （XA7403090）

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第五次  〔明治40年〕

   明治41．1295p

   一橋大学附属図書館所蔵 芸 57コ入 N

   E            （XA7403090）

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第六次  〔明治41年〕

   明治42，12 121p

   一橋大学附属図書館所蔵 美 71コマ N

   E            （XA7403090）

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第七次  〔明治42年〕

   明治43．12 140p

   一橋大学附属図書館所蔵 芸 81コマ N

   E            （XA7403090）

農商務省．農務局

 産業組合要覧 第八次  〔明治43年〕

   明治45．1 150p

    一橋大学附属図書館所蔵 子 82十1コマ

      N  E

    表紙補撮：国立国会図書館所蔵（XA7708073）を

    みよ            （XA7403090）

1955 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第九次  〔明治44年〕

      大正1．9 154P

      一橋大学附属図書館所蔵 芸 83コマ N

      E            （XA7403090）

1956 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十次  〔大fE元年度〕

      大正3．7 50p

      一橋大学附属図書館所蔵 芸 31コマ N

      E            （XA7403091）

1957 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十一次  〔大正2年度〕

      大正4．8 92p

      農林中央金庫調査部所蔵 美 52コマ N

      E            （XA7403091）

曾58 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十二次  〔大正3年度〕

      大正5．10 92p

      東京大学経済学部所蔵 弊 52コマ N E

                   （XA7403091）

19田 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十三次 〔大正4年度〕

      大正6．H 94 p

      一橋大学附属図書館所蔵 芸 53コマ N

      E            （XA7403091）

19ω 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十四次  〔大正5年度〕

      大正8．6 102p

      農林中央金庫調査部所蔵 芸 57コマ N

      E            （XA7403091）

1961 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十五次  〔大正6年度〕

      大正10．3 69p

      農林中央金庫調査部／国立国会図書館所蔵 チ

      41コマ N E

            （XA7403091／XA7708073）

1962 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十六次  〔大正7年度〕
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      大」ll 11．3 79 P

      国立国会図，彗館所蔵 S52．8．18 44コマ N

      ト】                         （ XA 7708073）

1965 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第十七次  「大正8年度〕

      大⊥1三1】．12  86 p

      農林中央金庫調査部所蔵 一）← 50コマ N

      I弓

    表紙Fl年：大」1｛ll年11月    （XA7403091）

1964 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第1一八次  〔大ILg年度〕

      大lll 1】．1296 P

      国立国会図潜館所蔵 S52．8．！2 52コマ N

      i・】                       （XA 7708073）

1965 農商務省．農務局

    産業組合要覧 第1’九・二十次  ［大llllO． ll年度〕

      大lll13．8 3L128p

      総理府統、il‘局所蔵 S52．8，1 88コマ N

      E                          （ X A 7708073）

柳66 農林省．農務局

    産業組合要覧 第二1一一次  1大．【il12年度〕

      大lll l4．8149 P

      国立国会図111館所蔵 S52，8．25 80コマ N

      l・】           （XA7708073）

1967 農林省．叢務局

    席業組合要覧 第二卜二次  〔大．1日3年度〕

      大lli 15，6 165 p

      東京大学経済学部／国虚国会図醤館所蔵 苦

      90一斗1コマNE
            （XA7403092／XA7708073）

惇68 農林省．簑務局

    産業組合要覧 第二十’三次  r大li114年度〕

      昭不駐2．6 153p

      東京大学経済学部所蔵 一）〈一 83コマ N E

                   （XA7403092）

1969 農林省農務局
    産業組合要覧 第二1・四次  「昭和元年度〕

      昭和3．ll I75 p

      東京大学経済学部所蔵 苦 94コマ N E

                   （ XA 7403092）

1970 震林省．震務局

    産業純L合要聖t 第二二．卜五二～欠。第二二トノく次  r昭禾日2
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1971

1972

1975

1974

1975

1976

1977

1978

 ・3年度〕

   昭和5．9 48，160p

   一橋大学附属生田判所蔵 芙 l19コマ N

   B                       （ XA 7403092）

農林省．農務局

 産業組合要覧 第二十七次 昭和四年度

   昭和6．3 11，153p

   一橋大学附属図書館所蔵 笑 95コマ N

   E           （XA7405092）

叢林省．製油局

 産業組合要覧 第二卜八次 昭和五年度

   昭和7．3 12，157p

   一橋大学附属図書館所蔵 美 98コマ N

   E            （XA7403092）

農林省．経済更生部

 産業組合要覧 第三十二次 昭和九年度

   昭和1】，3 14，257p

   農林中央金犀調査部所蔵 暑 150コマ N

   E            （XA7403093）

農林省．経済更生部

 産業組合要覧 第三．卜六次 昭和卜三年度

   昭和15．3 15，143p

   農林中央金庫調査部所蔵蓑 94コマ N

   冠           （XA7403093）

大蔵省．銀行局

 市街地信用組合概況 大正十年度

   大正11．10 42p

   一橋大学附属図書館所蔵 晟 25コマ N

   E                        （ XA 7403094）

大蔵省。銀行局

 市街地信用組合概況 大正十一年度

   大」1三13．2 51p

   東京商∫会議所所蔵 X 30コマ N E

                （XA7403094）

大蔵省．銀行局

 市街地信用組合概況 大正十二年度

   大」E13．1175p

   東京商エ会議所所蔵 美 42コマ N E

 麦紙則年：大正13年10月    （XA7403094）

大蔵省．銀行局

 布街地信用組合調  〔大正十二年十二月末現在〕

   n．d．13 P



      東京商エ会議所所蔵 芸 9コマ N E

                   （XA7403094）

1979 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 大正十三年

      大正14．12 51p

      東京商工会議所所蔵 芸 30コマ N E

    表紙刊年：大正14年11月    （XA7403094）

1980 大蔵省。銀行局

    市街地信用組合一覧 〔大正十四年十二月末日現在〕

      n．d．17 p

      東京商工会議所所蔵 芸 llコマ N E

                   （XA7403094）

1～81 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 第十四次  〔大正十四年度〕

      大正15．12 75p

      東京商エ会議所所蔵 芙 43コマ N E

                   （XA7403094）

1982 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 第十五次  〔大正十五年度〕

      昭和3．2 75P

      東京商工会議所所蔵 芸 42コマ N E

    表紙刊年：昭和2年12月    （XA7403094）

1985 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和二年度

      昭和4．2 75p

      東京商工会議所所蔵 芙 42コマ N E

    表紙刊年：昭和3年11月    （XA7403094）

1％4 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和三年度

      昭和4．12 74，7P

      東京商エ会議所所蔵 芸 47コマ N E

    表紙刊年：昭和4年11コ口   （XA7403094）

1985 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和四年度

      昭和6．174p

      東京商工会議所所蔵 子 42コマ N E

    表紙刊年：昭和5年12月    （XA7403095）

1986 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和五年度

      昭和7．174P

      東京商工会議所所蔵 美 42コマ N E

    表紙刊年：昭和6年12月    （XA7403095）

1987 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和六年度

      昭和8．174p

      東京商工会議所所蔵 甚 42コマ N E

    表紙刊年：昭和7年12月     （XA7403095）

1988 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和七年度

      昭和9，174p

      東京商工会議所所蔵 美 42コマ N E

    表紙刊年：昭和8年12月    （XA7403095）

4989 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和八年度

      昭和10．374p

      東京出田会議所所蔵 S52，8．18 43コマ N

      E

    表紙刊年：昭和9年12月     （XA7708073）

1990 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和九年度

      昭和11．373p1枚
      東京商口会議所所蔵 X 43コマ N E

    表紙刊年：昭和10年12月     （XA7403095）

1991 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和十年度

      昭和12．1 73p 1枚

      東京商工会議所所蔵 賛 43コマ N E

    表紙刊年：昭和11年12月     （XA7403095）

毛992 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和十一年度

      昭和13，173pl枚
      東京商工会議所所蔵 美 43コマ N E

    表紙刊年二昭和12年12月     （XA7403095）

19％ 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和十二年度

      昭和14．2 73p l枚

      東京商工会議所所蔵 子 43コマ N E

    表紙に昭和13年12月調とあり   （XA7403095）

1994 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和十三年度

      昭和14．1247p 1枚

      東京出町会議所所蔵 う← 30コマ N E

    表紙に昭和14年i1月調とあり  （XA7403095）
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1995 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和十四年度 昭和十五年十

    二月過

      昭和16．747p

      大蔵省文庫所蔵 美 29コマ N E

                    （XA7403088）

1996 大蔵省．銀行局

    市街地信用組合概況 昭和十五年度 昭和十七年六

    月調

      昭和17．747p

      大蔵省文庫所蔵 芸 29コマ N E

                    （XA7403088）

199ア 大蔵省．銀行保険局

    市街地信用組合概況 昭和十六年度 昭和十八年六

    月調

      昭和】8．1247p

      大蔵省文庫所蔵 美 29コマ N E

                    （XA7403088）

1998 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 （内国之部） 大正二年四月調

      大正2．7  743 p

      東京大学経済学部所蔵 S51．10．29 389コマ

      N   E                      （XA 7608054）

1999 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 （内国之部） 大正三年四月調

      大正3．8 869p

      東京大学経済学部所蔵 S51．10．29452コマ

      N E          （XA7608054）

2000 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 （内国之部） 大正四年四月調

      大正4．10 1051p

      東京大学経済学部所蔵 S51．10．29 551コマ

      N E          （XA7608055）

2001 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 （内国之部） 大正五年四月調

      大正5．9 1067p

      東京大学経済学部所蔵 S51．10．29 559コマ

      N E          （XA7608056）

2002 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 大止六年四月調

      大正6．9 567p

      総理府統計局所蔵 S51．II．10294コマ N

      E            （XA7608057）

2005 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 大正七年四月調

      大正7．10 582p

      東京大学経済学部所蔵 S51．10．29 304コマ

      N E          （XA7608057）

20図 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 大正八年四月調

      大正8．12 599p

      総理府統計局所蔵 S51．11．10 309コマ N

      E            （XA7608058）

2005 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 大正九年調

      大正10．1 318p

      東京大学経済学部所蔵 S51．11．10 167コマ

      N E          （XA7608058）

2006 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 大正十年調

      大正10．2 320p

      東京大学経済学部所蔵 S51．ll．10 168コマ

      N E          （XA7608058）

2007 大蔵省．理財局

    金融事項参考書 大正十一年調

      大正11．12 328p

      一橋大学附属図書館所蔵 S51．U．10 173

      コマ N E        （XA7608058）

2008 大蔵省．預金部

    大蔵省預金部年報 昭和五年度

      昭和6．12 115p

      大蔵省文庫所蔵 チ 69コマ N E

                   （XA7403105）

20〔P 大蔵省．預金部

    大蔵省預金部年報 昭和六年度

      昭和7．11 140p

      大蔵省文庫所蔵 蓑 80コマ N E

                   （XA7403105）

2010 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部年報 昭和十二年度

      昭和13．1149P

      東京商工会議所所蔵 芸 31コマ N E

                   （XA7403105）

2011 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部年報 昭和十三年度
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昭和14．1247p

東京商工会議所所蔵 暑 30コマ N E

             （XA7403105）

2012 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部年報 昭和十四年度

      昭和16．143P

      大蔵省文庫所蔵 一）← 27コマ N E

                   （XA7403105）

2015 大蔵省．預金部

    大蔵省預金部年報 昭和十五年度

      昭和16．10 55p

      大蔵省文庫所蔵 今← 33コマ N E

                   （XA7403105）

2014 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部地方資金融通現況

    年．．卜二月三十一日現在

      昭和13．10 207p

      大蔵省文庫所蔵 S51．6．4

2015 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部地方資金融通現況

    年十二月三十一日現在

      昭和16．4 233p

      大蔵省文庫所蔵 S51．6，4

2016 大蔵省．預金部

    大蔵省預金部地方資金融通現況

    五年十二月三十一日現在

      昭和16．10 233p

      大蔵省文庫所蔵 S55．6，4

第八回 昭和十二

111コマ  N  E

（XA7608007）

第十回 昭和十四

123コマ N  E

（XA7608007）

第十一同 昭和十

123コ『7 N  E

（XA7608007）

2017 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部内地地方資金融通現況 昭和十五年九

    月三十日現在

      昭和16．3 22P

      大蔵省文庫所蔵 子 14コマ N E

                   （XA7403088）

2018 大蔵省．預金部

    大蔵省預金部内地地方資金融通現況 昭和十六年九

    月三十日現在

      昭和17．2 22p

      大蔵省文庫所蔵 美 14コマ N E

                   （XA7403088）
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2019 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部統計書軸八回 昭和十二年度

      昭和13．10 176p

      大蔵省文庫所蔵 美 96コマ N E

    刊年：表紙には昭和13年9月とあり

                   （XA7403089）

2020 大蔵省．預金部資金局

    大蔵省預金部統計書 第九回 昭和十三年度

      昭和14．10 183p

      大蔵省文庫所蔵 う← 99コマ N E

                   （XA7403089）

2021 大蔵省．預金軍資金局

    大蔵省預金部統計書 第十回 昭和十四年度

      昭和15．12 195P

      大蔵省文庫所蔵 子 105コマ N E

                   （XA7403089）

2022 大阪銀行集会所

    大阪銀行通信録

      大阪市立大学附属図書館所蔵 ．X． 131コマ

      N

    内容：第160号～165号（明治44年上半年分）総目録

       第160号（明治44．1）

       第251号～256号（大正7年下半年分）総目録

       第251号（大正7．6）   （XA7303028）

2〔壌5 逓信省

    郵便為替貯金事業概要  r明治廿四年〕

      明治25，11 10，22P

      郵政省貯金局第二業務課所蔵 う← 24コマ

      N E          （XA7303031）

2024 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第二回  〔明治二十五年〕

      明治26．5 16，47p

      郵政省貯金局第二業務課所蔵 芸 40コマ

      N E           （XA7303031）

2025 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第三回  〔明治二十六年〕

      明治27．12 37，12P

      郵政省貯金局第二業務課所蔵 チ 35コマ

      N E          （XA7303031）

2026 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第四回  〔明治二十七年〕

      明治28，1175，12P

      郵政省貯金局第二業務課所蔵 甚 53コマ



N  E （XA7303031）

2027 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第五回  〔明治二十八年〕

      明治29．1259，12P

      郵政省貯金局第二業務課所蔵 苦 52コマ

      N E           （XA7303031）

2028 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第六回  〔明治二十九年）

      明治30．12 88，12p

      総理府統計局所蔵 子 72コマ N E

                   （XA7303032）

2029 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第七回  〔明治三十年〕

      明治32，2 133、12P

      総理府統計局所蔵 美 88コマ N E

                   （XA7303032）

2050 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第八回  〔明治三十一年〕

      明治32．12 130，12p

      総理府統計局所蔵 芸 78コマ N E

                   （XA7303032）

21〕51逓信省．郵便為替貯金管理所

    〔郵便為替貯金事業概要 第九回 明治三十二年〕

      明治34．3 107，18P

      総理府統計局所蔵 う← 71コマ N E

    表紙欠により目次書名による  （XA7303032）

2052 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第拾回  〔明治三十三年〕

      明治35．2 116，19p

      総理府統計局所蔵 甚 79コマ N E

                   （XA7303032）

2053 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第拾壱回 〔明治三十四年〕

      明治36，2128，21p

      総理府統計局所蔵 芸 86コマ N E

                   （XA7303032）

2054 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第拾弐回 〔明治三十五年〕

      明治37，2 133，5P

      総理府統計局所蔵 チ 81コマ N E

                   （XA7303032）

2035 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第十三回 〔明治三十六年〕

      明治38．3 145p

      総理府統計局所蔵 芸 95コマ N E

                   （XA7303033）

2056 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第十四回 〔明治三十七年〕

      明治39．2 152P

      総理府統計局／東京商工会議所所蔵 苦 99

      十1コマ N E     （XA7303033）

2057 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第拾五回 〔明治三十八年〕

      明治40．5 169P

      総理府統計局所蔵 一）← 119＋4コマ N E

                   （XA7303033）

2058 逓信省．郵便為替貯金管理所

    郵便為替貯金事業概要 第十六回 明治三十九年

      明治41．4 185P

      東京商工会議所所蔵 一）← 129コマ N E

                   （XA7303033）

2059 逓信省．郵便為替貯金管理所

    〔郵便為替貯金事業概要第十七回明治四十年度〕

    附 別冊

      明治42．32冊（191p十40p）

      国立国会図書館／東京商工会議所所蔵 チ

      166十2コマ N E    （XA7303033）

2〔期 逓信省．郵便貯金局

    郵便為替貯金事業概要 第十八回 明治四十一年度

      明治43．3 156p

      東京大学経済学部／東京商工会議所所蔵 X

      118十3コマ N E    （XA7303033）

2041 逓信省．郵便貯金局

    郵便為替貯金事業概要 第十九回 明治四十二年度

      明治43，12 154P

      国立国会図書館所蔵 笑 119コマ N E

                   （XA7303033）

2042 逓信省．郵便貯金局

    郵便貯金局統計年報 第二十回

      明治44．12巳183p

      東京商工会議所所蔵 芙

明治四十三年度

140コマ  N  E

 （XA7303034）
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2045 逓信省．郵便貯金局

    郵便貯金局統計年報 第廿一回 明治四十四年度

      大正1．12 290p

      東京商工会議所所蔵 一）← 191コマ N E

                    （XA7303034）

2〔幽 逓信省．為替貯金局

    為替貯金局統計年報 第廿二回 明治四十五年・大

    正元年度

      大正2，12 327p

      東京商工会議所所蔵 美 209＋2コマ N

      E           （XA7303034）

2〔〕45 逓信省．為替貯金局

    為替貯金局統計年報 第廿三回 大正二年度

      大正3．12 339p

      東京大学経済学部所蔵 一）← 215コマ N E

                    （XA7303034）

2046 逓信省．為替貯金局

    為替貯金局統計年報 第廿四回 大正三年度

      大正4．12 387p

      東京商工会議所所蔵 子 240コマ N E

                    （XA7303035）

2047 逓信省．為替貯金局

    為替貯金局統計年報 第廿六回 大正五年度 甲

      大正7．1 316p

      東京商工会議所所蔵 甚 199コマ N E

                   （XA7303035）

2〔囎 逓信省．為替貯金局

    為替貯金局統計年報 第廿七回 大正六年度 〔甲〕

      大正7．11324p

      東京大学経済学部所蔵 子 204コマ N E

                   （XA7303035）

2〔〕49 逓信省．為替貯金局

    為替貯金局統計年報 大正七年度

      大正9．3 173p

      東京大学経済学部所蔵 チ 122コ口 N E

                   （XA7303035）

2050 逓信省．貯金局

    貯金局業務資料 昭和十五年度版

      昭和17．2 274P

      総理府統計局所蔵 芸  154十2コ口 N E

                   （XA7303036）

2051

⑳52

2053

2054

2055

2056

逓信省．貯金局

 貯金局業務資料 昭和十六年度版

   n。d．270 p

   郵政省貯金局第二業務課所蔵 芸 152コマ

   N E          （XA7303036）

逓信省．貯金局

 〔貯金局統計年報 第五十回 昭和十七年度〕

   n．d． 1】2 p

   郵政省貯金局第二業務課所蔵 芸 62コマ

   N  E

 内容：貯金局統計月報 昭和17年4月～12月分

    貯金局統計月報 昭和17年中（年計）

    貯金局統計月報 昭和18年1月目3月分

    貯金局統計月報 昭和17年度中（年度計）

                （XA7303036）

逓信省．貯金局

 〔貯金局統計年報 第五十一回 昭和十八年度〕

   n．dり 108 p

   郵政省貯金局第二業務課所蔵 蓑 59コマ

   N  E

 内容：貯金局統計月報 昭和18年4～7月分

    郵便為替貯金事業概況（貯金保険局）昭和18

    年8～12月分

    事業概況（通信院貯金保険局）昭和19年1～

    3月分   ．     （XA7303036）

逓信省．貯金局

 〔貯金局統計年報 第五十二回 昭和十九年度〕

   東京貯金支局 n。d。100 p

   郵政省貯金局第二業務課所蔵 芸 53コマ

   N  E

 内容：貯金局事業概況 昭和十九年度

                （XA7303036）

逓信省．貯金局

 〔貯金局統計年報 第五十三回 昭和二十年度〕

   東京貯金支局 n．d．102 p

   郵政省貯金局第二業務課所蔵 美 54コマ

   N E

 内容：貯金局事業概況 昭和二十年度

                （XA7303036）

逓信省．貯金局

 〔貯金局統計年報 第五十四回 昭和二十一年度〕

   n．d． 104 p

  郵政省貯金局第二業務課所蔵 暑 55コマ

   N E

 内容：貯金局事業概況 昭和二十一年度
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（）ζA7303036）

2057 逓信省．貯金局

     〔貯金局統計年報 第五十五回 昭和二十二年度〕

      n．d．104 p

      郵政省貯金局第二業務課所蔵 苦 56コマ

      N  E

    内容：貯金局事業概況 昭和二十二年度

                    （XA7303036）

2058 逓信省．貯金局

     〔貯金局統計年報 第五十六回 昭和二十三年度〕

      n．d．104 p

      郵政省貯金局第二業務課所蔵 チ 55コマ

      N  E

    内容：貯金局事業概況 昭和二十三年度

                    （XA7303036）

2064 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和9．4 1冊

      防衛庁戦史部所蔵

      E

2065 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和8．4 1冊

      防衛庁戦史部所蔵

      E

2066 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和9．4 1冊

      防衛庁戦史部所蔵

      E

大正十三年度

S53．12，6375コマN
    （XA7808100）

昭和二年度

S53．12，6383コーマN

    （XA7808101）

昭和四年度

S53．12．7415コマN
    （XA7808101）

5．軍事関連資料

20騨 海軍省

    海軍省年報編纂規則別冊 普通之部 昭和八年達第

    十六号改正

      nDdし 146p

      史料調査会所蔵 S52．6．6 87コマ N

                   （XA7708007）

m60 海軍省

    海軍省年報  （極秘） 大正八年度

      大正11．9 1冊

      史料調査会所蔵 S52．6．6 374コマ N E

                   （XA7708007）

2061 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和3．6 1冊

      防衛庁戦史部所蔵

      E

2G62 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和3．12 1冊

      防衛庁戦史部所蔵

      E

2065 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和5．3 1冊

      防衛庁戦史部所蔵

      E

大正九年度

S53．12．5397コマ N

    （XA7808099）

大正十一年度

S53．12．5405コマ N

    （XA7808099）

大正十二年度

S53．12．6371コマ N

    （XA7808100）

2067 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和10．4 502p

      防衛庁戦史部所蔵

      E

2068 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和1ユ．8 488p

      防衛庁戦史部所蔵

      E

z〕69 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和ll．12462 p

      防衛庁戦史部所蔵

      E

    頁付ミスプリあり

2070 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和13．4 554p

      防衛庁戦史部所蔵

      E

2071 海軍省

    海軍省年報 （極秘）

      昭和14．7 551P

      防衛庁戦史部所蔵

      E

第二十三回 昭和六年

S53．12．4 267コマ N

    （XA7808102）

第二十五回 昭和八年

S53．12．4244コマN
    （XA7808102）

第二十六回 昭和九年

S53．12．4283コマN

（XA7808102）

第二十七回 昭和十年

S53，12．4 291コ’マ N

    （XA7808103）

第二十八回 昭和十一年

S53，12．4291コマN
    （XA7808103）
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2072

2075

2074

2075

2076

2077

海里省

 海軍省年報 （極秘） 第二十九回 昭和十二年

   昭和15．10 570p

   防衛庁戦史部所蔵 S53．12．4 301コマ N

   E            （XA7808104）

海軍省

 海軍省統計年報 （秘） 第六十六回 昭和十五年

   昭和17．11 186P

   防衛庁戦史部所蔵 S53．12．5 108コマ N

   E            （XA7808104）

海軍省

 統計報告綴 大正十二年以降

   n．d．1冊 写

   東京大学総合図書館所蔵 S53．6．22536コマ

   N 〔E〕

 海軍省旧蔵簿冊 東大移管資料

 内容：1． 「工場票」 大正11年～昭和3年分

     （農商務省（後に商工省）宛官設工場統計

     報告の各工廠別個票）

    2．統計材料〔機船，軍人等統計〕報告表綴

    3．統計調査二関スル各官庁刊行書概覧 大

     正11年分

    4，家計調査実施方法二関スル件 附  「家

     計調査要綱」

    5．地方統計書様式等の統一改善二関スル基

     礎資料

    6． 「メートル法」を用みたる法規一覧

    7．同 （昭和3年2月末日現在〕

    8，第9回国際統計協会会議資料

                （XA7808005）

海軍省．調査課

 海軍軍政関係資料 昭和十六年 （第九版）

   n，d．1冊

   防衛庁戦史部所蔵 S53．12．8 638コマ N

 神長義成氏所蔵史料を防衛庁にてゼロックス複製し

 たものより撮影        （XA7808106）

海軍省．経理局

 海軍購買名簿 昭和十二年九月一日加除訂正

   n．d．1冊

   三菱重工業KK長崎造船所所蔵 S55．2．25

   546コマ N

 昭和十年官房第一〇九号ノ四別冊（XA790810D

海軍省．経理局

 臨時海軍購買名簿 （部外秘） （昭和十七年官房

 機密第四三五九号ノニ別冊）
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2078

2079

2080

2081

2082

2085

2084

   n．d．1冊

   防衛庁戦史部所蔵 S53．12．7 172コマ N

                （XA7808105）

海軍省．海軍航空本部総務部第三課

 航空兵器価格調査資料

   昭和9，12 5冊 写

   一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

   S55．2．19831コマN
 「海軍1の罫紙に手書されたものの青写真版 原資

 料中切り取りの箇所あり （XA7908054／055）

横須賀海軍工廠

 横須賀海軍工廠史  〔第四巻〕 自明治三十一年紀

 至明治四十年紀

   昭和10．9 535p図版

   史料調査会所蔵 S52．6．6 307コマ N P

              （XA77080Q5－P）

横須賀海軍工廠

 横須賀海軍工廠史 〔第五巻〕 自明治四十一年紀

 至大正六年紀

   昭和10．10 510p図版

   史料調査会所蔵 S52．6．6265コマ N P

              （XA7708005－P）

横須賀海軍工廠

 横須賀侮軍工廠史  〔第七巻〕 自大正十五年紀至

 昭和七年紀

   昭和10．11 528p図版

   史料調査会所蔵 S52，6，6279コマ N P

              （XA7708005－P）

横須賀海軍工廠。会計部

 会計部年報  （秘） 昭和卜四年度

   〔昭和16，4〕 1冊

   防衛庁戦史部所蔵 S53，12．7 100コマ N

   E            （XA7808105）

八木彬男

 明治の種芋呉海軍

   呉造船所 昭和32．1121p 図版

   国立国会図書館所蔵 S52，6．13 78コマ N

   P          （XA7708006－P）

八木彬男

 明治の呉及呉海軍 続篇

   呉造船所 昭和33．1172，2p 図版

   史料調査会所蔵 S52．6．18 78コマ N P

              （XA7708006－P）



2085 著者不詳

    海軍航空沿革史 補給

       〔於戦後〕 8冊 写

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

      S55．2．19 729コマ N

    手書き原稿のこんにゃく版

                （XA78055／056）

2086 著者不詳

    横須賀海軍工廠沿革誌 自元治元年至昭和二年

      n．d．101 p

      史料調査会所蔵 S52．6．1363コマ N P

    附 横須賀海軍工廠一般 昭和二年九月 8p

                 （XA7708006－P）

2087 著者不詳

    横須賀海軍工廠沿革誌 （続篇） 自昭和三年至昭

    和七年

      n．d．29 P

      史料調査会所蔵 S52．6、1318コマ N P

                 （XA7708006－P）

 6．社 会

2〔〕88 東京市．社会局

    日傭労働者の日記

      昭和3．36，173p

      小樽商科大学図書館所蔵 S53．9，28 95コマ

      N            （XA7908121）

2089 東京市．社会局

    日傭労働者の日記 二

      昭和4．7 3，159p

      一橋大学附属図書館所蔵 S53，9．28 88コマ

      N            （XA7908121）

2090 東京帝国大学．学友会共済部

    東京帝国大学学生生計調査

      大正15．10 36p

      名古屋大学経済学部所蔵 S54，11．1044コマ

      N

    大正12年12月調査 第1回に相当す

    東京大学農学部保転本      （XA7908128）

 7．生 産

 〔農 業〕

2091 南 亮進

    農業就業者の推計 1880～1940年

      1964．833校

      南亮進氏所蔵 S54．2．134コマ N

                   （XA7808176）

⑳92 南 亮進

    農家人口の推計 1880～1940年

      1964，812枚

      南亮進氏所蔵 S54．2．113コマ N

                   （XA7808176）

2095 農林省．農務局

    農漁村の労力移動状況調査 （副業参考資料 三三）

      昭和4．3 160p

      農林省図書館／総理府統計局所蔵 S55．8．20

      ／8．30 88コマ N    （XA8008051）

2094 農商務省．文書課
    農商務続計表 第十三次  〔明治二十九年〕

      明治31．8 691P

      一橋大学附属図書館／東京大学経済学部所蔵

      S52．3．14402コマNE
                   （XA7608097）

2095 農林省．統計課

    農林省統計表 第一次 大正十三年

      大正15，320，470，3p

      農林省図書館／一橋大学日本経済統計文献セン

      ター所蔵 S52．3．14253十4コマ N E

                   （XA7608098）

2096 農林省．統計課

    農林省統計表 第三次 大正十五・昭和元年

      昭和2．1224，4以p

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵S52，

      3．14 233コマ N E   （XA7608098）

2097 農林省．統計課

    農林省統計表 第六次 昭和四年

      昭和5．1227，762，5p

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 S52．

      3．14408コマNE （XA7608099）

2098 長商省．統計課

    農商省統計表 第一次 昭和十七年 食料品工業統

    巨編

      昭和19．3248p

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 S52，

      3．14 129コマ N E   （XA7608099）
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 〔蚕糸業〕

2099 農商務省．農務局

    蚕業取締成績 大正元年度

      大正3．3 183，52p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 127コマ N

      P          （XA7808003－P）

2毛00 農商務省．農務局

    蚕業取締成績 大正二年度

      大正4．2 195p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 105コマ N

      P          （XA7808003－P）

2101 農商務省．農務局

    蚕業取締成績 大正三年度

      大正5．6 199p

      農林省図書館所蔵 S53．6，12 107コマ N

      P          （XA7808003－P）

2102 農商務省．農務局

    蚕業取締成績 大正四年度

      大正6．3 222p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 119コマ N

      P          （XA7808003－P）

2105 農商務省．農務局

    蚕業取締成績 大正五年度

      大正7．7251p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 134コマ N

      p          （XA7808003－P）

21〔〕4 農商務省．農務局

    蚕業取締成績 大正六年度

      大正8．3 226p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 121コマ N

      P          （XA7808003－P）

2105 農商務省．農務局

    蚕業取締事務成績 大正七年度

      大正9．8 103p

      農林省図書館所蔵 S53．6．1257コマ N

                   （XA7808004）

2107 農商務省．農務局

    蚕業取締事務成績 大正九年度

      大正11．6 101p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 56コマ N

                   （XA7808004）

2108 農商務省．農務局

    蚕業取締事務成績 大正十年度

      大正12．7 101p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 56コマ N

                   （XA7808004）

2109 農商務省．農務局

    蚕業取締事務成績 大正十一年度

      大正13．1199P

      農林省図書館所蔵 S53，6．12 55コマ N

                   （XA7808004）

2110 農林省．農務局

    蚕業取締事務成績 大正十二年度

      大正14，8 55p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 32コマ N

                   （XA7808004）

2111 農林省．農務局

    蚕業取締事務成績 大正十三年度

      大正15．1239p

      農林省図書館所蔵 S53．6．12 24コマ N

                   （XA7808004）

2112 農商務省．農務局

    蚕糸業要覧 大正六年五月

      大正6．6 81p

      東京農エ大学所蔵 S53．4．24 52コマ N

                   （XA7808001）

2115 農商務省．農務局

    蚕種検査成蹟 附 現行蚕種検査法規 明治三十一

    年度

      明治33．4 44p

      東京農工大学所蔵 S53．5．429コマ N

                   （XA7808001）

2106 農商務省．農務局

    蚕業取締事務成績 大正八年度

      大正10．6 103p

      農林省図書館所蔵 S53．6．1257コマ N

                   （XA7808004）

2114 農商務省．長務局

    蚕種検査課蹟 附 蚕種検査法規

      明治33．1255p

      東京農工大学所蔵 S53．5．4

明治三十二年度

33コマ  N

（XA7808001）
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2115 農商務省．農務局

    蚕種検査成蹟 附 蚕種検査法規 明治三十三年度

      明治34．12 56p

      東京農工大学所蔵 S53．5．434コマ N

                    （XA7808001）

2116 農商務省．農務局

    蚕種検査成蹟 附 蚕種検査法規 明治三十四年度

      明治36，497p

      東京農工大学所蔵 S53．5．4 55コマ N

                    （XA7808001）

2117 農商務省．農務局

    蚕種検査成蹟 附 蚕種検査法規 明治三十五年度

      明治36．12 97P

      東京農工大学所蔵 S 53，5．4 58コマ N

                    （XA7808001）

2118 農商務省．農務局

    蚕種検査成蹟 附 蚕種検査法規 明治三十六年度

      明治37．12 99p

      東京農工大学所蔵 S53．5．459コマ N

                    （XA7808001）

2119 農商務省．農務局

    蚕種検査成蹟 附 蚕種検査法規 明治三十七年度

      明治39．2 99p

      東京農エ大学所蔵 S53，5．460コマ N

                   （XA7808001）

 〔金属・機械〕

2120 浜松商工会議所．遠州機械金属工業発展史編集委員会

    遠州機械金属工業発展史

      昭和46．71505p 写真

      国立国会図書館所蔵 S54．10．5797コマ

      N            （XA7908057）

2121 厚生省．労働局

    汽罐統計 第四回 昭和十四年

      昭和15．12 49p

      総理府統計局所蔵 S50．3．15 31コマ N

                   （XA7508010）

2122 厚生省．労働局

    汽罐統計 第五回 昭和十五年

      昭和17．3 49p

      総理府統計局所蔵 S50．3．1531コマ N

                   （XA7508010）

2で25 商工省．統計課

    機械器具工業外註状況調

      昭和11．116，62p

      大阪市立大学附属図書館所蔵 S54．4．14 48

      コマ N E

    昭和9年末調         （XA7908121）

2i24 農商務省．鉱山局

    製鉄業二関スル参考資料 大正七年六月調査

      n．d．31表 7p

      東京大学経済学部／一橋大学附属図書館所蔵

      S40．3→← N E    （XA6503010）

2125 農商務省．鉱山局

    製鉄業参考資料 大正十三年六月調査

      n．d． 27表

      総理府統計局所蔵 S39．2 鼓 N H E

                   （XA6402001）

2126 商エ省．鉱山局

    製鉄業参考資料 大正十五年六月調査

      n．d． 27表

      総理府統計局所蔵 S39．2 甚 N H E

                   （XA6402001）

2127 商工省．鉱山局

    製鉄業参考資料 昭和十三年六月調査

      n．d．  163 p

      総理府統計局所蔵 S51．10．29 86コマ N

                   （XA7608059）

2128 商工省．鉄鋼局

    製鉄業参考資料 昭和十四年六月調査

      n．d．  191 P

      総理府統計局所蔵 S51．12」3 100コマ N

    第56号            （XA7608103）

 8．貿 易

2129 大蔵省

    日本外国貿易年表 昭和十五年 上篇

      昭和17．12857p

      大蔵省文庫所蔵 S52．4．27435コマ N

      E           （XA7708001）

 9．運輸・通信

2150 逓信省．文書課

    逓信省第十三年報

      明治33．4 574p
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2151

   総理府統計局所蔵 子 297コマ N E

                （XA7303030）

鉄道省．運輸局

 自動車に関する調査報告 （第二輯）

   昭和3．10 271p 41表

   東京大学経済学部所蔵 S52．2．3 192コマ

   N            （XA7608081）
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                   皿  琉球政府資料

                         （沖縄関係）

2152 沖縄県．企画部統計課

    沖縄の統計 ㎏ 5，7（1973年7，10月）

      昭和48．7，48．10 2冊

      鹿児島経済大学地域経済研究所所蔵 S54．7

      18 39コマ N      （XA7908012）

2155 琉球政府

    琉球統計報告

      昭和26．9～45．443冊

      総理府統計局／鹿児島経済大学地域経済研究所／

      国立国会図書館所蔵 S54．7．18／7．2q／8，15

      6リール（1990コマ）N
    内容：琉球統計報告

       第1巻1号 （琉球臨時中央政府行政主席統

       計局） 1951年9月

        2巻1号  n．d．

          2号 （琉球政府行政主席統計局）

             1952年2月 1952．4

          3．号 1952年3月 1952．5

          4号 1952年4月 1952．6

          5号 1952年5月 1952．6

          6号 1952昭6月 1952．9

          7号 1952年7月 1952．9

          8号 1952年8月 1952，12

        3巻1号 （琉球政府統計部）

             1953年1月 1953．4

          2号 1953年2月 1953．6

          3号（特集） 1953年3月目1953．8

        4巻1号 1954年1月 1954．2

          2号 1954年2月 1954．6

          3号 1954年3月 1954．7

          4号1954年4月 1954．7

          5号 1954年5月 1954．10

          6号 1954年6月 1954．12

        5巻1号融191955年 1955．4

2154

       2・筆｝  Na 20          1955，7

       3号 ぬ21    1955．10

       4号隔22    1956．2

     6巻1号順231956年 1956．5
       2号  ML 24         1956．7

       2号 別冊（1） 1956年n．d．

     統計月報

      Na 25 1956年特集号 1956，9

       261956年7月号 1956．9

       271956年8月号 1956．10

      NO 281956年9月号 1956．11

       29 1956年10月号  1956．12

       30 1956年11月号 1957，1

       31 1956年12月号 1957．2

       321957年1月号 1957．3

       33 1957年2月号 1957．4

       34 1957年3月号 1957．5

       351957年4月号 1957．6

       36 （琉球政府企画統計局）

         1957年5月号 1957．7

       371957年6月号 1957．8

     統計月報目録 （統計月報1月号別冊）

         自25号至43号

     琉球統計月報 （琉球政府計画局統計庁）

      甑781961年8月号 1961．9

       1191965年4月号 1965．6

      臨時増刊号 1968年 1968，3

     沖縄統計月報 （琉球藍府企画局統計庁）

      阻1771970年2月号 1970．4

              （XA7908007～012）

琉球政府．企画局統計庁分析普及課

 沖縄統計年鑑 第15回 1970年

   昭和47．5 275P

   鹿児島経済大学地域経済研究所所蔵 S54，7

   18 158コマ N E    （XA7908012）
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戦後経済資料
2155 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和三十一年度

      n。d．99 P

      日本自動車部品工業会所蔵

      コマ  N

2136 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和三十：二年度

      n．d． 138 p

      日本自動車部品工業会所蔵

      コマ  N

2157 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和三十三年度

      n．d．178 p

      日本自動車部品工業会所蔵

      コマ  N

2138 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和三十四年度

      n．d  242 p

      日本自動車部品工業会所蔵

      コマ  N

2159 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和三十五年度

      n．d．  330 p

      日本自動車部品工業会所蔵

      コマ  N

2140 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和三十六年度

      n。d．  362 p

      日本自動車部品工業会所蔵

      コマ  N

2141 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和．37年度

      n．d．  516 p

      日本自動車部品工業会所蔵

      コマ  N

2142 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和38年度

      n，d． 406 p

      日本自動車部品工業会所蔵

S52．9．28 57

（XA7708040）

S52．9．2880

（XA7708040）

S52．9．28 111

（XA7708040）

S52．9．28 139

（XA7708040）

S52．9．28 186

（XA7708040）

S52．9．29 188

（XA7708041）

S52，9．29 271

（XA7708041）

S52．9．29 202
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   コマ  N

 原本頁付ミスプリ（p．103～132欠）

                   （XA7708041）

2145 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和39年度

      n．d． 454 p

      日本自動車部品工業会所蔵 S52．9．29 お9

      コマ N          （XA7708042）

2144 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和40年度

      n．d．422 p

      日本自動車部品工業会所蔵 S52．9．29 22

      コマ N         （XA7708042）

2145 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和41年度

      n．d． 498 p

      躰自騨部肛業会所蔵S52．9．凶265
      コマ N         （XA7708042）

2146 自動車部品工業会

    事業報告書 昭和42年度

      n．d．462 p

      日本自動車部品工業会所蔵 S52，9．29 242

      コマ  N

    原本頁付ミスプリ（p202～203欠）

                   （XA7708043）

2147 自動車部晶工業会         一

    事業報告書 昭和43年度

      n．d．402 p

      日本自動車部品工業会所蔵 S52．9．29218

      コマ N         （XA7708043）

2148 日本自動庫部品工業会

    事業報告書 昭和44年度

      n．d．430 p

      日本自動車部品工業会所蔵 S52．9．29 239

      コマ N         （XA7708043）

2149 環境庁 大気保全局大気規制課

    日本の大気汚染 昭和53年度版一昭和52年度全国

    常時監視測定局における測定値とその概要一

      昭和53．12 1974P



2150

2151

   環境庁大気保全局所蔵 S54．7．9 704コマ

   N  H

 原本頁付とびの箇所あり

                （XA7908013）

厚生省．公衆衛生局栄養課

 国民栄養の現状 昭和40年度国民栄養調査成績

   第一出版 昭和43．2 101p

   東京大学経済学部所蔵 ＊ 53コマ N E

                （XA7608052）

森田優三

 森田優三氏物価指数資料

   一橋大学附属図書館所蔵 S50．10．18 313

   コマ  N

 内容：1．日銀第二次大戦下卸売物価指数

     A－i 参考卸売物価指数二関スル件

     A－ii 参考的二試作セシ卸売物価指数二

         付テ

     A－ili補助金を考慮せる卸売物価指数に

         重て

     A－iv 補助金を考慮せる卸売物価指数に

         付て 附メモ

     B 現行卸売物価指数を一部改正せる新百

       品目指数の試作に撃て（別表一四欠）

     C 現行卸売指数品目中より摘出せる生産

       財・消費財の指数に曾て

     D 本行東京卸売物価指数調に於ける内地

       米相場の採り方 附 私信（渡辺氏よ

       り森田氏宛）

    2．日銀 実際物価指数

     E－1 実際物価指数の推定 極秘 （p．

         10および13欠）

     E－li 実際物価指数の推定一主として

         卸売関係に於て一

     E－iii実際物価指数（主トシテ卸売部門

         二於ケル）

     E－IV 実際小売物価指数の推定（p．27

         欠）

     E－V 実際小売物価指数の推定 （確定

         稿）

     E－vi実際消費水準ノ推定

     E－Vli昭和十九年一月三十一日 調査局

         闇相場調（一月二十五日調）

    3，日銀銀行券異常膨脹指数

     F－1 〔森田指数構造メモ〕添付資料

         国民経済流通図式他

     F－ii 渡辺氏より森田氏宛私信 添付資

        料

         手形取引二於ケル闇価格率他
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2152

2153

2154

2155

2156

     F－iii 銀行券の異常膨脹指数の算定に付

         て

     F－iv 渡辺氏より森田氏宛私信 添付資

         料

          日本銀行券月中平均流通高他

                （XA7508028）

日本銀行

 日銀第二次大戦後物価調および同指数（東京・大阪・

 各地）

   一橋大学附属図書館所蔵S50．10，18142コマ

   N

 内容：1．東京闇物価指数（生産財） 昭和2L9

      －23，3

    2．大阪実際物価指数（生産財） 昭和21．8

    3。東京闇物価指数（消費財） 昭和20．10

      －23．3

    4．大阪実際物価指数（消費財） 昭和21．8

    5．東京実際物価指数（消費財） 昭和22．1

      －23．1

    6．東京実際物価調（消費財） 昭和20．9

      －23．3

    7．各地実際物価調 昭和20．10－21．10

                （XA75080兇）

大蔵省

 財政金融統計月報 第4号，第5号

   大蔵財務協会 昭和25．1．～2

   東京大学経済学部所蔵 S50．8，30 114コマ

   N E           （XA7508032）

大蔵省．調査部

 四半期別法人企業統計調査結果表 速報 昭和26年

 第1四半期（昭和26年1月～3月）分

   大蔵省調査部，経済安定本部財政金融局編

   昭和26．967P

   国立国会図書館所蔵 S52，3．8 80コマ N

   E            （XA7608095）

大蔵省．調査部

 四半期別法人企業統計調査結果表 速報 昭和26年

 第2四半期（昭和26年4月～6月）分

   大蔵省調査部，経済安定本部財政金融局編

   昭和26．11 70P

   国立国会図書館所蔵 S52．3．882コマ N

   E            （XA7608095）

大蔵省．調査部

 四半期別法人企業統計調査結果表 速報 昭和26年



    第3四半期（昭和26年7月～9月）分

      大蔵省調査部，経済安定本部財政金融局限

      昭和27．2 70p

      国立国会図書館所蔵 S52．3．8 82コマ N

      E             （XA7608095）

2157 大蔵省．調査部

    四半期別法人企業統計調査結果表 速報 昭和26年

    第4四半期（昭和26年10月目12月）分

      大蔵省調査部，経済安定本部財政金融局編

      昭和27．4 63P

      国立国会図書館所蔵 S52．3．8 77コマ N

      E            （XA7608095）

2158 大蔵省．調査部

    四半期別法人企業統計調査結果表 速報 昭和27年

    第1四半期（昭和27年1月～3月）分

      昭和27．748P

      大蔵省文庫所蔵 S52．5．1657コマ N E

                   （XA7608095）

2で59 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和27年4～6〔月〕 附法

    人企業統計（B票）速報

      昭和27．10 28十4p

      大蔵省文庫所蔵 S52．3，8 19コマ N E

                   （XA7608101）

2で60 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和27年7～9〔月〕 附．法

    人企業統計（B票）速報

      昭和28、232十4p

      大蔵省文庫所蔵 S52．3，8 21コマ N E

                   （XA7608101）

2161 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和27年10～12〔月〕 附．法

    人企業統計（B票）速報

      昭和28．532十4p

      大蔵省文庫所蔵 S52，3．821コマ N E

                   （XA7608101）

2162 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和28年1～3〔月〕

      昭和28，7 38P

      国立国会図書館所蔵 S52・3・8 21コマ N

      E            （XA7608101）

2165 大蔵省。理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和28年4～6〔月〕

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

   昭和28．10．38P

   国立国会図書館所蔵 S麗．3．8 21コマ N

   E            （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計季報 昭和28年7～9〔月〕

   昭和29．138p
   国立国会図書館所蔵 S52．3．8 21コマ N

   E            （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計季報 昭和28年10～12〔月〕

   昭和29．3 36P

   国立国会図書館所蔵 S52．3．8 21コマ N

   E             （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計季報 昭和29年1～3〔月〕

   昭和29，634P

   大蔵省文庫所蔵 S52．3．8 19コマ N E

                （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計季報 昭和29年4～6〔月〕

   昭和29．10 36P

   大蔵省文庫所蔵 S52．3．8 20コマ N E

                （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計季報 昭和29年7～9〔月〕

   昭和30．238p

   大蔵省文庫所蔵 S52．3，821コマ N E

                （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計季報 昭和29年10～12〔月〕

   n．d．38 p

   大蔵省文庫所蔵 S52．3．823コマ N E

                （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計季報 昭和30年1～3〔月〕

   昭和30．840P
   東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 22コマ

   N E           （XA7608101）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統四季報 昭和30年4～6〔月〕

   昭和30．10 40p

   東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 22コマ
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      N            （XA7608101）

2172 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和30年7～9〔月〕

      昭和31，215p

      東京大学経済学部所蔵 S麗．3．25 9コマ

      N            （XA7608101）

2175大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和30年10～12〔月〕

      昭和31．4 15p

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．259コマ

      N            （XA7608101）

2174 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和31年1～3〔月〕

      昭和3L 8 17 p

      東京大学経済学部所蔵 S52．32510コマ

      N            （XA7608101）

2175 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和31年4～6〔月〕

      昭和31．1117P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 10コマ

      N            （XA7608101）

2176 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和31年7～9〔月〕

      昭和32．119P
      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 11コマ

      N            （XA7608101）

2177 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和31年10～12〔月〕

      昭和32．4 17p

      東京大学経済学部所蔵 S52．3，25 10コマ

      N            （XA7608101）

2178 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和32年1～3〔月）

      昭和32．717p
      東京大学経済学部所蔵 S52．3，25 10コマ

      N            （XA7608101）

2179 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和32年4～6〔月〕

      昭和32．1119P
      東京大学経済学部所蔵 S52．3，25 11コマ

      N            （XA7608101）

2180 大蔵省 理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和32年7～9〔月〕

      昭和33．217P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 10コマ

      N            （XA7608101）

2181 大蔵省 理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和32年10～12〔月〕

      昭和お．5 17P

      東京大学経済学部所蔵 S52，3．25 10コマ

      N            （XA7608101）

2182 大蔵省 理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和33年1～3〔月〕

      昭和お．817P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 10コマ

      N            （XA7608101）

2185 大蔵省 理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和33年4～6〔月〕

      昭和33，12 17P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 10コマ

      N            （XA7608101）

2184 大蔵省 理財局経済課

    法人企業統計季報 昭和33年7～9〔月〕

      昭和34．2 17p

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 10コマ

      N             （XA7608101）

2185 大蔵省 理財局経済課
    法人企業統計季報 昭和33年10～12〔月〕

      昭和34，417P
      東京大学経済学部所蔵 S52，3．25 10コマ

      N             （XA7608101）

2186 大蔵省 理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    35年1～3月

      昭和35．639P
      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 21コマ

      N E          （XA7608102）

2187 大蔵省 理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    35年4～6月

      昭和35．939P
      東京大学経済学部所蔵 S52，3，2521コマ

      NE     （XA7608102）
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2188 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    35年7～9月

      昭和35．1239P

      東京大学経済学部所蔵 S52．325 21コマ

      NE     （XA7608102）

2189 大蔵省。理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    35年10～12月

      昭和36．3 39P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 21コマ

      NE     （XA7608102）

21兜 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    36年1～3月

      昭和36．6 39P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．2521コマ

      N E          （XA7608102）

2191 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    36年4～6月

      昭和36．9 39P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3，25 21コマ

      N E          （XA7608102）

2192 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    36年7～9月

      昭和36．12 39P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3．2521コマ

      NE     （XA7608102）

2195 大藏省．理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    36年10～12月

      昭和37．3 39P

      東京大学経済学部所蔵 S52，3．2521コマ

      N E           （XA7608102）

2194 大蔵省．理財局経済課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    37年1～3月

      昭和37．6 39P

      東京大学経済学部所蔵 S52．3，25 21コマ

      N E          （XA7608102）

2195

2196

2197

2198

2199

刎

2201

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

 37年4～6月

   昭和37．9 39P

   東京大学経済学部所蔵 S52．3．10 21コマ

   N E          （XA7608102）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

 37年7～9月

   昭和37．12 39P

   東京大学経済学部所蔵 S52．3．25 21コ口

   N E           （XA7608102）

大蔵省．理財局経済課

 法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

 37年10～12月

   昭和38．3 39p

   東京大学経済学部所蔵 S52．3．2 21コマ

   N E          （XA7608102）

大蔵省．証券局企業財務課

 法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

 40年1～3月

   昭和40．6 35p

   大蔵省証券局資本市場課所蔵 S52．3．25 19

   コ’マNE   （XA7608102）

大蔵省．証券局企業財務課

 法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

 40年4～6月

   昭和40．9 35p

   国立国会図書館所蔵 S52．3．25 19コマ N

   E            （XA7608102）

大蔵省．証券局企業財務課

 法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

 40年7～9月

   昭和40．12 35p

   国立国会図書館所蔵 S52．3．25 19コマ N

   E            （XA7608102）

大蔵省．証券局企業財務課

 法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

 40年10～12月

   昭和41．3．35P

   国立国会図書館所蔵 S52．3．25 19コマ N

   E            （XA7608102）

一81一



Z～02 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    41年1～3月

      昭和41．6 35P

      総理府統計局所蔵 S52．3．25 19コマ N

      E             （XA7608102）

Z…09 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    42年10～12月

      昭和43．3 39P

      総理府統計局所蔵 S52．3．2521コマ N

      E            （XA7608102）

2205 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    41年4～6月

      昭和41．939P
      総理府統計局所蔵 S52，3．25 21コマ N

      E            （XA7608102）

2210 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    43年1～3月

      昭和43．6 39P

      総理府統計局所蔵 S52．3．2521コマ N

      E            （XA7608102）

2204 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    41年7～9月

      昭和41．1239P

      総理府統計局所蔵 S52．3．25 21コマ N

      E             （XA7608102）

2205 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    41年10～12月

      昭和42．3．39P

      総理府統計局所蔵 S52．3，2521コマ N

      E            （XA7608102）

2206 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    42年1～3月

      昭和42．639P

      総理府統計局所蔵 S52．3．2521コマ N

      E             （XA7608102）

2207 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    42年4～6月

      昭和42．9，39P

      総理府統計局所蔵 S52．3．25 21コマ N

      E             （XA7608102）

22〔〕8 大蔵省．証券局企業財務課

    法人企業統計速報 （主要企業・四半期別） 昭和

    42年7～9月

      昭和42．12．39P

      総理府統計局所蔵 S52，3．25 21コマ N

      E             （XA7608102）

2211 労働省．労働基準局

   労働基準監督年報 第22回 昭和44年

      n．d．26，55 p

      労働省統計情報部資料係所蔵 S52，4．2747

      コマ N E       （XA7708073）

2212 労働省．労働基準局

    労働基準監督年報 第23回 昭和45年

      n。d．28，52 p

      労働省統計情報部資料係所蔵 S52．4．27 46

      コマ N E       （XA7708073）

2215 総理府．統計局

    消費者価格調査年報 昭和23年

      昭和25．4 84P

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

      S51，10．18 47コマ N E （XA7608052）

2214 総理府．統計局

    消費者価格調査年報 昭和24年

      昭和25．1084P

      一橋大学日本経済統計文献センター／総理府統

      計局所蔵 S51．10．1845コマ N E

                   （XA7608052）

2215 総理府．統計局

    消費者価格調査年報 昭和25年

      昭和26．10 108P

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

      S51．10．18 57コママN E（XA7608052）

2216 総理府 統計局

    消費実態調査年報 昭和27年

忌     昭和28．8 176p

      総理府統計局所蔵 S51．10．18 91コマ N

      E            （XA7608052）
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2217 総理府 統計局

    家計調査年報 昭和28年

      昭和29，5 184p

      総理府統計局所蔵 S51．1018 95コマ N

      E             （XA7608052）

2218 総理府 統計局

    家計調査年報 昭和29年

      昭和30．7 238P

      総理府統計局所蔵 S51．10．18 126コマ N

      E            （XA7608052）

22｛9 通商産業省．調査統計部

    通産統計月報

      昭和29．4～30．59冊

      東京大学経済学部／一橋大学経済研究所所蔵

      S50．8．30／50．7．14477コマNE
    内容：7巻4号～7巻10号（1954年4月一10月），

       7巻12号（1954年12月），8巻5号（1955年

       5月）         （XA7508136）

2220 梅村又次

    特需統計一ロックフェラ＿．プロジェクト．ワ＿ク

    シートー 1954 55
           ，
      昭相34．931枚

      一橋大学経済研究所梅村研究室所蔵 S55．

      1シート N S

    内容：英文          （YE8008001）
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X 特殊コレクション

1． 日本・旧満洲鉄鋼業資料（水津資料）

 通称「水津資料」については当文献センター刊行の「日

本・旧満州鉄鋼業資料解題目録」上・下を参照。

 このフィルム化資料の検索については上記「解題目録」

の索引編に収録の予定であったが索引編の刊行が未定であ

るため本目録に収録することとした。

 原資料との検索は上記「解題目録」のアイテム・ナンバ

ーを用いているが明細は目録と照合の上利用されることを希む。

222重 日本・1日満州鉄鋼業資料

       一3476点
      一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター

      所蔵 S50，1．7～55．29リール N P

    内容：A 鉄鋼生産。実績

        A－1－1 『昭和製鋼所・鉄鋼統計（昭和

             10～14年）』

                 （XA7808159－P）

        A－1－2 「十八年度計画及十七年度実績』

                  （XA7408070－P）

        A－1－3 「満州製鉄生産実績表（創業以

             来，昭和16年～19年）』

                  （XA7808159－P）

        A－1－4 『昭和製鋼所，満州製鉄，生産

             実績表（康徳10～12年）

                  （XA7808159－P）

        A一皿一1 「諸業績（昭和15年度）』

                 （XA7808159－P）

        A一皿一2 『生産・設備能力，実績調（昭

             和17～18年差』

                  （XA7808159－P）

        A一三一3 『普通銑鋼生産月報（昭和18年）』

                  （XA7808160－P）

        A一皿一4 『単純作業状況月報（昭和18年置』

                  （XA7808160－P）

        A一皿一5 『製鋼作業状況月報（昭和18年）』

                 （XA7808160－P）

        A一ト6 「本邦製鉄各社移動状況調（昭

             和20年）』

                 （XA7808160－P）

        A一量一1 「製鉄業の現状（昭和12～13年）』

                  （XA7808159－P）

        A一［一2 「昭和16年度日満鉄鋼生産実績

             資料』 （XA7808160－P）

        A一畳一3 『鉄鋼総合（昭和13年，17～19

A一置一4

A－W－1

年）』

    （XA7808160－P）

『満州鉄鋼業生産実績資料（康

徳9，10，11年）』

    （XA7808160－P）
『世界鉄鋼生産統計』

    （XA7808160－P）

B 鉄鋼企業・経営

 B－1－1 r本漢湖煤鉄公司営業報告書』

          （XA7808161－P）

B－1－2

B－1－3

B－1－4

B一ト5

B－i－6

B－1－7

B－1－8

B－1－9

B－1－10

B－1－11

B－1－12

B－i－13

B－1－14

B－1－15

B－1－16

B－H－1

B－H－2

「満州重機株式会社営業報告書』

    （XA7806161－P）

『満州重工業開発株式会社営業

報告書』（XA7808161中P）
『満州機械製造株式会社営業報

告書』 （XA7808161－P）

『満州綿花株式会社営業報告書』

    （XA7808161－P）
『満州製鉄株式会社』

    （XA7808161－P）
『日満商事株式会社概要』

    （XA7808161－P）
「昭和製鋼所営業報告書』

    （XA7808161－P）
『昭和製鋼所事業概要（昭和9

～15年）』（XA7808161－P）

『製鉄合同案資料（昭和8年）』

    （XA7808161－P）
『鞍山分離引継事務（昭和8年）』

    （XA7808162－P）

『昭和製鋼所資料総監（昭和12

年）』 （XA7808163－P）

「昭和製鋼所決算概要説明書

（16，17，19，20期）』

    （XA7808162－P）
『昭和製鋼所決算表』

    （XA7608037－P）

『会社工場二対スル報告書，会

社名別資料』

    （XA7808162－P）
『満州製鉄関係（昭和20年）』

    （XA7808162－P）
「特殊鋳物株式会社営業報告書』

    （XA7808163－P）

『企業整備，整理統合案（昭和

16年7月～昭和17年6月）』
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         （XA7808163－P）

B一頁一1 「設備評価（昭和12～20年）」

         （XA7808162－P）

C 鉄鋼原価。価格

C－1一1 「鋳物生産費ロール並モルド価格

     査定資料（XA7808167－P）

C－1－2 『昭和製鋼所所要資材原価，資

     金（康徳5～7年）』

         （XA7808167－P）

C－1－3 「満州における工場建設費関係

     資料（昭和13～16年）』

         （XA7808164－P）

C－1－4 『研究報告（康徳7年）』

         （XA7808164－P）

C－1－5 「満州昭和17年度価格対策（昭

     和版本漢湖原価見込）』

         （XA7808165－P）

C－1－6 『満州鉄鋼原価見込（康徳9～

     10年）』（XA7808164－P）

C－1－7 「満州鉄鋼価格（康徳9～12年）』

         （XA7808167－P）

C－1－8 『満州製鉄本社経理部予算課資

     料（水谷邦彦，康徳12年）』

         （XA7808165－P）

C－n－1 「機械類ノ単価及所要資材二関

     スル資料』（XA7808167－P）

C一ト2 『鉄鋼価格対策案（昭和16年5

     月～7月，第2次油川）』

         （XA7808165－P）

C一皿一3 「鉄鋼価格対策案2（昭和16年

     7月～10月，第3次案）」

         （XA7808165－P）

C一皿一4 「鉄鋼価格対策案（昭和16年6

     月～11月，最終案）」

         （XA7808165－P）

C－0－5 『物価及生産緊急対策（昭和16

     年7月，企業報償制度ノ研究）」

         （XA7808165－P）

C一皿一6 『銑鉄公定価格二関スル件（昭

     和16年12月）』

         （XA7808166－P）

C一皿一7 「決算諸表並原価計算表作成道

     領（鉄鋼価格対策案ノー部，昭

     和16～18年）』

         （XA7808166－P）

C一ト8 「各社鉄鋼原価計算調（昭和16

     年下期～17年上期）』

         （XA7808166－P）

C－H－9 『昭和17年下期銑鉄補償金）

         （XA7808166－P）
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 C一皿一10 『各社鉄鋼原価計算資料（昭

      和17年下期～18年上期）』

          （XA7808167－P）

 C一皿一11 「適正原価・価格調（昭和16～

      18年）」（XA7808167－P）

 C－H－12 「鉄鋼価格資料（昭和17～18年）』

          （XA7808166－P）

 C－H－13 『鉄鋼価格補償金（昭和18年）』

          （XA7808166－P）

 C－1－1 「原価及価格，日満実績（昭和

      14～15年）』

          （XA 7808164－P）

 C一畳一2 「日満支鉄鋼対策案資料（昭和

      16年3月案）』

          （XA7808167－P）

D 鉄鋼需給

 D－1－1 『満州鉄鋼需給（昭和11～14年）』

          （XA7808168－P）

 D一皿一1 「鉄鋼需要概況（昭和17年）』

          （XA7808168－P）

 D一皿一1 『鉄鋼需要調査（昭和14～17年）』

          （XA7808168－P）

E 電 力

 E一皿一1 「大東亜電力開発』

          （XA7808168－P）

G 会議・議事録

 G一皿一1 「昭和十八年度下期及十九年度

      鉄鋼生産確保実施要領』

          （XA7808169－P）

 G一皿一1 「鉄鋼統制会理事会議案（昭和

      16年）』（XA7808169－P）

 G一皿一2 「大東亜建設審議会（昭和18年）』

          （XA7808169－P）

H本漢湖煤鉄公司

 H－i－1 『低燐鉄関係（本漢湖1）」

          （XA7808169－P）

 H－1－2 「本漢湖投資利潤率関係（本漢

      湖2・昭和B～19年）』

          （XA7908169－P）

 H－1－3 「本渓湖公司事業概要（昭和15

      ～18年）」（XA7908169－P）

 H一ト4 『本漢湖工場実情調査書（二）

      （昭和16～17年）』

          （XA7908169－P）

 H－i－5 「本源湖図面一式（昭和14～16

     年）」 （XA7808169－P）

 H－1－6 『銑鉄，鉄鋼石満俺調査表1（

     本寝耳関係・昭和16～17年）』

          （XA 7808169－P）

 H－i－7 『調査表録（東京事務所）2（昭



H－1－8

H－1－9

H－1－10

和17～18年）』

    （XA7808170－P）

『本朝湖重要調査（昭和18年度

計画分）』（XA7808170－p）

『本漢湖重要調査（昭和19年度

計画分）』（XA7808170－P）

『本漢湖・雑』

    （XA7808170－P）

1 輸出入
 1一昼一1 「輸出入（昭和11年）』

          （XA7808170－P）

L 労  働

 L－H－1 「勤労資料（昭和19年）』

          （XA7808170－P）

 L－H－2 「労働者移動（昭和15，19年）』

          （XA7808170－P）

M 鉱山（石炭・鉄鉱石）

 M－1－1 「弓長嶺鉄鉱公司関係（大正7

     年，昭和8年）』

          （XA7808171－P）

 M－1－2 『鉄鉱区調査報告（昭和11～13

     年）』 （XA7808171－P）

 M－1－3 「原料成分（康徳5年，7年）』

          （XA7808171－P）

 M－1－4 『鉄鉱区関係（康徳6年7月）』

          （XA7808171－P）

 M一皿一1 「日満支鉱山資源（昭和ll～13

     年）』 （XA7908001－P）

 M一ト2 「日満共同現地調査関係資料（康

     徳6年）』（XA7908001－P）

 M一量一3 『大東亜製鉄資源分布図（昭和

     17，18年）』

          （XA7908001－P）

 M一贋一4 「石炭埋蔵量調査（満業高碕総

     裁提出資料，昭和18年）』

          （XA7908001－P）

 M一一一5 「鉱山資源雑』

          （XA7908002－P）

P 鉄鋼計画

 P－1－1 『満州生産力拡充計画 関東軍

      満鉄経調（昭和12年）』

          （XA7908002－P）

 P－1－2 「満州生産力拡充計画 満州国

      （康徳5～7年目』

          （XA7908002－P）

 P－1－3 『満州生産力拡充計画 昭和製

     鋼所（昭和12～13年）』

          （XA7908002－P）

 P－1－4 「昭和製鋼所増産計画 四，五，

     六期，康徳6～9年）』
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P－1－5

P－1－6

P－1－7

P－1－8

P一ト9

P－1－10

P－n－1

P－n－2

P一証一3

P－H－4

P－n－5

P一旺一6

P一皿一7

P－n－8

P一皿一9

P－n－10

P一皿一1

P一困一2

    （XA7908002－P）

『五ケ年計画 立案経緯書類（

康徳6～7年）』

    （XA7908002－P）

『増産計画 計画部企画課資料

（康徳8年5月）』

    （XA7908002－P）

「満州第2次五ケ年計画（康徳

8年）』（XA7908002－P）

「満州生産，需給計画（康徳7

～10年）』（XA7908002－P）

「昭和製鋼所・鉱石計画（康徳

7～9年目』

    （XA7908002－P）

「昭和十九年度満州鉄鋼生産計

画）』 （XA7908003－P）

「昭和16年度下期非常対策案（

船舶急減対策）』

    （XA7908003－P）

『第二次拡充案（各地案，昭和

16年9月～17年4月）』

    （XA7908003－P）

『年度別生産力拡充計画（正案）

一設備諸計画（昭和17年）』

    （XA7908003－P）

『限定品種材（鋼板，鋼管，線

材）生産増強対策（昭和17～18

年）』 （XA7908003－P）
『鉄鋼増産計画（昭和17～18年）』

    （XA7908004－P）
『日本特殊鋼生産確保対策（一

般，昭和18年）』

    （XA7908004－P）
『特殊鋼生産統制（昭和20年目』

    （XA7908004－P）
「昭和十九年度鉄鋼生産計画案

阻1（昭和18年6月～19年2月

迄）」 （XA7908004－P）

『近畿鉄鋼関係緊要資料（昭和

19～20年）』

    （XA7908004－P）
「昭和廿年度鉄鋼生産計画N巳2

（昭和20年3月）』

    （XA7908010－P）
「鉄鋼五ケ年計画内地官庁案（

昭和12年）』

    （XA7908010－P）

「日満北麦鉄鋼四ケ年計画其一

（昭和12～13年）』

    （XA7908010中P）



 P一且一3 『日満鉄鋼五箇年計画大綱試案

      （昭和12年9月～13年2月）』

          （XA7908010－P）

 P一ト4 『鉄鋼生産力拡充計画（企画院，

     昭和13年）』

          （XA7908010－P）

 P一畳一5 『鉄鋼生産力拡充計画改訂（昭

     和14～16年）』

          （XA7908010－P）

 P－1－6 「拡充計画各社案（昭和16，17

      年）』 （XA7908010－P）

Ph物動計画
Ph－H－1 『細動計画（正案）』

          （XA7908036－P）

Ph一皿一2 『（生産）揺動応急対策（昭和

     17年度）（一）」

          （XA7908035－P）

Ph一且一3 『資材計画総括表（昭和17年度）』

          （XA7908035－P）

Ph－H－4 『昭和十八年度鉄鋼最大供給

     源ト鉄鋼資源動員二関スルー考

     察』 （XA7908035r・P）
Ph一皿一5 『昭和十八年度鉄鋼生産対策案

      （審議資料）（六）』

          （XA7908036－P）

Ph一皿一6 『昭和十八年度鉄鋼生産対策案

      （審議資料）（七）』

          （XA7908036－P）

Ph一ト7 「昭和十九年度物動計画（現在）

         （XA7908036－P）
Ph一皿一8 『起動其他計画案及資料（昭和

     20年度第一四半期生産計画）』

         （XA7908G36－P）
Ph一皿一9 「物資動員史編纂資料（昭和21

     年）』 （XA7908037－P）
Ph一藍一1 『昭和十八年度以降鉄鋼生産緊

     急対策（物動審議案）（昭和18

     年1月～3月）（四）』

         （XA7908037－P）

R 調  査

 R－1－1 「満州中央銀行調資（康徳7～

     11年）』（XA7908037－P）

 R－1－2 『満州興銀調査（康徳9～10年）』

         （XA7908037－P）

 R一ト3 『水津調査事務所 満州事業会

     社要項（昭和21年）』

          （XA7908037－P）

 R－1－4 『満蒙同胞援護会調査部報告書

      （昭和21年）』

         （XA7908037－P）
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R一亘一5

R－1－6

R一量一1

S 南方鉄鋼

 S一量一1

S一墨一2

S一置一3

S一皿一4

S一置一5

丁 鉄鋼技術

 T－1－1

T－1－2

T－1－3

T－1－4

T－1－5

T－1－6

T－1－7

T－1－8

T－1－9

T一皿一1

T一∬一2

『官庁機構及人事（満蒙同胞援

護会 昭和21年）』

    （XA7908038－P）
『第1次満州産業開発5ケ年計

画書基本理念・計画書。実施成

果原稿（水津経済調査事務所

昭和21年）』

    （XA7908038－P）
『水津報告書』

    （XA7908038・一P）

『陸地測量部南方区分図（昭和

17年 2百万分ノ1図）』

    （XA7908038－P）
『インドシナ鉄鋼需要（昭和17

年）』 （XA7908038－P）

『南方鉄鋼開発計画資料（昭和

18年）』（XA7908038－P）

『日鉄第二南方調査団南ボルネ

オ調査報告一木炭銑関係一
（昭和18年）』

    （XA7908038－P）
『日鉄第二南方調査団南ボルネ

ナ調査報告書一鉄鋼一貫関係

一（昭和18年）』

    （XA7908039－P）

『熱管理設備計画』

    （XA7908039－P）
『クルップ，レン法ノ実施案山

沿テ（昭和11年）』

    （XA7908039－P）
『銑鉄部関係資料（康徳5年）』

    （XA7908039－P）
「製鋼法』（XA 7908039－P）

『スチュルチ呂ルベルグ法（康

徳6年）（XA 7908039－P）

『ストリップミル概要（康徳6

年）』 （XA7908039－P）

「分塊機，転炉，ルッペ，ベセ

マー C平炉法比較資料（康徳7

年）』 （XA7908039－P）

『技術・選鉱（康徳8年）』

    （XA7908039－P）
『製鉄設備急速移設の研究（昭

和19年 （XA7908039・一P）

「製鉄・石炭懇談会（昭和15年）』

    （XA7908040－P）
『耐火レンガ（昭和16年）』

    （XA7908040－P）



 T－H－3 「製鋼用ロール鋳型審査委員会

      （昭和17年）』

          （XA7908040－P）

 T一且一4 『酸素式及ガス発生炉式熔鉱炉』

          （XA7908040－P）

 T－n－5 「上島式製鉄法（昭和18年）』

          （XA7908040－P）

 T一∬一6 「現有鉄鋼生産施設概要資料（昭

      和18年）』（XA7908040－P）

 T一旺一7 「本邦鉄鋼設備ノ外貌ト之ヲ続

      ル諸問題ノ研究（昭和18年）』

          （XA7908040－P）

 T一皿一8 「電気焼鈍炉（昭和18年）』

          （XA7908040仲P）

 T一皿一9 『特殊鋼・其他，製鉄工場視察

      報告（昭和18年11月，19年2月汕

          （XA7908041←P）

 T一盈一1 「高炉操業法，セメント増産（昭

      和13～17年）』

          （XA790804－P）

 T一皿一2 『設備能力・機構・規格・生産

      高』  （XA7908041－P）

u 鉄鋼輸送

 U－H－1 『運輸（長期）（昭和16年）』

          （XA7908041－P）

 U一遇一1 『鉄道省資料』

          （XA7908041－P）

W 鉄鋼戦後資料

 W－n－1 「重要物資供給力研究資料（国

      民経済研究協会 昭和21年）』

          （XA7908041－P）

 W一皿一2 「鉄鋼復興会議（昭和23年）』

          （XA7908042－P）

 W一皿一3 「鉄鋼増産協議会（昭和23年）』

          （XA7908042－P）

 W一皿一4 「鉄鋼労働運動対策（昭和24年）』

          （XA7908042－P）

 W－H－5 「日本鉄鋼連盟労働・会計資料

      （昭和％年）』

          （XA7908042－P）

 W一盟一1 「国民経済研究協会調査資料（昭

      和20～23年）』

          （XA7908042－P）

Z 鉄鋼・雑

 Z－1－1 「雑（地図類）』

          （XA7908043－P）

 Z一皿一1 「雑（昭和18～19年）』

          （XA7908043－P）

 Z一皿一1 『雑（昭和16年）』

          （XA 7908043－P）

2．昭和15年国勢調査統計原表

 昭和15年国勢調査の原表は現在総理府統計局図書館で保

管中（近く国立公文書館へ移管の予定）であるが，昭和15

年のデータについては未公表の部分もあり，統計局図書館

のご厚意によりそのフィルム・コピー（1部再撮影）を入

手することができた。

 このフィルムの資料収録状況（明細）については当文献

センターで作成した「昭和15年国勢調査統計原表一内容

目次および各表様式例一」を参照。

2222 内閣．統計局

    国勢調査統計原表 昭和15年

           〔84，238〕枚

      総理府統計局所蔵 ＊ 81リール D P

    内容：（銃後一般国民二関スル分）

       第1表 年令二依リ分チタル人ロ

                （XA7808018D－P）

       第2表 産業（大分類）年令，配偶関係二依

           リ分チタル人口

             （XA7808018～025D－P）

       第3表 産業（大分類）二野リ分チタル人口

                （XA7808026D－P）

       第4表 産業（小分類）年令，事：業上ノ地位

           二依リ分チタル有業者

             （XA7808026～028D－P）

       第5表 産業（中分類）前産業（小分類）年

           令二依リ分チタル人口

             （XA7808028～030D－P）

       第6表 産業（小分類）職業（小分類）年令，

           兵役関係二依リ分チタル人口

             （XA7808030～040D－P）

       第7表 産業（中分類）年令，経験年数二依

           リ分チタル指定ノ現職業者

             （XA7808041～060D－P）

       第8表 産業（中分類）職業（小分類）年令，

           経験年数二依リ分チタル指定ノ前職

           業者（XA7808060～062D－P）

       第9表 産業（中分類）職業（小分類）年令

           二依リ分チタル指定ノ学歴者

             （XA7808063～074D－P）

       （全人ロニ関スル分）

       第10表 民籍及国籍二依リ分チタル帝国版図

           内ノ人心及世帯数

                （XA7808074D－P）

       第11表 世帯及人口（XA7808074D－P）

       第12表 民籍及年令二依リ分チタル人口

                （XA7808074D」P）

       第13表 本籍者ヲ現在地二依リ分チタル人口

                （XA7808074D－P）
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第14表 本籍者ヲ現在地及産業（中分類）二

    依り分チタル男子人口

         （XA7808074D－P）

第15表 本籍者ヲ現在地二依リ分チタル人口

         （XA7808074D－P）

第16表 年令二依リ分チタル人口

      （XA7808074～075D－P）
第17表 産業（大分類）年令，配偶関係二依

    リ分チタル人口

      （XA7808075～081 D－P）

第18表 未集計

第19表 産業（小分類）年令，事業上ノ地位

    二依リ分チタル有業者

      （XA7808081～082D－P）
第20表 産業（小分類）職業（小分類）年令，

    兵役関係二依リ分チタル人口

      （XA7808082～089D－P）
第21表 産業（小分類）職業（小分類）年令

    二依リ分チタル内地在住ノ朝鮮人

      （XA7808089～097D－P）
第22表 国籍ニヨリ分チタル外国人

         （XA7808097D－P）

第23表 民籍及年令別軍人，軍属，其ノ他

         （XA7808097D－P）

以上の各表に対しての補撮

         （XA7808115D－P）

3．府県統計書（市販版）

 当文献センターで独自に収集した府県統計書は皿 明治

期統計資料L総括統計に収める。また，市統計書はV 地

方・村落関係資料 3，市統計書に一括して取めてある。

2225 雄松堂フィルム出版

    府県統計書集成

          1136リールP

    内容：明治年間 全500リール

       大正・昭和年間 （増補改訂版）

        全636リール

             （XA7808116P－1～1136）

    収録の明細は雄松堂「マイクロフィルム版 収録書

   総目録 「明治年間編」「大正・昭和年間編」』を参

   照
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