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統計資料シリーズの発刊に際して

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

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

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

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

ータ・バ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昭和38年設立当初より収書の柱として公刊・未公

刊を問わず既存統計調査資料類のマイクロフィルムによる収集を手がけてきている。

 しかしながら，昭和50年までのものについては，マイクロフィルムの特殊資料と

しての整理にまでは手をかけられず未整理に近い状態でおかれてきていた。昭和4り

年の改組と共に，マイクロフィルムによる資料の収集も新しい方針の下で始まり，

ハードコピーにせず，フィルムのま、で保管されるものもかなりの量になった。そ

のため，これらフィルムの整理・目録化の作業が企てられた。当文献センターのマ

イクロフィルム目録記入の方式はr統計資料マイクロフィルム目録 第1巻』

（1977年3月刊行）に掲載してある。

 この方針に基き，既存フィルムの整理と併行して，新規受入のマイクロフィルム

の整理はフィルムによる収集の都度記録をとり，IDナンバーを附して収納するシ

ステムとなった。しかし，この目録はフィルムという形態の特殊性から一般図書カ

ード目録には繰りこまれないま＼，これまで3次にわたって冊子目録の形で刊行さ

れている。

 本巻は1981年刊行の第3巻につ寸くもので，この巻をもって当文献センター所

蔵（1986年9月現在）マイクロフィルムの9割以上は整理を終了したこととなる。

 本巻の編集は上巻と同様高橋益代が担当した。マイクロフィルムの目録記入およ

び浄書の一部には近沢和子氏を煩わした。また，総務庁統計局をはじめとして原資

料所蔵機関各位にもこれまでと同様種々ご協力をいただいている。記して謝意にか

えたい。

1987年1月

（高 橋 益 代）
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凡 例

収録基準二 本巻には「第3巻」に収録以降収集したフィルムの外，当文献センター設立以降

 収集したもので「古資料」類や特殊コレクションのものでフィルムの整理がついていなかっ

 たものを全巻収録した。 （設立当初，設備費で大量に収集したものの内原資料への照合が未

 了の明治初期の調査参考資料類（総務庁統計局図書館所蔵）14リールと決算書関係12リール

 を除く）

目録の配列二 前巻と同様である。

目録の記載ニ アイテム・ナンバーは第3巻より継続している。記載方式も前巻と同様である。

  同調査系列の逐次刊行資料は編者や書名の変更にこだわらず年次順で配列する。

  簿冊類で「集書」として一括するものについては「第3巻」の方式による。





1 総 記

                            2227 農商務省・大臣官房統計課

 1．目録           農商務統計様式疑義説明
                                 明治42．10 38p

2224最低生活費研究グループ                   国立国会図書館所蔵 S59．12．24 24コマ

   生活費並びに最低生活費に関する文献目録 第1次        P

      1952．11 45枚                  明治42年6月開催第2回統計協議会に於ける疑義へ

     東京市政調査会図書館所蔵 1981．3，12 50      の回答を蒐録        （XA8434001P）

      コマ N E      （XA8008101）

                             而）地方官庁

 2．調査要綱（統計調査マニュアル）

                            2228 北海道庁

                               北海道庁現行布令便覧 下巻 明治三十一年八月編
 iD中央官庁
                               纂

2225 〔内閣・統計局〕人ロ課                     明治32．2 1026p

   昭和十年国勢調査附帯調査関係綴                北海道大学経済学部所蔵 S59．12，10 546

     － 2冊写                  （＋3）コマ N
     総務庁統計局人口統計課所蔵 S58，2．8 448     第8類 重量～第12類 監獄  （XA8418005）

     ＋383（＋7）コマ N E

   内容：甲 認可申請関係，乙 結果表関係      2229 北海道庁

      目次各冊毎あり（甲 第1～35号，乙 第1      北海道庁統計事務例規 蝉騒

      番～14番）                       n．d． 78 p

     〔結果表内容〕                      北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 43コ

      1．函館市職業別世帯分散状況調査書           マ N

      昭和11．6 187P                支庁区役所統計主任会議等における訓示・指示事項

      2．山形県西田川郡豊浦村一出稼調査        および注意事項等（大正8年6月～7月）

      3．東京市昭和十年国勢調査附帯調査速報 町                    （XA8418004）

      生別人口及普通世帯 n．d．，世帯及人口

      昭和10．12

       東京市〔結果表様式，集計規程，符号表等〕 2230 〔北海遭庁〕

     4．川崎市一出生地，住宅関係            一般統計事務注意事項

      5，石川県河北郡内灘村一出稼調査            n．d． 19枚 謄写

      6．福井県丹生郡国見村一出稼調査           北海道大学経済学部所蔵 S59．12，10 20コ

      7．甲府市昭和十年国勢調査附帯調査報告         マ N

       〔職業調査〕 昭和11．3 52p          勧業統計取扱手続改正ノ件（大正8，6庁訓令第61

      8．長野県諏訪郡平野村一職業別人口         号）他            （XA8418004）

      9．広島県深安郡千田村一宗教調査

     10．広島稟豊田郡久友村一出稼調査      22訓 北海道庁

                  （XA820804D       〔工業統計及商業統計二関スル諮問 附北海道庁の

                               答申書 参考書類〕

2226農商務省                       n。d， 30枚謄写
    〔農商務統計様式質疑録〕                   北海道大学経済学部所蔵 S59。12．10 32コ

     明治27．7 9丁                    マ N

     国立国会図書館所蔵 S59．12．24 13コマ       表題はペン書き（後に添付されたもの）

     P                          内容：諮問事項 一，工業統計ノ整備二関スル件

   書名は製本題箋による                           二．商業統計ノ創設二関スル件

   項目別に質疑・回答を列記  （XA8434001P）                 （XA8418004）

                         一1一



2232

2233

2234

2235

2236

2237

北海道庁

 農商務統計通信規則山農商務統計様式 大正四年五

 月改正

   〔大正4．5〕 8，128p

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 88コ

   マ N                      2238

 大正4年5月以降の訂正を本文中に朱書入または附

 箋添付で記入あり      （XA8418004）

北海道庁．統計課

 産業二関スル統計例規

   昭和4．6 301p              2239

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12，10 157

   コマ  N

 内容：農林省統計報告規則（大正14．10）

     農林省統計様式

    商工省統計報告規則（大正14．10）

     商工省統計様式

   産業統計取扱手続（大正15．3庁訓令第18

    号） 産業統計様式他 （XA8418004）

                         2240

北海道庁。官房読計課

 資源調査関係法規

   〔昭和〕5．11 218p

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 118

   コマ N

 刊年月原本では大正とあるが，昭和の印刷ミスと判  2241

 断ずる           （XA8918004）

〔北海道庁．統計課〕

 中央統計主任官会議の状況  （佐々木統計主事談）

   一 5枚 謄写

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 6コ

   マ N・

 内務省および内閣統計局に於ける会議の報告〔統計

 事務改善・内務報告例／昭和5年国勢調査及農業調

 査について〕        （XA8418006）

                         2242

北海道庁。内務部地方課

 三重，神奈川，千葉，宮城，東京，岩手 一府五縣

 統計事務視察報告書

   〔大正10．10〕 63p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 37コ

   マ N

 内館泰三復命報告       （XA8418006）

岩手県

 統計報告規程（訓令甲第二十九号別冊）       2243

 米産額試刈及農商務統計小票調査手続（訓令甲第三

 十号別冊） 大正四年十二月改正  （岩手県報号外

                       一2一

   大正四年十二月二十［コ）

   大正4．12 12，228p 1葉

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 130

   コマ N        （XA8418006）

宮城県

 宮城県報告例 大正四年六月訓令甲第二十三号

   〔大正4，6〕 2，4，1，116p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 65コ

   マN    （XA8418007）

山形県

 山形県統計報告規程  （大正四年六月訓令第三十二

 号） 山形県統計報告様式（大正四年六月訓令第三

 十三号）

   〔大正4．6〕1冊（2，1，3，1，3，3，35，8，200，99p）

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 204

   コマ N

 乱丁訂正撮影済   ．    （XA8418006）

茨城県

 農商工二関スル報告規程（茨城県訓令甲第二号）

   〔大正4．2〕 3枚 写

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 4コ

   マN    （XA8418007）

茨域県

 農商務通信事項統計様式

   明治22．9 40p

   国立国会図書館所蔵 S59．12．24 25コマ

   P

 二十二年茨城県乙第十六号別冊

              （XA8434001P）

群馬県

 「追補」参照。

埼玉県

 埼玉県米麦生産統計調査規程 埼玉県養蚕統計調査

 規程

   〔大正8，7〕 20p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 13コ

   マ N

 内容：1．大正8．7．4訓令第三十四号

    2．大正8．7．4訓令第三十五号

               （XA8418007）

新潟県。勧業課

 統計規程及様式 大正四年二月施行

   大正4．3 371p



2244

2245

2246

2247

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 194

   コマ N

 執務参考用に編輯

 内容：1．新潟県郡市町村産業統計事務処理規程

     （大正4．2訓令第四号）          22侶

    2．新潟県農商務統計報告規程（大正4，2訓

     令第五号）

    3．新潟県農商務統計其ノ他ノ様式

     （大正4．2訓令第六号）（XA8418007）

富山県

 富山県勧業統計様式 大正四年七月二日（富山県訓

 令甲第二十四号別冊）

   〔大正4．7〕 184p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12，10 102

   コマ N

 尊慮：富山県郡市町村統計事務処理規程（明治40．

    6制定 大正4．12改正） 1葉

               （XA8418006）

石川県                       2249

 石川県統計報告様式一石川県訓令甲第十五号別冊

 一 （石川県公報第三十四号附録 大正四年六月二

 十二日）

   大正4．6 36，496p

   北海道大学経済学部所蔵  S59．12，10 271

   コマ N        （XA8418007）

福井県

 統計原簿                     2250

  「追補」参照。

福井県．官房

 福井県町村役場事務報告例中勧業部年報 大正四年

 五月福井県訓令第七号別冊

   〔大正4．5〕 1，6，150p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12，10 92コ

   マ  N

 合綴：1．郡市町村統計調査報告規程（大正8．8訓  2251

     令第三十二号）

    2，市町村産業調査員規程（大正8．8訓令第

     三十三号）

    3．米麦調査規程（大正8．8訓令第三十四号）

    以上 謄写 5枚    （XA8418008）

静岡県                       2252

 静岡県報告規程 大正七年十月静岡県訓令甲第四十

 一号別冊  （大正七年十月二十九日静岡県公報第七

 百二十七号附録）

   大正7．10 490p

                       －3一

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 179

   コマ  N

 p．253～388落丁      （XA8418008）

愛知県

 産業統計様式 大正四年五月愛知県訓令第十八号別

 冊 甲号

   〔大正4．5〕 5，1，200p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 114

   コマ  N

 附 1）訓令第十八号 産業二関スル報告規程

    大正四年五月十九日 2p

   2）乙号 米作収穫ノ予想二関スル調査様式

   3）丙号 麦作収穫ノ予想二関スル調査様式

   4）丁号 春蚕景況掃立ヨリ三齢二至ル及収繭

    高ノ予想二関スル調査様式

   以上4件朱線引

 合綴：水稲作況 他  罫紙ペン書きの様式 3葉

               （XA8418008）

滋賀県

 滋賀県報告例中改正 人口，学事，農工商，衛生

   〔大正4．3〕 1，2，21p＋p．135～282＋

   28十1p
   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 105

   コマ  N

 滋賀県訓令第15号（大正4．3．31） による改正部

 分（XA8418009）
〔京都府｝

 京都府統計ノ機関及其ノ事業 明治四十二年四月一

 日調

   明治42．5 65p

   北海道大学経済学部所蔵 S噸59．12．10 39コ

   マ  N

  〔府統計書，府報告例，現勢調査簿等記載あり〕

               （XA8418008）

大阪市

 統計調査法規類集  （区政操典 第八号）

   昭和18．3 16，517p

   総務庁統計図轡館所蔵 S59．11．20 290＋

   3コマ N

 昭和18年2月1日現在   （XA8408001）

鳥取県

 鳥取県農商工統計報告規程 大正四年七月規定

 鳥取県訓令第三十二号

   〔大正4．7〕 1冊（3，2，2，48，4，141，2，34，

   2，41p）



2253

2254

2255

2256

2257

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 154

   コマ  N

 大正6年2月，同7年1月の改正分書入れあり

 原本の印刷ミス訂正撮影済   （XA8418006）

広島県                       22聞

 農商務統計報告規程  （広島県報（別冊）大正四年

 三月二日）

   大正4．3 10，156p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．1085コ

   マN    （XA8418008）

福岡県                         3．

 〔統計報告規程〕

   一 15枚目綴） 写          2259

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．1016コ

   マ  N

 内容：1．福岡県内務部長より高岡熊雄氏宛回答文

     書（大正9．4．22附）

    2．統計報告規程 3枚

    3，春蚕，麦，製藍，製茶，秋蚕，夏蚕，米

     蚕綜類及真綿，食用特用農産物 様式

               （XA8418007）

長崎県

 長崎県報告例 大正四年八月三日長崎県公報訓令第

 四〇号別冊

   大正4．8 2，27，444p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 259

   （十17）コマ N    （XA8418009）

 臨時農事調書式 →皿一6 勧業関係資料

熊本県

 〔熊本県統計報告規程様式〕

   一8枚（綴） 写・活

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12，10 9コ

   マ  N

 表題は高岡熊雄氏による書き入れ？

 内容：1．熊本県内務部長より高岡熊雄氏宛回答文

     書（大正9．5，4附） 1葉

    2．養蚕統計調査規程（昭和41．3．27訓令

     甲第十六号） 8p，3葉

               （XA8418007）

宮崎県

 宮崎県報告例中農工商二関スル目録抜奉 農工商二

 関スル統計調査例 農工商二関スル統計様式説明

   n，d． 47 p

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 29コ

                       一4一

   マ  N

 明治26年6月訓令第95号分より明治40年1月訓

 令第1号分まで

 〔単位説明あり〕      （XA8418009）

鹿児島県

 農商務統計様式 大正四年鹿児島県訓令甲第拾参号

 別冊

   〔大正4．5〕 1，3，145p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．1081コ

   マN    （XA8418009）

資料解説書

柳澤 保恵

 第二回東京市統計年表校閲二就テノ意見 東京市統

 計年表材料増補二関スル注意 附録 東京市統計機

 関拡張二関スル建議 第二十七期伯林市統計年鑑目

 録

   n．d．  4，30，12，8p

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 34コ

   マN    （XA8418008）



 1．

2260

2261

2262

2263

2264

2265

                且 明治期統計資料

                         2266 栃木県．内務部第一課

総括統計                      栃木県々治概要 第六回

                               明治30，10 266P 地図

岩手県，第一部文書課                      国立国会図書館所蔵 S56．7．21  149コマ

 岩手県統計書 明治十七年・十八年              N P E

   明治2Q，12 1冊 写                内容年：明治29年末現在  （xA8108037－P）

   岩手県議会図書室所蔵  S56．8，3 330コマ

   N E                   2267栃木県．内務部第一課県治係

 完成稿本           （XA8108040）      栃木県治概要 第七回 〔明治三十二年〕

                               明治33．12 271p 地図

岩手県．第一部文書課                      国立国会図書館所蔵 S56．7．21  149コマ

 岩手県統計書 明治十九年                  N P E

   明治23．12 1冊 写               原本表紙欠 巻頭書名による（XA8108037－P）

   岩手県議会図書室所蔵  S56．8．3 263コマ

   N E                  2268富山県

 完成稿本           （XA8108040）      富山県経済的民力調査 明治三十九年

                               明治40．11 82p（折込表多し）

岩手県．官房                         農業総合研究所／富山県立図書館所蔵 S61．

 岩手県統計書 明治二十・二十一年              4．26／5，6 66＋1コマ N E

   明治23．12 561P 写                            （XA8636002）

   岩手具議会図書室所蔵  S56．8．3 304コマ

   N E                       岐阜県

 完成稿本           （XA8108041）      「追補」 参照。

岩手県                        2269京都府．内務部第一課

 岩手県統計書 明治二十六年               京都府統計書 明治二十六年

   n．d． 1冊写               n．d． 454P 稿本
   岩手県議会図書室所蔵 S56．8．3 290コマ        京都府立総合資料館所蔵 S 56，2．一 232

   N E                      コマ P 2N E（XA8019002P－N）

 稿本（目次なし）       （XA8108039）

                         2270徳島県

岩手県                         徳島県統計表 明治十六年

 岩手県統計書 明治二十七年                 n．d． 1冊 稿本

   n．d． 1冊 写                    徳島県企画開発部統計課所蔵 S46．1．1

   岩手県議会図書室所蔵 S56．8．3 284コマ        261コマ Q D E （XA8126001D）

   N E

 稿本（目次なし）        （XA8108039）  2271徳島県

                             徳島県統計書 明治十七年

栃木県．内務部第一課                       n，d． 1冊 稿本

 栃木県々治概要 第五回                    徳島県企画開発部統計課所蔵 S46，1．1

   明治29．3 271P                  280コマ Q D E （XA8126002D）

   国立国会図書館所蔵 S56．7．21 149コマ

   N P E                 2272徳島県

 内容年：明治27年末現在                 徳島県統計書 明治十八年

 表紙には「明治29年2月刊行」とあり             n．d． 1冊 稿本

              （XA8108037－P）       徳島県企画開発部統計課所蔵 S46．1．1

                      －5一



2273

2274

2275

2276

22η

2278

2279

   278コマ Q D E （XA8126002D）  2280

徳島県

 徳島県統計書 明治十九年

   n．d． 1冊稿本

   徳島県企画開発部統計課所蔵 S46，1，1

   279コマ Q D E （XA8126002D）

徳島県．庶務課

 徳島県統計書 明治二十年

   n。d． 1冊稿本

   徳島県企画開発部統計課所蔵 S46．1，1

   279コマ Q D E

 表紙書名「廿年統計書」   （XA8126002D）

徳島県

 徳島県統計書 明治廿一年

   n．d． 1冊稿本

   徳島県企画開発部統計課所蔵 S46．1，1

   269コマ Q D E （XA8126003D）

徳島県

 徳島県統計書 明治二十二年

   n．d． 1冊稿本

   徳島県企画開発部統計課所蔵 S46，1，1

   272コマ Q D E （XA8126003D）

徳島県．内務部鯖一課

 徳島県統計書 明治三十年

   n．d． 1冊原稿

   徳島県企画開発部統計課所蔵 S46．1．1

   242コマ Q D E
 明治二十九年刊本に30年データを訂正記入または附

 箋添付す         （XA8126004D）

福岡県．生葉竹野郡

 「追補」 参照。

長崎県．内掛部第一課

 長崎県治一班 明治三十二年

   明治34．6 328P

   国立国会図書館所蔵 S56．7，21 178コ口

   N P E     （XA8108037－P）

長崎県

 長崎県治一斑 明治二十八年

   明治31．2 182P

   国立国会図書館所蔵 S56，8．26 104コマ

   NP   （XA8108051－P）

                      一6一

  熊本県

   熊本県治一班 明治二十四年

     明治26．1 折本1冊

     国立国会図書館所蔵 S56．8．15 82コマ

      NPE  （XA8108051－P）

2281熊本県

   熊本県治一斑 明治廿八年

     明治30，6 204p 地図

     国立国会図書館所蔵 S56．8．15120コマ

      N P E     （XA8108051－P）

2％2大分県

   大分県治一班 明治廿六年

     明治27．11 205p 地図

     国立国会図書館所蔵 S56．8．15119コマ

     NPE  （XA8108051－P）

2％3大分県

   大分県治一班 明治廿八年

     明治30，2 214P 地図

     国立国会図書館所蔵 S56．8．15123コマ

      NPE  （XA8108051－P）

22糾 大分県

   大分県治一斑明治三十年

     明治32．3 243P 地図

     国立国会図書館所蔵 S56．8，15137コマ

     NPE  （XA8108051－P）

2285 宮崎県．内務部第一課

   宮崎県統計書 明治二十九年

      n．p． 1冊 写

     宮崎県庁行政資料室所蔵 S56，9．16 210

      コマ N E      （XA8ユ08054）

2286宮崎県．内務部鯖一課

   宮崎県統計書 明治三十年

      n．P，1冊 写

     宮崎県庁行政資料室所蔵 S56．9．16 216

     コマ N E      （XA8ユ08054）

2％7宮崎県．内務部纂一課

   宮崎県統計書 明治三十一年

     明治33．6 1冊写

     宮崎県庁行政資料室所蔵 S56．9，16 212

      コマ N E      （XA8108054）



 3．人口・衛生関係資料

2288 海軍省．大臣官房

    日本沿海戸ロー覧

      明治19．11 438p

      総務庁統計図書館所蔵 S56．4．24 227コマ

      N E

    明治18年1月1日現在  「徴発物件表」より 但し，

    海港のない7県については収録せず

                  （XA8108031）

2289内務省．衛生局

    衛生局年報 明治四十・四十一年

      明治43．3 133，98，197p

      総務庁統計図書館所蔵 S56．9．9 227コマ

      NE    （XA8108052）

2290内務省．衛生局

    衛生局年報 明治四十三年

      明治45，3 106，78，182p

      総務庁統計図書館所蔵 S56．9，9 196＋2

      コマ N E      （XA8108052）

2291内務省．衛生局

    衛生局年報 明治四十四年

      大正2，3 100，73，172p

      総務庁統計図書館所蔵 S56．9．9 184＋3

      コマ N E      （XA8108052）

2292内務省．衛生局

    衛生局年報 明治四十五年・大正元年

      大正3．3 114，87，181p

      総務庁統計図書館所蔵 S56．9，9 204コマ

      NE    （XA8108053）

    注）大正・昭和区についてはW 戦前経済統計資料

      を参照。

 6．勧業関係資料

 「農事調査」関係資料は日本経済評論社より『明治中期産

業運動資料』シリーズの内に「第1集 農事調査」として複

刻され（群馬県分を除く），以下の各資料もその内に収録さ

れている。

 なお，群馬県分は「群馬県史 資料編18』に複刻されてい

る。たゴし，これら複刻版は筆写本については活字におこし

多少の形載変更を加えて印刷している。

2293 〔農商務省〕

   農事調査

     一 17冊 写

2294

2295

  一橋大学附属図書館所蔵 暑 41シート N

 「農事調査」の農商務省蔵本を抜華筆写したもの

・内容：一 東京府（35コマ），京都府（64コマ）

   二 大阪府（30コマ），神奈川県（18コマ）

    兵庫県（36コマ）

   三長崎県（16コマ），新潟県（81コマ）

   四 埼玉県（48コマ），群馬県（43コマ），

    千葉県（3Gコマ）

    五茨城県（66コマ），栃木県（23コマ）

    六 奈良県（28コマ），三重県（28コマ）

    七静岡県（20コマ），山梨県（31コマ）

    八 滋賀県（23コマ），岐阜県（22コマ），

     長野県（12コマ）

    九宮城県（37コマ），福島県（22コマ），

     岩手県（18コマ）

    十 青森県（18コマ），山形県（18コマ），

     秋田県（22コマ）

    十一 福井県（23コマ），石川県（24コマ），

     富山県（23コマ）

    十二 鳥取県（28コマ），島根県（29コマ）

    十三 岡山県（21コマ），広島県（41コマ）

    十四 山□県（70コマ），徳島県（19コマ），

     愛媛県（24コマ）

    十五 福岡県（28コマ），佐賀県（25コマ），

     宮崎県（50コマ）

    十六 熊本県（114コマ）

    十七 大分県（16コマ），高知県（9コマ），

     香川県（14コマ）  （YE7203014）

宮城県

 農事調査書 各郡市 明治廿三年

   n．d．17冊写

   東京大学経済学部所蔵 芸 569コマ N E

 宮城県庁蔵書 写

 「農事調査日誌」 （農事調査委員会 明治23年1月）

 あり

 内容：仙台市，刈田郡，柴田郡，伊具郡，亘理郡，

    名取郡，宮城郡，黒川郡，加美郡，志田郡，

    玉造郡，遠田郡，栗原郡，登米郡，桃生郡，

    牡鹿郡，本吉郡     （XA7203019）

宮城県

 農事調査書 本吉郡各町村 明治廿三年

   n，d。17冊写

   東京大学者済学部所蔵 暑 695コマ N E

 内容：麻崎村，横山村，十三浜村，戸倉村，入谷村，

    本吉村，歌津村，小泉村．御嶽村，大谷村，

    階上村，松岩村，新月村，気仙沼町，鹿折村，

    唐桑村，大島村     （XA7203021）

一7一



2296宮城県

   農事調査書 登米郡各町村 明治廿三年

     n．d．16冊写
     東京大学経済学部所蔵 苦 655コマ N E

   宮城県庁蔵書 写

   内容：佐沼町，北方村，南方村，米山村，吉田村，

      豊里村，登米村，浅水村，米谷村，米川村，

      錦織村，上沼村，宝江村，石越村，石森村，

      新田村        （XA7203020）

2297 〔茨城県〕

   茨城県農事調査書 現況之部

     一  1冊 写
     農林水産省農業総合研究所所蔵 美 6シート

      （171コマ） N     （YE7203017）

2298群馬県

    〔群馬県各郡〕臨時農事調書

     n．d． 13冊写

     群馬県議会図書室所蔵 芸 2リール （1082

     コマ） N E

   内容：碓氷郡，吾妻郡，利根郡，新田郡，山田郡，

      邑楽郡，西群馬郡，片岡郡，緑野郡，北甘楽

      郡，北勢多郡，南勢多郡，佐位郡

              （XA7203022／023）

2299新潟県．農商課

   新潟県農事調査書 明治二十三年現在 〔用田〕

     一 美 筆写版

     山田勝次郎氏所蔵 甚 2＋3シート N

   内容：調査主眼 42丁  （全冊）（47コマ）

                 （YE7301004）

       「現況」の内蕎麦作備考～桑園備考 347丁

      ～422丁〔現況了〕（76コマ）

                 （YE7301005）

2300福井県．内務部第二課農商係

   農事調査書 天・地

     明治23．一 2冊地図12葉

     東京大学経済学部／岡山大学農業生物研究所所

     蔵開7十6シートN
   内容：（天）調査主眼・市郡別 181丁 地図12

        葉（207コマ）  （YE7203015）

       （地）現況・沿革・参考・将来・畜産及獣医

        77，28，33，32丁（190コマ）

                 （YE7203016）

2301広島県．内務部第二課

   農事調査書 一～五一 広島県勧業報告号外一

     明治24．3 5冊

2302

2303

2304

2305

   東京大学経済学部所蔵 芙 2＋3＋2＋2＋

   2シート N

 内容：一 調査主眼・沿革・管内総覧之部 66p

     （39コマ）      （YE7203018）

    二 現況之部 159p（83コマ）

               （YE7203019）

    三 参考・将来・畜産・獣医之部 62p

     （38コマ）     （YE7203020）

    四 市細別 安芸国之部 78P（42コマ）

               （YE7203021）

    五 市亀甲 備後国之部 107P（56コマ）

               （YE7203022）

福岡県

 福岡県農事調書

   n．d． 27冊写

   農業総合研究所九州支所保存 暑 5リール

   （2216コマ） N E

 内容：薦田郡，志摩郡，恰土郡，企救郡，田川郡，

    仲津郡，京都郡，久留米市，那珂郡，自営郡．

    福岡市，鼻脂郡，穂波郡，早良郡，宗像郡，

    山門郡，三池郡，山本郡，上妻・下妻郡，生

    葉郡，竹野郡，御井郡，御原郡，糟屋郡，鞍

    手郡，遠賀郡  （XA7303037／041）

長崎県

 臨時農事調書式

   n．d． 1冊

   長崎県立図書館所蔵 71コマ N E

 県達甲第三十二号（明治23年2月22日） 山口属旧

 蔵本〔書き入れあり〕 抜率撮影

               （XA7303044）

長崎県

 農事調査

   n。d． 7冊 写

   長崎県立図書館所蔵 暑 3リール（1539コ

   マ） N E

 内容：長崎市，西彼杵郡 1冊

    東彼杵郡     1冊

    北高来郡     1冊

    南高来郡     1冊

    北松浦郡     1冊

    南松浦郡     1冊

    壱岐・石田郡   1冊

            （XA7303042／044）

大分県

 大分県農事調査 一～八

   n，d． 8冊
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2306

2307

2308

2309

   大分県立大分図書館所蔵 芙 471コマ N

   E

 内容＝一 調査主眼 31丁

    二 現況   174丁

    三 沿革   13丁

    四 参考   23丁

    五 将来   13丁

    六畜産及獣医20丁

    七県別 126丁
    八 管内総覧 13丁  （XA7303045）

〔農商務省〕

 水産調査書 一～三

   一  3冊 写

   一橋大学附属図書館所蔵 芸 10シート（309

   コマ） N

 明治20年又は21年現在  「農事調査」と対で前田正

 名の企画した「水産調査」関係の資料の筆写本と推

 定（YE7301018）
内務省．土木局製図課

 土木一下八回統計年報 明治三十二年三月編纂

   明治32，4 95P 地図 図表

   総務庁統計図書館所蔵 暑 2シート（56コ

   マ） N

 内容年：明治29又は30年    （YE7301001）

内務省．土木局製図課

 土木局第九回統計年報 明治三十三年三月編纂

   明治33．4 133p

   総務庁統計図書館所蔵 美 3シート（74コ

   マ） N

 内容年：明治30年度又は詔年3月

               （YE7301002）

内務省．土木局製図課

 土木局第十一回統計年報 明治三十五年三月編纂

   明治35．4 174p

   総務庁統計図書館所蔵 苦 3シート（93コ

   マ） N

 内容年：明治鎗又はお年    （YE7301003）

〔地方資料〕

福井県

 「追補」参照。

 蟷  なお，府県「勧業年報」については， X 特殊

 コレクションに収録してある。

  X－4 参照。

2310

2311

2312

愛知県

 愛知県勧業雑誌 第六号～第二十三号 明治十七年

 三月～明治二十八年四月刊行

   内閣文庫所蔵 苦 2リール（803コマ） N

   E

 内容：第6号（勧業課明治17．3）

    第7号～第15号（農商課 明治17，12～21，

     12）

    第10号附録 備荒貯穀考 10丁

    第13号附録 養蚕拡張意見 16P

    愛知県勧業臨時報告 第1号（明治21．12）

               （XA7403053）

    第17号（農商課 明治23．6）

    第18号～第19号（第二課 明治24，4～25．

     2）

    第21号（内務部第二課 明治26．5）

    第22号～第23号（内務部第三課 明治27．4

     ～28．4）      （XA7403054）

大阪府

 大阪府勧業月報 第一号～第六十七号 明治十四年

 一月～十九年七月

   内閣文庫所蔵 S58．一 3リール（708＋983

   ＋1220コマ） H D E

 内容：第1号～第6号（明治！4．1～14．6）

    第7号～第12号（  14．7～14．12）

    第13号～第18号（  15．1～15．6）

              （XA8308006D）

    第19号～第24号（明治15．7～15，12）

    第25号～第30号（  16．1～16．5）

    第31号～第36号（  16．7～16．12）

    第37号～第42号（  17．1～17．6）

              （XA8308007D）

    第43号～第48号（明治17．7～17．12）

    第49号～第54号（  18，1～18．6）

    第55号～第59号（  18．7～18．11）

    第60号～第67号（  18．12～19．7）

    第64号附録（別冊） 気象報告

 第42，51号 気象表慶   （XA8308008D）

大阪府

 大阪府農商工月報 第一号～第五十五号（明治十九

 年九月～二十四年三月）

   内閣文庫所蔵 S58，一 2リール（1G49＋

   1097コマ） H D E

 内容：第1号～第7号〔第3号欠〕（明治19．9～

    20．3）

    第8号～第14号（明治20．4～20．10）

    第15号～第20号（ 20．11～21．3）

    第21号～第27号（  21．5～21．12）
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                 （X．A8308009 D）  2317大蔵省

      第28号～第35号（明治21。11～22．9）        大日本外国貿易年表 明治四十四年

      第28号附録 第3回内国勧業博覧会規則書         明治45．5 643，124P

      第36号～第41号（明治22．7～23．2）          一橋大学附属図書館所蔵 S56，6．6 402コ

      第38号附録 大阪府繭生糸共進会報告（大阪        マ N          （XA8108034）

      府第一部農商課）

      第41号附録大阪府農商工統計事項一覧     9．租税・財政

      第42号～第46号（明治23．3～23．9）

      第47号～第50号（明治23．9～23，11）    2318大蔵省

      第51号～第55号（明治23．12～24，3）       大蔵卿第二回年報書 自明治八年七月至同九年六月

                 （XA8308010D）        〔明治10．8〕 54，4，95P

                                  総務庁統計図書館所蔵 S60．10，1 79＋1

2313大阪府．内務部第二課                     コマ N E      （XA8536001）

    大阪府農工商雑報 第五十六号～第七十五号（明治

   二十四年六月～三十年十月）            2319大蔵省

     内閣文庫所蔵 S58．一 776コマ H D       大蔵卿第三回年報書 自明治九年七月至同十年六月

      E                         〔明治11．12〕 64，4，83P

    内容：第56号～第58号，各号号外あり（明治24，6        総務庁統計図書館所蔵 S60，10，1 78コマ

      ～24．9）           NE    （XA8536001）

      大阪市商況 明治23年中第1期間，第2期間

      第59号～第60号，同号外（明治24．10～24．  2320大蔵省

       11）                        大蔵卿第四回年報書 自明治十年七月至同十一年六

      大阪市商況 第3期間，10－12月 （明治      月

       24．12）                     〔明治13．2〕 74，4，83P

      第61号～第64号（明治25．2～25．10）         総務庁統計図書館所蔵 S60．10．1 84コマ

      第65，同号外，70，72号～75号（明治25．12        N E         （XA8536001）

      ～30，10）

      大阪府下株式会社表 明治二十六年七月一日  2321大蔵省

      現在         （XA83080ユ1D）      大蔵省年報 明治二十七年度

                                  明治29．6 2，12，299P

 7．貿易・運輸関係資料                   総務庁統計図書館所蔵 S60．9．21 159コマ

                                  N E

2314大蔵省                          表紙欠につき，凡例書名による （XA8536001）

    大日本外国貿易年表 明治三十二年

      明治33．6 516，16，8，23p         2322大蔵省．専売局

     一橋大学附属図書館／総務庁統計図書館所蔵       専売局第十三回年報 明治四十三年度

      S56．6．4 300コマ N （XA8108032）       明治45．1 304p 地図3葉

                                  東京大学経済学部所蔵 S52，2．25 162コマ

2315 大蔵省                              N

    大日本外国貿易年表 明治四十二年             注） （XA6403015）（第2巻所収）はフイルム不

      明治43．5 673P                  良につき再撮影す     （XA7608094）

      一橋大学附属図書館所蔵 S56，6．4 357コ

      マ N         （XA8108032）   10．地方行政文書（集書）

2316大蔵省                     2323岩手県

    大日本外国貿易年表 明治四十三年             〔岩手県庁文書〕

      明治44．5 679，102P                － 26冊写

      一橋大学附属図書館／総務庁統計図書館所蔵         岩手県学事文書課所蔵 S56．8．3～611リ

      S56．6．5 410コマ N （XA8108033）       一ル N 〔E〕

                                内容：1．農商務統計関係

                         一10一



1）岩手県公文類纂 明治二十ヂ年 農商

 課 〔「各郡山商務通信表」の内山・米

 作のみ撮影〕 50コマ

           （XA8108044）

2）岩手県公文類纂 明治二十二年 農商

 課 〔内題：明治二十二年農商務通信事

 項〕 51コマ  （XA8108044）

3）岩手県公文類纂 明治二十六年 第二

 課 農商 〔目録，第七 米穀産額表の

 み撮影〕 10コマ E

           （XA8108044）

4）岩手県公文類纂 明治二十六年 第四

 課 農商 〔目録，第一 農商務通信諸

 表調（大豆以下農産物），第九 麦作概

 算表，第一〇 十人繰以上ノ製綜工場ノ

 数調のみ撮影〕 94コマ 〔E〕

           （XA8108044）

5）農商務統計報告取扱手続 明治二十七

 年官房文書（訓令甲州七十八号
  （明治27．12．28））〔「明治三十年訓令

 甲第九十二号ヲ以テ廃止」の書き入れあ

 り〕 67コマ E （XA8108039）

6）岩手県公文類纂 明治二十七年 第三

 課農商（自一月十九日至十二月廿八

 日 農商部 銀行会社商工業）〔目録，

 第六・七 株式会社資奉調査表．第二二

  各製造所職工調のみ撮影〕 94コマ

 〔E〕     （XA8108041）

7）岩手県公文類纂 明治二十八年 第三

 課農商（自一月至八月農商統計）
 〔目録，第四 勧業統計表出総牛馬検査

 表の内「第六次勧業統計書」，第五 物

 価表，第十 工場票のみ撮影〕 ユ61コ

 マ〔E〕  （XA8108041）
8）勧業統計 明治三十四年 官房  （統

 計部） 〔目録，第一 農商務統計米作

 報告，第二 農産物統計表のみ撮影〕

 136コマ E   （XA8108043）

9）勧業統計 明治三十四年 官房 統計

  （統計部） 〔目録，第二 三十三年度

 勧業統計報告，第七 工場票及会社票の

 み撮影〕 87コマ E

           （XA8108043）

10）農商務統計報告書類 明治四十一年

 庶務課 〔乙〕 〔目録，第二 会社工

 場統計報告のみ撮影〕 159コマ  E

           （XA8108044）

11）農商務統計報告書類 明治四十二年

 庶務課 〔目録，第三 会社工場統計報

 告のみ撮影〕 172コマ E

                 －11一

           （XA8108044）

12）農商務統計報告書類 明治四十四年

 庶務課 〔目録，第一〇 工場票統計報

 告のみ撮影〕 90コマ E

           （XA8108043）

2．府県統計書関係

 1）岩手県公文類纂 明治二十六年 官房

  文書  （文書部 統計） （「廿五年分

  統計書出来ノ件」） 375コマ

           （XA8108043）

3．軍需関係

 1）徴発二関スル書類 明治四十一年 庶

 務課 〔目録，第一 徴発二関スル書類

  〔一 物価表・工場表一〕のみ撮

 影〕 47コマE （XA8108044）
 2）工場事業場調査書類 大正八年 庶務

 ，課 〔目録第一～二二〕 337コマ

           （XA8108042）

 3）工場事業場調査 大正九年 庶務課

  〔目録第一～一六〕 403コマ

           （XA8108042）

 4）軍需工場事業場調査書類 大正十年

 庶務課 〔目録あり〕 324コマ E

           （XA8108049）

 5）軍需工場事業場調査 大正十二年

  〔内容年次：大正10年〕 庶務課

  〔目録あり〕 348コマ E

           （XA8108049）

 6）軍需工場事業場調査 大正十一年〔内

 容年次：大正11年〕 庶務課 〔目録

  あり〕 245コマ  （XA8108050）

 7）軍需工場その他調査 大正十三年 庶

  務課 〔目録あり〕 310コマ

           （XA8108050）

4、工場票

 1）工場票 大正九年十二月三十一日現在

  207コマ E   （XA8108045）
 2）工場票 大正十年十二月末日現在

  〔全243票 第183号票欠〕 486コマ

  E（XA8108045）
5．労働統計

 1）第二回労働統計調査関係書類 昭和二

 年 統計係 〔目録あり〕 401コマ

  E（XA8108046）
 2）第三回労働統計実地調査書類 昭和五

 年〔目録あり〕316コマE
           （XA8108046）

 3）第四回労働統計実地調査関係書類 昭

 和八年 〔目録あり〕 340コマ E

           （XA8108047）



        4）第六回労働統計関係書類綴 昭和十四

        年 総務部続計課 〔目録あり〕 582

        コマ E     （XA8108048）

2324愛知県

    〔愛知県庁文書〕

      一 1珊 写

     国立史料館所蔵 S60，1．17 4リール

      N 〔E〕

   内容：1．各種工場調査表 農商課 1冊

                  （XA8408023）

       2．令達原議綴

        1）令達原議綴 兵事 明治二十三年

         〔目録第55，64，68，73 徴発物件表等

        調製方訓令等抜葦〕

        2）令達原議綴 第三課第三分目 明治廿

        五年忌目録第64徴発物件表調製方之件

        訓令〕

        3）令達原議 第三課戸籍係 明治廿七年

         〔目録第11徴発物件表調〕

        4）令達原議 第三課戸籍係 兵事 明治

        三十年 〔目録第1 徴発物件表調製雛

        形ノ件〕

        5）令達原議 兵事係 明治三十二年〔目

        録第1 徴発物件表等差出方二関スル訓

        令〕

        6）令達原議 第七課 明治三十五年〔目

        録第4 徴発物件表差出方二関スル規程

        中改正〕

        7）令達原議 兵事門 第一種 明治四十

        五，大正元年，大正二年，大正三年〔目

        録 明治45一八，大正3一八〕

       3．徴発物件表

        1）徴発物件表 第三課 明治廿七年

                        1冊

        2）徴発物件表 第三課戸籍係 兵事 明

        治山九年            1冊

        3）徴発物件表 第三課戸籍係 兵事 明

        治三十年           1冊

        4）徴発物件表 第三課 明治三十一年

                        1冊

        5）徴発物件表 明治ナ什五年 但明治岩四

        年末調 愛知県         ’1冊

                  （XA8408024）

        6）徴発物件表 兵事門 明治三十六年，

        三十七年，三十八年，三十九年，四十年，

        四十一年            1冊

                  （XA8408025）

        7）徴発物件表 兵事門 大正三年 1冊

        8）徴発物件表 兵事門 大正四年〔附．

        戦時用逓送糧秣二関スル調査〕  1冊

                  （XA8408026）

2325長崎県

    〔長崎県庁文書〕

     一  33冊 写

     長崎県立図書館所蔵 S56．12．9／S57．9．

      6～9．1310リールN〔E〕
   内容：庶務課史誌係事務官

       1）西彼杵，東彼杵，南高来，北高来，南松

       浦，北松浦，小城，神崎，上下縣郡誌 全

        1冊（163コマ） E

       2）西彼杵郡村誌 明治十八年五月脱稿 1

       冊（403コ口）

       3）東彼杵郡村誌 明治十七年四月七日脱稿

        1冊（196コマ）  （XA8108072）

       4）南高来郡村誌 明治十二年起稿 全十四

       年進達 1冊（2冊合綴）（194コ口）

       5）南松浦郡村誌 1冊（140コマ）

       6）北松浦郡村誌 明治十六年脱稿 1冊

        （376コ口）     （XA8108073）

       7）小城郡村誌 全 附 草稿 2冊

        （234十57コマ）

       草稿は八反原村～杉山村分 9ヶ村

       8）神崎郡村誌明治十四年 1冊（167コ

       マ）

       9）三根郡村誌 全 附 郡誌 1冊（85

        コマ）

      10）養父郡村誌 稿本 明治十五年 附 郡

       誌 1冊（143コマ）（XA8108074）

      11）基湿田村誌 1冊（101コマ）

      12）壱岐石田郡村誌 全 明治十年十月脱稿

        附 郡山 1冊（96コマ）

      13）地誌編輯料 長崎区長差出書 明治十七

       年 1冊（91コマ） （XA8108075）

      14）上下縣郡村誌 2冊（275＋287コマ）

        （1．廻村～五根緒村，2．厳原市街～嶋

       山村）

      15）地誌編輯料 西彼杵郡長差出書類 自明

       治十六年至忠十八年 ユ冊（146コマ）

      16）地誌編輯料 北松浦郡長差出書類 明治

       十六年 1冊（86コマ）

                  （XA8108076）

      17）地誌編輯料 西彼杵郡戸長差出書類 明

       治十七年 1冊（471コマ）

        （東彼杵郡千綿村分乱丁であり）

      18）地誌編輯料 東彼杵郡長戸長差出書類

        自明治十五年至全十七年 1冊（244コマ）

        （郡長差出 45丁）

      19）地誌編輯料 杵島南松浦郡役所書出書

一12一



       明治十三年全十五年 1冊（113コマ）

        （杵島郡 50丁，南松浦郡 56丁）

                  （XA8108077）

      20）地誌編輯料 北松浦郡戸長差出書類 明

       治十六年 1冊（500コマ）

      21）地誌編輯料 南松浦郡戸長差出書 明治

       十七年 1冊（265コマ）

                  （XA8108078）

      22）地誌編輯料 上下縣郡役所差出書 1冊

        （215コマ）

      23）地誌編輯料 上縣郡戸長差出書類 自明

       治十七年至全十八年 1冊（267コマ）

      24）地誌編輯料 下縣郡戸長差出書類 明治

       十七年 1冊（386コマ）

                  （XA8108079）

      25）地誌編輯料 東松浦郡戸長差出書類 明

       治十六年 1冊（3冊合綴）（550コマ）

                  （XA8ユ08081）

      26）地誌書類 自明治七年至全八年目1冊

        （193コマ）

        （地誌提要の原稿と推定す）

      27）地誌提要 明治七年 1冊（82コマ）

        （「肥前国地誌提要」の稿本と推定す 明

       治7年7月7日長崎県の奥書あり）

      28）明豊往復並議案留 自明治十五年至全十

       六年
        （地誌編輯に関する取調季続等抜華）（16

       コマ）

      29）雑之部 全 自明治十六年九月至全十八

       年六月 十八年六月廃止

        （地誌編輯事業向後〔明治18年6月以降〕

       修史局及地理局へ引継についての件等抜葦）

        （20コマ）    （XA810808Q）

      勧業課商工務掛事務簿             10．

       1）明治十三年ヨリ同十六年目 著名物産地

       名表 陶器製造沿革調 諸会社一覧表 1  2327

       冊（192コ口）

        （諸会社一覧表の内容は商況調査）

                  （XA8108080）
             マ   へ
      会社台帳 明治廿十八年三月廿六日改 1冊

       （183コマ）

       （各社毎1票 172社分）（XA8108080）

2326宮崎県

    〔宮崎県庁文書〕

     一   16冊 写

     宮崎県立図書館保管 S56．9．16 7リール

     N

   内容：1．労働統計 大正十三年 二冊ノ内一，二

         〔労働統計実地調査関係文書 以下同様〕

                        一13一

     目録あり（第1－11，1－18） 447＋

    295コマ      （XA8108055）

   2．労働統計 昭和二年 全 目録あり

     （第1－8） 445十1コマ

   3．労働統計 昭和六年 全 目録なし

    279コマ      （XA8108056）

   4．労働統計 昭和九年 全 目録なし

    219コマ

   5，労働統計 昭和十二年 目録なし 333

    コマ

   6．労働統計 昭和十三年 二冊ノ内一，二

     目録第一冊のみあり（第1－2） 34＋

    398コマ

   7．労働統計一労働調二関スル書類一

    昭和十四年 二 目録なし 428コマ

           （XA8108057／058）

   8．労働統計 昭和十六年 一，二〔内容年

    次 昭和15年〕 目録なし 171＋287

    コマ       （XA8108059）

   9．労働統計 昭和十六年 全 目録なし

    497コマ

   10．労働統計 昭和十七年 全 目録なし

    251コマ      （XA8108060）

   11．労働統計 自昭和十四年至十五年 合

    〔労働統計毎月実地調査関係文書〕 各

    年別目次あり 92＋52コマ

   12．労働統計 昭和十九年〔昭和19年年次

    勤労統計調査関係文書〕 目次なし 444

    コマ

   13．労働統計 昭和二十一年 一〔昭和20年

    年次勤労統計調査関係文書〕 目次あり

    220コマ      （XA8108061）

附人別帳・水帳

〔大坂市中 人別帳・水帳〕

  一  21冊 写
  大阪大学経済学部経済史・経営史研究室所蔵

  S58．10．25 2リール N 〔E〕

内容：1．人別帳

     1）家持借屋人別帳 大坂北画梶木町 文

     久二壬戌歳十月       1冊

    2）家持借屋人別帳 大坂北組曲木町 元

     治元甲子歳十月         1冊

    3）人籍帳 梶木町 明治四年繊月十二月

                   1冊 E

    4）毎月家持借屋人別判形帳 高麗橋三丁

     目 明治二己巳年十月改    1冊

    5）家持借屋人別簿 東五番組 高麗橋参

     丁目 明治三庚午十月     1冊



 11．

2328

2329

2330

     6）〔家持借屋人別帳〕．東大組壱番組

      七郎右衛門町壱丁目 明治田荘年十月

                     、1冊

      〔表紙には「北組尼崎町壱丁目 自安政  2331

      四巳歳十月至同五年午九月」の分があり〕

     7）家持借屋宗旨人別帳 東大組手番組之

      内 上人町 明治三庚午年十月  1冊

      〔表紙「人別帳」〕

            （XA8332001／002）

    2，水帳 附．町地図

     1）梶木町 町地図 享保十一丙午年四月  2332

      安永七戊戌年十二月，寛政十戊午年五月

      安政三丙辰年五月       各1葉

     2）高麗橋三丁目 町地図 安政三丙辰年

      五月掛            1葉

     3）上人町 町地図 文政八乙酉年十一月

                     1葉

     4）梶木町 水帳 壱 安永七戊戌年十二  2333

      月，壱 文化十二年乙亥年五月，文政八

      乙酉年十一月，安政三丙辰年五月 4冊

     5）高麗橋三丁目 水帳 安政三年丙辰年

      五月             1冊

     6）七郎右衛門町壱丁目 水帳 安政三丙

      辰年五月         1冊  2334

     7）上人町立帳弐文政八乙酉年十一

      月，弐 安政三丙辰年五月    1冊

               （XA8332002）

総務庁統計局所蔵「古資料」より集書

                         2335

（政表および統計年鑑関係資料）

太政官正院．第五科

 明治六年政表 司法威刑ノ部，陸海軍威刑ノ部，聴

 訟ノ部，警保ノ部

   明治9．3 80P

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7。23 52〔一  2336

   2〕コマ N      （XA7403001）

太政官正院．第五科

 明治六年政表 家禄賞典禄社寺収納半租高之部 府

 縣賦金之部

   明治8．12 64P             2337

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 39〔一

   2〕コマ N      （XA74030p1）

太政官正院．第五科

 明治七年政表 日本全国人員一男女出生死亡年齢

 族籍職業                       2338

   明治9．10 45P

                      一．14一

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．23 39〔一

   6〕コマ N      （XA7403001）

太政官正院．纂五科

 明治七年政表 日本全国人員之部 出生死亡年令族

 籍職業

   一 19丁 写

   総務庁統計図書館所蔵 S47．7．23 25コマ

   N（XA7403001）
太政官正院．窮月科

 明治七年剛堅 日本全国人員 男女出生死亡年令族

 籍職業

   明治9．10 1冊印刷・写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 28コマ

   N（XA7403001）
太政官正院．調査局

 明治七年目本邸表 家禄賞典禄之部，府県賦金之部

   明治11，6 2＋81P

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．23 45コマ

   N            （XA7403001）

太政官正院．調査局

 明治七年日本政表 賦金

   明治11．6 1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 36コマ

   N（XA7403001）
太政官正院．調査局

 明治七年日本政表 刑事裁判ノ部 陸海軍裁判ノ部

 警察ノ部

   明治10．9 2＋89P

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 49コマ

   N（XA7403001）
太政官正院．調査局

 明治七年転婆 警察之部

   明治10．9 1冊写

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．23 23コマ

   N（XA7403001）
〔太政官正院．調査局〕

 明治七年日本政表 刑事裁判ノ部，陸海軍裁判ノ部

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 34コマ

   N（XA7403001）
〔太政官正院．調査局〕

 明治七年政表 威刑ノ部



2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

   一   1冊 写               2346

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．23 ユ9コマ

   N（XA740300ユ）
〔太政冒正院．調査局〕

 明治七年政表 陸海軍虜刑之部

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7，23 21コマ

   N（XA7403001）
太政官正院．調査局

 明治八年日本政表 府縣税及ヒ賦金之部

   明治12．3 1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 45コマ  2347

   N  （E）

 附箋，訂正記入あり      （XA7403001）

太政官正院．調査局

 明治八年日本政表 府縣税及ヒ賦金ノ部

   明治12．3 1冊写
   総務庁統計図書館所蔵 S49。7．23 36コマ  23⑱

   N．

 上記資料とは別の書写本    （XA7403001）

太敵官正院．調査局

 明治八年日本政表警察ノ部

   一  1冊 写              2349

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 22コマ

   N

 表紙に（原稿）の書きこみあり

 本文中に訂正書入あり     （XA7403002）

く太政官正院．調査局〕

 明治八年度日本政表 警察             2350

   －   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．24 18コマ

   N

 表紙に（原稿）の書入あり   （XA7403002）

太政官正院．調査局

 明治八年日本政表 警察ノ部

   明治12．2  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7，24 24コマ

   N  （E）        （XA7403002）  2351

  
太政官正院．調査局

 明治八年日本政表 刑事裁判ノ部，陸海軍裁判ノ部

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 37コマ

   N（E）   （XA7403002）

                      一15一

〔太政官〕

 明治八年政表海外貿易ノ部

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 76コマ

   N

 太政官罫紙使用

 例言に「明治六年海外貿易物品表」例言および明治

 八年分原蕎及び再嵩あり

 内題「明治八年三月各港税関金銀貨幣類外国輸出入

 高取調書」以下明治九年二月中より十三年一月中と

 明治八年目一月至十二月目金銀貨幣類（及地金）外

 国輸出入高         （XA7403002）

〔太政官正院．調査局〕

 明治九年政理 日本全国人員 男女夫婦出生死亡年

 令族籍職業棄児

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 31コマ

   N （E）      （XA7403002）

太政官正院．調査局

 明治九年日本政表 警察ノ部

   明治12．12 1冊写
   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．24 39コマ

   N（E）   （XA7403002）

〔編者不詳〕

 明治十年日本政表 警察之部

   一  29丁 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 39コマ

   N

 表紙：明治十年 警察政表   （XA7403002）

内務省

 八年政表 監獄局ノ部

   一  1冊 稿本

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．30 16コマ

   N

 自七月一日至十二月光一日

 凡例に「明治九年当省練丹八十二号〔二世計表編製

 手続及雛形ナリ〕ノ告命二従ヒ」云々とあり

               （XA7403013）

内務省

 九年政表 監獄局ノ部

   一  1冊 稿本

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．30 14コマ

   N

 自一月一日至十二月光一日   （XA7403013）



2352内務省

    十年政表 監獄局ノ部

     一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．30 15コマ

      N

    自一月一日至十二月計一日   （XA7403013）

2353内務省

    十一年政表 監獄局ノ部

      一  1冊 稿本

     総務局統計図書館所蔵 S49．7．30 13コマ

      N

    自一月一日至十二月升｝一日   （XA7403013）

2354 〔太政官〕社寺局

   社寺 明治十年政表

      一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 苦 93コマ  N E

    合口：明治十二年政表

    題箋書名 明治十年同十二年 政表社寺ノ部

                  （XA7203010）

2355 〔：編者不詳〕

    明治九年 偏固科目調査表

      一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 15コマ

      N

    内容：警察報告 府県，開拓使，琉球藩別

                  （XA7403011）

2356 ㎝冨者不詳〕

   府県警察政表 明治十一年

      一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 56コマ
      N

    内容：警察報告（府県の部のみ）（XA7403011）

2357 〔編者不詳〕

    府県警察政表’明治十二年自一月目十二月

      一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 206コ

      マ N

    内容：同上         （XA7403011）

2356 〔編者不詳〕

    開拓使警察政表 明治十二年自一月至十二月

      一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 55コマ

      N          （XA7403011）

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

太政官正院．纂五科

 四日使府県官員族籍調 明治六年

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 343コ

   マN    （XA7403003）

〔太政官正院．第五科〕

 院省使府県官員族籍調 明治七年

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 354コ

   マN    （XA7403004）

〔太政官正院．第五科〕

 院国使府県官員族籍調 明治八年間 九年

   一  1冊（2分冊製本） 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 154＋

   162コマ（内明治9年分は136コマ） N

               （XA7403005）

〔太政官正院．会計部？〕

 院省使府県官員族籍調 明治十二年

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 198コ

   マ N

 官員表の次に「県税取立高，同支用高明治九年分」

 の4丁分綴込みあり 原綴の誤り？

               （XA7403005）

〔統計院〕

 院省画府県官員族籍調 明治十三年

   〔明治15．一〕 1冊写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24  184コ

   マN    （XA7403006）

〔統計院〕

 統計材料官員調 明治十四年十二月三十一日 三冊

 ノ内一

   一  1冊（2分冊製本） 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 135＋

   131コマ N

 一、東京府～十、茨城県の分

               （XA7403006）

〔内閣．統計局〕第三課政事部

 従明治元年至同十七年 累年官員調

   一  1冊 稿本

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 25コマ

   N

 明治21年2月8日付文書の記載あり

 叙勲条例（明治16．1．4達 明治21，9．3．廃止）に

一16一



    関連の資料か？        （XA7403006）

2366 〔内閣．統計局〕

    自明治元年至同七年官省使諸官員調

      一  1冊（3分冊製本） 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26 122＋

      125十125コマ N

    表題に「但し大蔵省報告課ヨリ借用ノ上謄写ス 明

    治十九年」とあり

    合綴：1．明治六年官省使府縣官員調書 明治七年

        官省庁府縣官員調書 自明治六年目明治八

        年政表原稿 官員 官自費雇外国人日本在

        留各国公使書記官及領事 在留外国人 海

        外行人員 附海外派出官員留学生

       2．官自費雇外国人 自明治六年至同八年

    合綴表紙書名は「明治九年ヨリ同十三年迄官員調草

   稿下附雇外国人在留外国人海外行人員調」

                  （XA7403010）

2367内閣．統計局

    大蔵省調査 明治八年官員調

      一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26 30コマ

      N

    内題：明治八年官員表     （XA7403010）

2368統計院

    大蔵省調査 明治九年官員調

     一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26 32コマ

      N

    内題：明治九年官員表     （XA7403010）

2舗9統計院

    大蔵省調査 明治十年官員調

      一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26 25コマ

      N

    内題：明治十年官員表     （XA7403010）

2370続目院

   大蔵省調査 明治十二年官員調

      一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26 31コマ

      N

   内題：明治十二年官員表    （XA7403010）

2371 〔内閣．統計局〕

   明治二十年官庁統計材料 官制之部 壱

2372

2373

2374

2375

2376

   明治21．2～7 1冊（2分冊製本） 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7、25 94＋

   116コマ N
 内閣各局および各省，元老院，警視庁，北海道庁よ

 りの進達書綴 元老院に「建白書一覧」あり

               （XA7403008）

〔内閣．統計局〕

 明治廿一年 官庁統計材料 官制之部 三冊ノ山口

   明治22．3～8 1冊写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．25 233コ

   マ N

 明治20年の進達書と同体裁 但し北海道庁はなく，

 新たに枢密院あり 「建白書一覧」あり

               （XA7403008）

〔内閣．続計局〕

 明治廿四年官員調材料 四冊之内第四

   明治25．3～5 1冊写
   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．25  186コ

   マ  N

 鳥取県～沖縄県まで各県よりの進達書綴

               （XA7403008）

〔内閣．統計局〕

 明治二十六年統計材料 三

   明治26．3～5 1冊写
   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26 167コ

   マ N

 岡山県～沖縄県，北海道の進達書綴

               （XA7403009）

〔内閣．統計局〕

 明治二十六年統計材料 四

   明治27．2～7 1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26  198コ

   マ N

 中央省庁分の進達書綴     （XA7403009）

内閣．統計局

 第計一年鑑官公吏及恩給材料 明治四十四年 中央

 庁之部

   明治45．1～大正1．11写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26  288コ

   マ N

 内閣書記官以下各省局（植民地官署も含む）よりの

 進達書綴          （XA7403009）
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2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

（行政関係資料）                  2384

〔太政容〕

 従明治二年至同十五年 府縣職制及事務章程沿革

   一  1冊 稿本

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．29 180コ

   マ N

 太政官罫紙使用       （XA7403011）
                          2385

東京府

 東京府下郡区名称区域変更二関スル布達類一男

 京府布令類纂（甲）ヨリ謄写一

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 美 45コマ N E

                （XA7203010）

大蔵省                       2386

 改置府縣概表 明治壬申五月改正

   n．d． 19丁地図

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 27コマ

   N（XA7403011）
大蔵省                        2387

 改置府晶晶表 明治六年第十二月改正

   n．d。 17丁

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 24コマ

   N（XA7403011）
〔編者不詳〕

 日本全国十一回目統計表 明治十五年調       2388

   －  1冊地図14図写
   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 38コマ

   N            （XA7403002）

警視庁

 警察月報                    2389

   明治16．2～9 1冊写
   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 92コマ

   N

 太政官統計院への上申書 明治16年1月～8月中警

 察報告表，違警罪犯人表，雑報 虫喰多し

                （XA7403006）

〔太政官〕                      2390

 徴士録 慶応三年丁卯十二月十二日

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 8コマ

   N

 太政官罫紙使廉        （XA7403001）

                       一18一

（内閣〕

 華族 自明治二十一年一月至全十二月 戸数人員

 出生死亡者 結婚離婚者 入籍脱籍者

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 31コマ

   N

 内閣罫紙使用         （XA7403001）

〔内閣〕

 華族 自明治二十二年一月至全十二月 戸数人員

 出生死亡者 結婚離婚者 入籍脱籍者

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．23 23コマ

   N

 内閣罫紙使用         （XA7403001）

内閣．統計局

 第一回貴族院衆議院議員調

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 芙 103コマ N E

                （XA7203010）

太政官

 官民雇外国人給料表 自明治十年七月至同十一年六

 月

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 美 16コマ N E

                （XA7203010）

〔太政官〕

 外国人調 明治十四年分

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 美 88コマ N E

                （XA7203010）

〔編者不詳〕

 明治八年分官費雇外国人一ヶ年給与高田算

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．26 20コマ

   N

 「官民雇外国人給料表 自明治十年七月至同十一年

 六月」の前身か？      （XA7403010）

〔編者不詳〕

 明治二十六年官私傭外国人 五

   一   1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．26 76コマ

   N

 表紙に（第十三統計年鑑）の書き込みあり

 〔官府県公私雇外国人〕（「外国人調 明治十四年



分」所収）の後身か？ （XA7403010）

2391工部省

   明治七年 考課状

     一  9冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．25 569コ

     マ N

   内容：第一 工学寮考課状 1冊

      第五・六 鉄道寮考課状 2冊

      第七燈台寮考課状 1冊

      第八・電信寮考課状 1冊

      第九・十一～十三製作寮考課状 4冊

        〔第九 本日事務，第十一 赤羽製作所，

       第十二 兵庫製作所，第十三 長崎製作所

       分〕

   明治7年の事務年報     （XA7403007）

2392太政官

   琉球藩職分総計

     明治6．一 1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．24 244コ

     マ N

   内容：〔表紙には上記表題が附せられているが，内

      容は以下の各表である〕

       1．琉球藩職分 発酉二月二十六日 人別改

       奉行

       2．琉球藩戸籍統計

       3．浦添間切～羽地間切の反別，高

       4．河流回目

5，船事之式

6．学校医院

7．社伺仏寺

8．度量衡

9，甲号 反別，高 〔総計〕

10．   歳入

1L琉球藩租税法其佗市在別置調他

12．琉球藩管内物産表 発酉五月

13．琉球藩臣家禄記官禄記

2394内務省

   戸籍表 明治十九年十二月三十一日調 第一～第四

   第五～第八

     一  2冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7，31／8，1

      2リール（402十338コマ） N

   内容＝第一 戸口表，第二 人口出入表， 第三

      本籍人血別表，第四 本籍生年別人口表，第

      五 本籍出生死亡及婚姻表，第六 市街及島

      嶋現住人出生死亡表，第七 就除籍送入籍及

      逃亡失踪表，第八 耕作及捕魚採藻業戸数

      附 送付状，疑義回答等

     各号毎東京府～沖縄県まで 但し，北海道は書

     類のみ，表は別綴にあり〔1204 参照〕

   第一～第四の内とじ目判読不可の部分あり

              （XA7403017／018）

2395 内務省

   戸籍表 明治廿年十二月計一日目

     一 2冊 写
     総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 2リール

      （421十361コマ） N

   内容：1）陸軍，海軍，東京～宮城

       2）福島～沖縄 〔北海道は上に同じ〕

     各府県毎第1号表～第7号表

   京都，神奈川，長崎，長野，福井，島根，高知，宮

   崎，鹿児島にとじ目判読不可の部分あり

               （XA7403019／020）

2396 内務省

   戸籍表 明治廿一年十二月珊一日調

     一 2冊 写
     総務庁統計図書館所蔵 S49．8。1 1リール

      （287十268コマ） N

   内容：1）陸軍，海軍，東京～福島

      2）岩手～沖縄 〔北海道は上に同じ〕

   長崎とじ目判読不可の部分あり

                  （XA7403021）

（XA7403002）

（人ロ関係資料）

2393 〔太政官〕

    日本全国戸口統計表 全国人員，全国句数，全国寺

   数 明治五年ト六年ノ比較表 其他

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49，7、31 97コマ

      N

   太政官罫紙使用        （XA7403017）

2397 内務省

 戸籍表 明治廿二年十二月三十一日調

   一 2冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 1リール

   （303十263コマ） ．N

 内容：陸海軍及従量開府至岩手縣

    従青森縣至北海道晦

     附 第五回統計報告草稿〔内務省〕

               （XA7403022）
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2398 内務省

   戸籍表 明治廿三年十二月三十一日調

     一  4冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 3リール

      （400十400十302十333コマ） N

   内容：従東京府至岩手縣 2分冊製本

      従青森縣至北海道磨 同 上 〔北海道は上

      に同じ〕

   埼玉，千葉，奈良，福島，大分，宮崎  「死亡表」

   送付なし

   静岡，山梨，広島，和歌山，大分 乱丁あり

   京都，神奈川，兵庫，長崎，新潟，愛知，滋賀，岐

   阜，長野，岩手，山形，富山，島根，岡山，高知，

   鹿児島，沖縄とじ目判読不可部分あり

               （XA7403023／025）

2399内務省

    戸籍表 明治廿四年十二月滑一日調

     一 4冊 写
     総務庁統計図書館所蔵 S49，8．1 3リール

      （455十412十336、十333コマ） N

    内容：従東京府至岩手縣内 2分冊製本

      従青森縣至北海道  同 上 〔北海道は上

      に同じ〕

     全8表〔第8号表は5年毎〕

   埼玉，千葉，福島，大分，宮崎「現住人死亡表」送

   付なし

   広島県出入半田に岐阜県明治26年分の1葉乱丁であ

    り

   京都，神奈川，兵庫，長崎，新潟，埼玉，群馬，茨

   城，愛知，静岡，山梨，滋賀，岐阜，長野，宮城，

   福島，岩手，山形，福井，富山，鳥取，島根，岡山，

   高知，熊本，宮崎とじ目判読不可部分あり

               （XA7403026／028）

2400 内務省

    町村別戸口細 明治廿五年十二月光一日調

     一 4冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 3リール

      （416十406十319十326コマ） N

   内容：自東京府至岩手縣 2分冊製本

       自青森縣至北海道 同 上 〔北海道は上に

      同じ〕

   埼玉，千葉，福島，大分，宮崎「死亡表」送付なし

   三重県出入表と岩手県生年表乱丁あり

   京都，兵庫，長崎，埼玉，愛知，滋賀，長野，宮城，

    山形，秋田，福井，島根，岡山，広島，福岡，大分，

   熊本，宮崎，沖縄とじ目判読不可部分あり

               （XA7403029／031）

2401内務省．戸籍課

   戸口表．上，下明治廿六年十二月末日調

     一 4冊 写
     総務庁統計図書館所蔵 S49，8，1 3リール

      （482十307十347十318コマ） N

   内容：上 〔東京～岩手〕 2分冊製本
                    「
      下〔青森～沖縄〕同上
   埼玉，大分，宮崎「現住人出産死亡表」送付なし

   岐阜県人口出入表1葉は明治24年広島県出入表中に

    乱丁であり

   陸海軍在営下士卒人口表1葉は東京府の中に乱丁で

   あり

   京都，神奈川，兵庫，新潟，群馬，千葉，栃木，愛

   知，山梨，静岡，岐阜，長野，福井，富山，鳥取，

   島根，岡山，香川，高知，大分，熊本，宮崎とじ目

   判読不可部分あり

               （XA7403032／034）

2402内務省．戸籍課

   戸籍表 明治廿七年十二月三十一日調

     一 3冊 写
     総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 3リール

      （417十406十646コマ） N

   内容：自東京府至岩手縣 2分冊製本

      自青森縣至北海道 同 上

   埼玉，大分，宮崎「現住人出産死亡表」送付なし

   京都，神奈川，兵庫，長崎，愛知，滋賀，岐阜，長

   野，岩手，山形，富山，島根，岡山，和歌山，香川，

   高知，大分，熊本，宮崎，鹿児島（群島部）とじ目

   判読不可部分あり   （XA7403034／036）

2403 内務省

 戸籍表 明治廿八年十二月舟一日調

   一 4冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 2リール

   （370十370コマ） N

 内容：自東京府至宮城縣 2分冊製本

   福島～沖縄県分 欠

 埼玉「現住人出産死亡表」送付なし

 群馬県「就除籍申入日中失踪表」 「現住人出産死亡

 表」各1葉．千葉県「戸口表」前半3葉分，宮城県

 「本籍生年別人口表」第2葉以下後半落丁

 伊豆七島分族籍人口表は京都府の内に乱丁であり

 京都，兵庫，愛知，滋賀とじ目判読不可部分あり

            （XA7403037／038）

2404 内務省

   戸籍表 明治廿九年十二月計一日調

     一 4冊 写
     総務庁統計図書館所蔵 S49．8，1 4リール
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      （433十498十447十468コマ） N

   内容：1）東京～福島 2分冊製本

       2） 「下」岩手～北海道，陸海軍 同上

   神奈川，千葉，山梨，岐阜，石川，愛媛，北海道

    「送入籍内訳表」なし（送付有無は不明）

   埼玉，千葉，大分，宮崎「現住人出産死亡表」送付

    なし

   大阪，愛知「耕作及捕魚採藻戸数表」なし（送付目

   録には記載あり）

   岩手県戸口表後半の2葉は明治30年愛知県人員出入

   口中に乱丁であり

   京都，兵庫，新潟，茨城，愛知，滋賀，富山，島根，

    岡山，香川，佐賀，熊本，宮崎，沖縄とじ目判読不

   可部分あり      （XA7403039／042）

2405内務省

   戸籍表 明治三十年十二月末日調

     一 4冊 写
     総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 4リール

      （524十414＋458十419コマ） N

    内容：1）陸海軍，東京～青森 2分冊製本

       2）山形～北海道    同 上

    岐阜，愛媛「送入籍内訳表」なし（送付状に追テ送

    付…とあり）

    埼玉，大分「現住人出産死亡表」送付なし

    愛知県人員出入日中に岩手県明治29年戸口表の内2

    葉乱丁であり

    北海道人口出入表第3丁以降送入籍内訳表第19丁ま

    で鹿児島県送付状の次に乱丁であり

    富山，岡山，宮崎とじ目判読不可部分あり

               （XA7403043／046）

2406内務省．戸籍課

    町村別戸口表 明治廿二年十二月三十一日調 二冊

    之内

      一  4冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 S49．8，1 3リール

      （298十340十393十355コマ） N
    内容：自東京府至滋賀縣 2分冊製本

       自岐阜縣至北海道臆 同 上 〔北海道綴込

       みなし 1204参照〕

    山梨人口出入表第1丁と第2丁乱丁

    京都，静岡，島根，香川，高知，鹿児島とじ目判読

    不可部分あり     （XA7403047／049）

24田  〔太史官〕

    日本全国戸口総計表 明治六年一月プ口調

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 芙 153コマ N E

                  （XA7203009）

2408 〔太政官〕

    日本全国戸口総計表（国分） 明治七年一月一日調

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 芙 90コマ  N E

                  （XA7203009）

2409 〔太政官〕

    日本全国戸口総計表（県分） 明治七年

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 芙 73コマ  N E

                  （XA7203009）

2410 〔太政官〕

    日本全国戸口総計表 明治八年

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 芙 95コマ  N E

                  （XA7203GO9）

2411 〔太政官〕 会計部

    日本全国国分県分戸籍表 明治九年一月一日調

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 美 98コマ  N E

                  （XA7203009）

2412太政官

    全国男女年令職業区別 明治八年〔九年〕

     一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 苦 44コマ N E

                  （XA7203009）

2413内務省．戸籍局

    日本全国戸口表 明治十五年一月一日調

      〔明治16．1〕 98p

      総務庁統計図書館所蔵 芙 54コマ  N E

                  （XA7203018）

2414内務省．戸籍局

    日本全国戸口表 明治十六年一月一日調

      〔明治17．1〕 100p

      総務庁統計図書館所蔵 芸 53コマ  N E

                  （XA7203018）

2415内務省．戸籍局

    日本全国戸口表 明治十七年一月一日調

      〔明治18．3〕 76P

      総務庁統計図書館所蔵 美 41コマ  N E

                  （XA7203018）
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2416 内務省・戸籍局

    日本全国戸口表 明治十八年一月一日調

      n．d． 75 P

      総務庁統計図書館所蔵 一〉← 43コマ  N E

                  （XA7203018）

                            2425

2417内務省．戸籍局

    郡区分及国分人ロ表 明治十三年一月一日調

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 暑 76コマ N E

                  （XA7203011）

                            2426

2418内務省．戸籍局

    一使三府三拾八県郡区分人口表 明治十四年一月一

    日調

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 美 81コマ N E

                  （XA7203011）  2427

2419内務省．戸籍局

    郡区分戸口表 明治十五年一月一日調

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 苦 89コマ N E

                  （XA7203011）

                            2428

2420内務省．戸籍局

    郡区分及国分戸口表 明治十六年一月一日調

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 暑 88コマ N E

                  （XA7203011）

                            2429

2421内務省．戸籍局

    郡区分戸口表 明治十七年一月一日調

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 栄 66コマ N E

                  （XA7203011）

                            2430

2422 内務省・戸籍局

    郡区分戸口表 明治十八年一月一日目

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 芙 69コマ N E

                  （XA7203011）

                            2431

2423内務省．総務局戸籍課

    郡区別人口戸数表 明治十九年一月一日調

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 美 71コマ N E

                  （XA7203011）

                            2432

2424 内務省．戸籍局

                         一22一

 郡区分入寄留人口表 明治十七年一月一日調

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 暑 83コマ  N E

               （XA7203012）

内務省．戸籍局

 副区分入寄留人口表 明治十八年一月一日調

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 芙 90コ口 N E

               （XA7203012）

内務省．総務局戸籍課

 郡区別入寄留表 明治十九年一月一日調

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 美 93コマ N E

               （XA7203012）

内務省．戸籍局

 郡口分出寄留人口表 明治十七年一月一日調

   一  1冊 写（稿本）

   総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 86コマ

   N

 埼玉県の内一部乱丁あり    （XA7403049）

内務省．戸籍局

 郡匠分出寄留人口表 明治十八年一月一日調

   一  1冊 写（稿本）

   総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1 87コマ

   N          （XA7403049）

内務省．総務局戸籍課

 郡匿別出寄留表 明治十九年一月一日調

   一 1冊写（稿本）

   総務庁統計図書館所蔵 S49．8．1  93コマ

   N（XA7403049）
内務省．総務局戸籍課

 北海道 人口及戸数 明治十九年一月一日調

   一 1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 芙 38コマ N E

               （XA7203012）

開拓使

 北海道人民景況調 明治十年

   一 1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 苦 128コマ N E

               （XA7203012）

〔内閣．統計課〕

 各府県現住人口表



  一  1冊 写

  総務庁統計図書館所蔵 美 ユ8コマ N E

内容：号外第一表 各種現住人口累年比較〔明治四

    ～31年〕

     第三表 現住戸数ト戸主トノ比例（三十  2437

    一年）

   付 各種メモ      （XA7203012）

2443太政官．史官第五科政表係

    海外行人名調 全

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 苦 90⊃マ N E

    外務省報告「海外行之内大使及公使領事書記官口之

   義二付問合財回答附ス」

    内題 1） 「戊辰以来昨壬申年末迄於開港場免状相

     渡候海外行人名調」

       2） 「戊辰以来昨壬申年末限海外行人銘調」

      附 明治二年ヨリ全五年迄免状不相渡公用海

     外行当者        （XA72G3012）

    これの対になる史料が2434－4）にあり

2434 〔編者不詳〕

    條約國 六年，海外行人 六年，戊辰以来壬申歳末

   限海外行入名調，院省使生徒 六年，太政官布告井

   布達表 六年，正院議事井建白表 六年

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7，29 21コマ

     N

   内容：1）條約國別 仮・本条約年月日

       2）海外派出官員 在留各国公使書記官 領

       事

       3）海外行人員 外務省上申調書山窟ル

       4）戊辰以来壬申年末限海外人名調〔計数の

       み 人名等は別書「自戊辰至壬申 海外行

       人名調」をみよ〕

       5）院省使生徒 官費留学生

       6）太政官達井口告表

       7）左院議事井建白表  （XA74030i1）

（司法関係資料）

2435 〔太政官。調査局政衷掛〕

   生国区分 生国区別，年令，宗旨，身上ノ有様，明

   治十年，十一年比較 其他

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 甚 33コマ N E

   内容：盗賊に係わる調査    （XA7203009）

2436太政官．調査局

    明治九年明治十年 東京府下懲役場盗賊調

明治11．6 24p 活

総務庁統計図書館所蔵

N
S49．7．30 16コマ

 （XA7403013）

太政官．会計部

 明治十一年 東京府下懲役場盗賊調

   明治13．4 30P 活

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．30 20コマ

   N            （XA7403013）

糾38 〔編者不詳〕

   明治十一年一月ヨリ六月マデ

   調

     一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵

     N

東京府下懲役場盗賊

S49．7．30 19コマ

 （XA7403013）

2439 内務省．戸籍課

   各監獄在監岬山無籍人口表 明治廿年十二月三十一

    日調

     明治21．2～4 1冊写
     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．30  238コ

     マ N

   年報第四十号表 各府県在監獄よりの進達書綴

                  （XA7403013）

2440 内務省。戸籍課

   各監獄在監岬山無籍人口表

    日調

     明治22．3～5 1冊

     総務庁統計図書館所蔵

     マ N

   年報第十五表 同上

2441 内務省．戸籍課

    各監獄在監下闇無籍人口表

    日調

     明治23．2～4 1冊

     総務庁統計図書館所蔵

     マ N

    同上 同上

2442 内務省．戸籍課

   各監獄在監者有無籍人口表

    鯉口

     明治24．2～4 1冊

     総務庁統計図書館所蔵

     マ N

   年報第十八表 同上

明治廿一年十二月計一

写

S49．7．30 242コ

（XA7403014）

明治廿二年十二月光一

写

S49．7．30 225コ

（XA7403014）

明治廿三年十二月淵一

写

S49．7．30 197コ

（XA7403014）
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2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

内務省・庶務局戸籍課

 各監獄在監者有無籍人口表 明治二十四年十二月三

 十一日調

   明治25．2～4 1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．31 211コ  24切

   マ  N

 同上 同上         （XA7403015）

内務省．警保局戸籍課

 各監獄在監甲骨籍無籍人口表 明治廿五年十二月珊

 一日調

   明治26．2～4 1冊写
   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．31 205コ

   マ N

 同上 同上         （XA7403015）

【内務省．警保局戸籍課〕

 在監人口表 明治二十六年十二月光一同調

   明治27．2～4 1冊写

   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．31 193コ

   マ  N

 同上 同上         （XA7403015）  2451

内務省．警保局戸籍課

 有無籍者監獄表 明治二十七年十二月末同調

   明治282～4 1冊写
   総務庁統計図書館所蔵 S49．7．31 197コ

   マ N

 同上 同上         （XA7403016）

内務省．戸籍課

 在監者人ロ表 明治廿八年十二月丹一日調

   明治29．1～4 1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．31 198コ

   マ N                      2452

 同上 同上          （XA7403016）

〔内務省〕

 在監者人口表 明治廿九年十二月升一日調

   明治30．2～5 1冊写

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．31 193コ

   マ  N

 同上 同上          （XA7403016）

内務省

 在監有無籍人口表 明治三十年十二月末日調

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 S49，7．31 198コ

口  マ N

 各府県より内務大臣宛「年報第十八表」進達書    2453

                      －24一

               （XA7403017）

（物価資料）

第一国立銀行

 東京物価表 明治十三年目七十号～明治十六年四十

 六号（明治13年11月8日～16年12月24日）

   総務庁統計図書館所蔵 芙 114コマ N E

   隔週刊 書名は外題による

 内容：第70号～76号（明治13年11月8日～12月四日）

    （欠 第73号）

    第3号～47号（明治14年1月24日～12月19日）

    （欠 第8，13～17，19～21，24，29，32～

    35，38，田，42号）

    第1号～46号（明治15年1月9日～12月18日）

    （欠 第22，26～28，30～32，35，36，認，

    日面）

    第1号～46与（明治16年1月8日～12月24日）

    （欠 第3，23，24，35号）

 とじ目判読不可あり      （XA7203016）

報告社

 東京毎日物価表 第二千四百九十六号～二千六百四

 十一号，第三千五百九十二号～三千六百十六号（明

 治十四年一月四日～十七年九月廿九日）

   総務庁統計図書館所蔵 芸 2リール （247

   十（53十1）コマ） N E

 隔日刊

 内容：第2496号～2641号（明治14年1月4日～

    明治14年6月29日）

    第3592号～3616号（明治17年9月1日～

    明治17年9月29日）

 とじ目判読不可部分多し（XA7203016，018）

〔編者不詳）

 明治三十七年分東京物価表

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 暑 44コマ  N E

 書名は題箋による

 内容：1）東京物価調〔日本銀行調査〕

     明治37年1月中～12月中（欠 8月，11月）

    2）日本銀行本支店出張所所在地物価調 明

     治37年2月分～12月分

    3）大阪物価調（大阪市商工課）

     明治37年4月中，6月中～8月中

               （XA7203018）

（財政，金融関係資料）

〔太政官〕．会計部



九州地方賊徒征討費決算報告

  一  1冊 写

  総務庁統計図書館所蔵 美 70コマ N E

               （XA7203010）

2461太政官．調査局

    日本府県国費表 明治十年

      明治12，12 139P

      総務庁統計図書館所蔵 美

2454 〔太政官〕

    区町村限費用川目                2462

      －  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 美 16コマ  N E

    府県一側調査の調査項目一覧 明治7年第53号に係

    わるものか         （XA7203017）

2455 〔太政官〕

    区町村限協議費目

     一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 苦 24コマ N E

    府県民費調査の調査項目一覧 下記資料の調査項目

    の草稿と思われる      （XA7203017）

2456 〔太政官〕

    区町村限協議費目

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 美 33コマ  N E

    民費調書差出方（明治11年地方税施行に伴う改正分）

   取調項目・書式・心得の原稿  （XA7203017）

2457太政官．政表課

    日本府県民費表 明治六年

      印書局 明治8，3 8，126p

     総務庁統計図書館所蔵 暑 71コマ N E

                  （XA7203017）

2458太政官．正院第五科

    日本府県民下表 明治七年

      明治9．7 154P

      総務庁統計図書館所蔵 芙

2459太政官．調査局

    日本府県民費表 明治八年

      明治10，12 143P

      総務庁統計図書館所蔵 チ

2460太政冒．調査局

    日本府県民費表 明治九年

      明治11．12 137P

     総務庁統計図書館所蔵 甚

81コマ  N E

（XA7203017）

75コマ  N E

（XA7203017）

73コマ  N E

（XA7203017）

73コマ  N  E

（XA7203017）

〔太政官〕

民費調書 明治十一年 三  （五冊之内第三）

  一  1冊（2分冊製本） 写

  総務庁統計図書館所蔵 芙 169＋157 コマ

  N

各府県よりの進達書綴 滋賀（越前，近江，若狭国

別）岐阜，長野，宮城，福島，岩手，青森，山形，

秋田（羽後，陸中国別）石川（越前，越中，加賀，

能登国別）          （XA7403051）

2463 〔太政官〕

    民費調書 明治十一年 五  （五層目内第五）

      一 1冊（2分冊製本） 写

      総務庁統計図書館所蔵 苦 144＋126 コマ

      N

    同上 愛媛，高知（土佐，阿波国別）鹿児島（薩摩，

    大隈，日向国別）〔大分〕（豊前，豊後）福岡，熊

    本             （XA7403051）

2464 〔太政官）

    明治十二年 民費調書

      一 1冊（2分冊製本） 写

      総務庁統計図書館所蔵 甚 175＋237 コマ

      N

    同上 茨城，秋田（羽後，陸中，鹿角郡）〔大阪府〕

    島根（因幡，伯書，出雲，石見，隠岐国）滋賀（近

    江，若狭，越前国敦賀郡）〔新潟県〕〔堺〕（大和，

    河内，和泉）岐阜．熊本    （XA7403052）

2465太政官

    賦金調 明治六年

      一  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 美 154＋5コマ N

    各府県よりの進達書綴 東京府～白川県，茨城県

    （59府県分）

    目録あり           （XA7403050）

2466 太政官

 賦金調 明治七年

   一  1冊 写

   総務庁統計図書館所蔵 暑 211＋2コマ N

 同上 東京府～豊岡県（62府県分）

 目録あり            （XA7403050）
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2467太政官

   賦金調 明治八年

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 苦 205＋3コマ N

   同上 東京府～小倉県（57府県分）

    目録あり          （XA7203050）

2468 〔太政官〕

   明治八年 府県税及賦金取立井遣掛高

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 芙 49コマ  N E

   外題：明治八年 県税賦金表   （XA7203018）

2469 大蔵省．秩禄課

   明治六年調 華士族家禄賞典総計調帳

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 24コマ

     N（XA7403012）
2470 大蔵省

   明治六年十二月三十一日現員 家禄支給取調牒，全

   上 賞典禄支給取調牒，明治六年分 社寺半租渡高

   取調牒

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．29 74コマ

      N

   内容：1）大蔵省より太政宮宛 明治八年五月廿三

        日

       2） 同 同

       3） 同 同

      附 明治六・七年分貢納石代相場取調関係報

       告文書 租税寮および統計寮より正院第五

       科宛 明治九年    （XA7403012）

2471 〔太政官〕

   明治七年 家禄支給変更表

     一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵

     N

   太政官罫紙使用

2473大蔵省

   使府縣賞典禄変更調 上 明治八年自一月至六月，

   下 自七月至十二月

     明治9．5／9．11 1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 S49，7．29 102コ

     マ  N

   大蔵省より太政官宛進達

   附 明治八年賞典禄変更調総計（太政官）

                  （XA7403012）

2474大蔵省

   明治九年中 使府縣家禄変更調

     一  1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7．30  198コ

     マN    （XA7403013）

2475 〔編者不詳〕

   各藩維新前士卒豊国  （各藩封土版籍奉還前士卒禄

   高調  （明治二年六月廿五日令達二拠テ録上シタル

   モノ））

     一 1冊 稿本

     総務庁統計図書館所蔵 S49．7，29 15コマ

     N（XA7403012）
2476大蔵省

   紙幣公積及金貨鋳造高

     明治8．5 1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 芸 41コマ  N E

   内容；1）明治六年分 紙幣発行高引揚高流通高

       金札引換公債証書交付及利息 内外公債元

       利償還高 諸会社金券引揚断惑藤高 銀行

       紙幣渡高潮抵当上納高 銀行資本金株主人

       員紙幣流通高同準備金 貨幣鋳造高及発行

       高 調書

       2）明治七年分 同上

   太政官罫紙使用        （XA7203017）

S49．7．29 44コマ  2477

（XA7403012）

2472 大蔵省

   使府縣家禄変更調（上）明治八年自一月至六月，

    （下）明治八年自七月至十二月

     明治9．5／9．11 1冊写

     総務庁統計図書館所蔵 S49，7．29 287コ

     マ  N

   大蔵省より太政官宛進達

   附 明治八年使府縣家禄変更調合計（太政官）

                  （XA7403012）

大蔵省

 自明治八年一月至全九年六月 紙幣発行引揚流通高

  金札引換公債秩禄公債証書交付及利息 銀行資本

 金株主人員紙幣流通高及準備金 貨幣鋳造高岡発行

 高 内外公債元利償還高 諸会社金券引揚高未済高

  調書

   明治9．5／121冊写
   総務庁統計図書館所蔵 芙 42コマ N E

 政表用上申書

 内容：明治八年自一月至六月

    自明治八年七月至同九年六月

               （XA7203017）
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2478大蔵省

   自明治九年七月至全十一年六月 紙幣発行引揚流通

   高 内外公債元利償還高 銀行及諸会社資本金 貨

   幣鋳造高及発行高 其外調書

     明治12．9 1冊写
     総務庁統計図書館所蔵 苦 40コマ  N E

   政表山上申書表紙に「会計部」の書入れあり

   内容：自明治九年七月至全十年六月

      自明治十年七月至全十一年六月

                  （XA72G3017）

2479 吠蔵省〕

   紙幣製造高表

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 甚 188コマ N

   書名は外題による

   内容：1）自明治十年七月至全十二年十二月

       紙幣製造高表 諸紙幣流通表 銀行紙幣製

       造及渡高表

      2）自明治十一年七月至同年十二月 紙幣製

       造高調 同流通高増減調 銀行紙幣製造及

       渡高調

      3）自明治十二年一月至同年三月 紙幣流通

       表 紙幣製造高表 銀行紙幣製造及藤高表

      4）自明治十二年四月至同年六月 紙幣製造

       高表 紙幣流通高表 銀行紙幣製造及渡蟹

       表

      5）明治十二年七月ヨリ同九月二至ル 同上

      6）自明治十二年十月至同年十二月 同上

                  （XA7403052）

2480太政官．会計部

   全国国立銀行表 明治十二年六月三十日調

     明治13．5 1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 美 14コマ  N E

   政表用に大蔵省より上申された調書を再編輯したも

   の（XA7203017）
（歴史資料）

2481 【編者不詳〕

   六十鹸州郡名村数高目記 全

     一  1冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 甚 107コマ N E

   元禄および天保の石高改における村数・国郡高を対

   照比較〔但し元禄元年，天保七年とす誤記入力〕

   巻末に「天保五年甲午十二月 明楽飛騨守，牧野中

   務，柑本兵五郎」とあり    （XA7203010）

   注） 内閣文庫所蔵の同種写本には附箋訂正等の書

     き入れあり
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皿 企業・労働関係等資料

 1．会社・工場

  V）個別企業営業報告書

    X－5を参照。

  vi）工場名簿

2482 農商務省．商工局工務課

   工場通覧 大正七年十月

      日本工業倶楽部 大正7．11 1046p

      一橋大学附属図書館所蔵 S57．9．16 565コ

      マND  （XA8208001－D）

2483農商務省

    工場通覧 大正八年十月

      日本工業倶楽部 大正8，10 1136p

      国立国会図書館所蔵 S57．9．16 619コマ

      N D

   原本乱丁訂正撮影済   （XA8208002－D）

2484 商工省

   全国工場通覧 昭和七年版

      日刊工業新聞社 昭和7．7 774，4，6p

      国立国会図書館所蔵 S57．9．16 432コマ

      ND   （XA8208003－D）

2485商工省

    全国工場通覧 昭和八年版

      日刊工業新聞社 昭和8．7 817p

      国立国会図書館所蔵 S58．4．14 452コマ

      N

    四囲年：昭和6年12月末現在 （XA8208042）

2⑱6 商工省

    全国工場通覧 昭和十年九月

      日刊工業新聞社 昭和10，9 1316，4p

      国立国会図書館所蔵 S57．9．16 698コマ

      ND   （XA8208004－D）

2胡7 商工省

    全国工場通覧

      日刊工業新聞社 昭和11．9 1446，7p

      国立国会図書館所蔵 S57．9．16 765コマ

      N D      （XA8208005－D）

2488 商工省

   全国工場通覧

      日刊工業新聞社 昭和12．8 1542，7p

     総務庁統計図書館所蔵 S57．9．22 814コ

      マND  （XA8208006－D）

2489商工省

   全国工場通覧

      日刊工業新聞社 昭和13，9 1637，7p

      国立国会図書館／総務庁統計図書館所蔵

      S57．9．22 861コマ N D

   原本乱丁マ＼撮影    （XA8208007－D）

2490商工省

   全国工場通覧

      日刊工業新聞社 昭和14．10 1911p

      国立国会図書館所蔵 S58．4．17 2リール

      （595十393コマ） N

    内容年：昭和12年12月末現在

    原本p．1025－26破損につき化学の部約17社

   創業年月，代表者名の項に欠損あり

               （XA8208043／044）

2491商工省

    全国工場通覧

      日刊工業新聞社 昭和15．10 1733，8p

      国立国会図書館所蔵 S57．9．22 941コマ

      N D      （XA8208008－D）

2492商工省

    全国工場通覧

      日刊工業新聞社 昭和16．12 2100，7P

      国立国会図書館所蔵 S57．9．222リール

      （559十560コマ） N D

    表紙刊年 昭和16年11月

目          （XA8208009－D／010－D）

 2．労働統計

  i）全国統計

2493 〔鉄道院，

    〔鉄道院工場職工統計 大正5年11月〕

      n．d． 8，6，270p

      総務庁統計図書館所蔵 S84．11．5 286コ

      マ  N  E
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   表紙，奥付日なし 表題はペン書き添付表紙による

   本文前半部に製本による舅断で数値欠損の箇処あり

                 （XA8408001）

24鵬 鉄道省．大臣官房現業調査課

   現業調査資料

     大分大学経済学部経済研究所所蔵 S60．10，

     7 472コマ N

    「労務統計」関係報告の抜華撮影

   内容：1）第2巻第1号（昭和3年1月）P．1～

       35  （23十1コマ）

      2）第2巻第2号（昭和3年2月）P．1～

       33  （25コマ）

      3）第2巻第3号（昭和3年3月）P。1～

       30  （22コマ）

      4）第2巻第4号（昭和3年4月）p．1～

       21  （13コマ）

      5）第2巻第6号（昭和3年6月）p，1～

       26 （16コマ）

      6）第2巻第7号（昭和3年7月）p。1～

       33  （19コマ）

      7）第2巻第9号（昭和3年9月）p．1～

       20，表 （17コマ）

      8）第2巻第10号（昭和3年10月）p。1

       ～23 （14コマ）

      9）第2巻第11号（昭和3年11月）P．1

       ～32，表 （21コマ）

      10）第2巻第12号（昭和3年12月）p．1

       ～26 （16コマ）

      U）第3巻第1号（昭和4年1月）p．1～

       33 （19コマ）

      12）第3巻第2号（昭和4年2月）p．1～

       23  （14コマ）

      13）第3巻第3号（昭和4年3月）p．45

       ～53 （7コマ）

      14）第3巻第4号（昭和4年4月）p．1～

       31  （18コマ）

      15）第3巻第6号（昭和4年6月）p．1～

       29  （17コマ）

      16）第3巻第7号（昭和4年9月）p．45

       ～61 （11コマ）

      17）第3巻第8号（昭和4年12月）p．43

       ～52 （9コマ）

      18）第5巻第2号（昭和6年3月）p．1～

       83，表；p．111～128 （55コマ）

      19）第5巻第3号（昭和6年5月）p．1～

       62，表 （34コマ）

      20）第5巻第4号（昭相6年7月）p。1～

       39，表 （21コマ）

      21）第5巻第5号（昭和6年9月）p。1～

                        一29一

 78，表 （46コマ）

22）第5巻第6号（昭和6年11月）p．1

 ～52，表；p．95～98 （34コマ）

           （XA8533001）



 1．

2㎎5

2496

2497

2498

2499

2500

2501

              V

                          2502

「郡是・町村是」

岩手県農会

 岩手県岩手郡淺岸村産業調査 明治四十四年三月

   明治44．3 46p

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 28   2503

   （十2）コマ N E   （XA8418001）

〔福島県〕岩瀬郡西袋村農会

 西袋村村是調査 明治三十五年

   〔明治35．9〕 122p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 77コ

   マNE   （XA8208014） 25㎝

福島県．相馬郡上真野村

 村是

   明治41．11 80p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 52コ

   マNE   （XA8208014） 2505

茨城県．東茨城郡吉田村

 茨城県東茨城郡吉田村是

   〔明治44．12〕 139p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 79コ

   マNE   （XA8208014） 2506

茨城県．西四域郡北川根村

 茨城県西茨城郡北川根村是

   〔明治45．2〕 153十3p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 89コ

   マNE   （XA8208014）
                          2507

茨城県．鹿島郡

 茨城県鹿島郡々是

   明治45，6 214p

   東京大学経済学部／一橋大学附属図書館所蔵

   S57．3．26 112コマ N E

                （XA8108092）  2508

茨城県．新治郡下大津村

 茨城県新治郡下大津村是

   n．d， 146 p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 78コ

   マ N E

 内容年：明治42年現在    （XA8208014）

                       一30一

地方・村落：関係資料

茨城県・新治郡三村

 茨城県新治郡三村是

   〔明治44．4〕 126p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 76コ

   マNE   （XA8208014）

茨城県．北相馬郡小文聞村

 茨城県北相馬郡小文間同点

   〔大正3，12〕 133p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 81コ

   マ  N E

 郡長序 大正5．9      （XA8008014）

埼玉県入間郡豊岡町農会

 豊岡町町是調査要録

   明治37．9 114p 図表

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 77コ

   マNE   （XA8008014）

東京府農会

 南足立郡渕江村農事調査 附 村田

   大正6．8 97p

   東京大学経済学部所蔵 S57．3．4 56コマ

   N E        （XA8108092）

東京府農会

 南葛飾郡新宿町農事調査 附 町是

   明治37．4 135p

   一橋大学経済研究所／東京大学経済学部所蔵

   S57．3．4 80コマ N E

                （XA8108092）

新潟県農会

 農村経済調査 其一 古志郡六日市村

   明治44．5 34p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 21コ

   マNE   （XA8008014）

新潟県．中魚沼郡中深見村

 村是調査書類 一式

   一 2袋
   新潟県津南町役場所蔵 ＊ 2シート（28コ

   マ） N

 内容：1．委員会記録 大正5年2月～7月

    2．書状 村長より村是委員宛 2通 滝沢

     委員より村長宛 2通 中沢委員より村長



2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

     宛 1通                 2516

    3，委員調査分 勤務簿 大正五年二月

     中沢謙吉分 滝沢国治郎分

               （YE8208001）

新潟県農会

 農村経済調査 明治四十四年度 其十二 新潟県刈

 羽郡西中通村                   2517

   大正3．8 49p

   農業総合研究所所蔵 S56．11．30 32 コマ

   NE    （XA8108062）

新潟県．東頸城郡沖見村

 新潟県東頸城郡沖見村是 大正五年十二月末日現在

 調査

   大正8．7 122p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7，16 75コ

   マNE   （XA8008014）

新潟県農会

 農村経済調査 大正元年度 其五 新潟県東頸城郡

 安塚村

   大正4．2 73p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 42コ

   マNE   （XA8008014）

新潟県農会

 農村経済調査 其四 西頸城郡根知村

   明治44．12．47p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57，7．16 29コ

   マNE   （XA8008014）

新潟県農会

 農村経済調査 其九 岩船郡山辺里村        2518

   明治45．6．73p

   一橋大学附属図書館所蔵 S57．7．16 42コ

   マNE   （XA8008014）

富山県．婦負郡

 富山県婦負郡是資料 巻之二 産業之部甲

   明治42．4 153p             ．2519

   農業総合研究所所蔵 S56，12．24 104コマ

   N E

 原本丁付ミス（P．125トビ） （XA8108083）

富山県農会

 富山県射水郡黒河村経済調査書

   大正4．8 89p               2520

   農業総合研究所所蔵 S56．11．30 55 コマ

   NE    （XA8108062）
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福井県．吉田郡五領ケ嶋

 吐露

   明治43．12 181p 地図 写真

   福井県県史編さん課所蔵フィルム（福井市立郷

   土歴史博物館蔵本） 夫 120コマ D E

              （XA8535002D）

福井県。大野郡上味見村

 自治民政資料各展覧会江出陳書類

   一1冊（写．活．謄写）

   福井県県史編さん課所蔵フィルム 美 109

   コマ D E

 内容：1）戸数割賦課等級標準 勤倹貯蓄組合規約

     大野郡上味見村

    2）神社統一ノ件勤倹貯蓄組合規約戸数

     割賦課等級及標準規程 福井県大野郡上味

     見村

    3）大正五年 町村役場事務年中行事要覧

     福井県大野郡役所

    4）上味見村是並其実行方法及実績 明治

     43年4月1日設定 福井県大野郡役所

     〔出品〕

    5）上味見村部落有財産整理統一 福井県大

     野役所〔出品〕

    6）上味見村二於ケル神社ノ統一及八幡神社

     基本財産蓄積規程 福井県大野郡役所〔出

     品〕

    7）上味見村県税戸数割等及標準規程 福井

     県大野郡役所〔出品〕

    8）自治資料展覧会案内 大正八年自八月二

     十四日至八月二十八日 島根県大原郡海潮

     村役場      （XA8535001D）

福井県。坂井郡三国町

 坂井郡三国町々是 明治四十一年十二月末日現在

   一 1冊 稿本

   福井県県史編さん課所蔵フィルム 苦 65コ

   マ  D E

 （四十二年第七号 二冊ノ内）（XA8535001D）

福井県．坂井郡本荘村

 村是

   明治44．9 53p 地図 写真

   福井県県史編さん課所蔵フィルム 芸 44コ

   マ D E

 明治42年7月調査     （XA8535001D）

福井県．坂井郡高椋村

 村是

   明治42．9 191p 地図 図表 写真



2521

2522

2523

2524

2525

25お

   福井県県史編さん課所蔵フィルム（福井市立郷

   土歴史博物館蔵本） 美 123コマ D E

 明治41年末現在                2527

 p。169～191は「附録 三十七八年戦役奉公議会

誌」   ．  （XA8535002D）

福井県．坂井郡春江村

 福井県坂井郡春江村是 明治四十二年八月十一日調

 製附村是大正五年一月五日改調

   一 1冊稿本            25％
   福井県県史編さん課所蔵フィルム 苦 73コ

   マDE   （XA8535001D）

福井県．今立郡北日野村

 福井県今立郡北日野劇画 上巻・下巻

   北日野村是調査事務所 明治43．3 121，15p  2529

   地図 表 図表

   福井県県史編さん課所蔵フィルム 芸 100コ

   マ  D E

 明治43年3月調他     （XA8535001D）

福井県．今立郡舟津村               2530

 今立郡舟津村是

   明治42．12 123丁 謄写

   福井県県史編さん課所蔵フィルム 苦 130コ

   マ D E

 第百十号

 明治42年11月20日調査

 原本丁付第24～26丁なし （XA8535002D）  2531

福井県．今立郡新横江村

 福井県今立郡新横江村是

   新横江村是調査事務所  明治42．9  56，83，

   88p 地図 写真

   福井県立図書館所蔵フィルム（小浜市立図書館  2532

   蔵本） 苦 132コマ D E

 明治41年12月末日現在

 底本製本表題「福井県今立郡新横江村是 第四編」

 に作る    ．     （XA8535001D）

福井県．今立郡服聞村               2533

 服間山群

   明治44．5 362，48p

   福井市立郷土歴史博物館所蔵 S60．10．28

   231コマ N      （XA8535004）

静岡県庵原郡農会

 小嶋村経済調査書 明治四拾参年壱月調査      2534

   明治44．12 73p

   国立国会図書館所蔵 苦 43コマ D

                      －32一

              （XA8108090D）

愛知県八名郡農会

 愛知県八名郡豊津村是調査（八名郡農会報 第武拾

 七号附録）

   明治36，9 185，40p 地図 図表

   農業総合研究所所蔵 S61．5．6 126コマ

   N          （XA8636002）

奈良県生駒郡農会

 奈良県生駒郡本多村是 明治四十一年十二月調査

   明治45．5 38p

   国立国会図書館所蔵 芸 29コマ D

              （XA8108090D）

奈良県生駒郡農会

 奈良県生駒郡片桐村是 明治四十二年一月調査

   明治45．8 47p

   国立国会図書館所蔵 芙 33コマ D E

              （XA8108090D）

奈良県生駒郡農会

 奈良県生駒郡平群村是 明治四十一年十二月調査

   明治45．8 67，16p 地図

   国立国会図書館所蔵 S57，11．1 49コマ

   D

 内容年：明治41年1月現在 （XA8108090D）

奈良県生駒郡農会

 奈良県生駒郡三郷村是 明治四十一年十二月調査

   明治45．8 59p

   国立国会図書館所蔵 S57．3．3 37コマ

   2N P E     （XA8108090D）

鳥取県日野郡農会

 業務一斑並農会関係法令規程

   n．d． 58，47 p

   農業技術研究所所蔵 S56．1L7 57コマ

   NE    （XA8108069）

鳥取県日野郡二部村野上村組合村農会

 鳥取県日野郡二部村野上村組合村民

   明治45．5 348p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．6 192コマ

   N E

 原本p．26～27刷オチ   （XA8108068）

鳥取県日野郡溝口村金岩村栄村組合村農会

 鳥取県日野郡溝口村金岩村栄村組合村是

   明治45．5 195p 地図



2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

   農業技術研究所所蔵 S56．11．6 111コマ

   N E        （XA8108068）

鳥取県日野郡旭村農会

 鳥取県日野郡旭村是                2543

   大正1．9 103，91p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．7 107コマ

   N  E

 目次乱丁あり，撮影マ＼   （XA8108069）

鳥取県日野下半原村金沢村組合村農会         2544

 鳥取県日野郡米原村金沢村組合村是

   大正1．8 199p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．7 126コマ

   N  E

 原本奥付欠 刊年月は京都大学経済学部蔵本による

               （XA8108069）   2545

鳥取県日野郡神奈川村農会

 鳥取県日野郡神奈川村是

   明治45．6 181p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56． n．7 105コマ

   N E        （XA8108068）  2546

鳥取県日野郡江尾村農会

 鳥取県日野郡江尾村是

   大正2．3 92，61p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．7 94コマ

   NE    （XA8108069） 2547

鳥取県日野郡黒坂村菅福村組合村農会

 鳥取県日野郡黒坂邨菅福邨組合邨是

   明治45，5 199p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．6 117コマ

   NE    （XA8108067）

馬取県日野郡糧雨村真住村組合村農会         2548

 鳥取県日野郡根雨村真住村組合村是

   大正1．10 199p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．7 116コマ

   NE     （XA8108068）

鳥取県日野郡川村安井村農会             2罰9

 鳥取県日野郡渡村安井村組合村是

   明治45．5 206p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11，7 115コマ

   N E        （XA8108069）

鳥取県日野郡多里村農会               2550

 鳥取県日野郡多里村是

                      一33一

   明治45．5 181p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．6 io3コマ

   N E        （XA8108067）

鳥取県日野郡印画村菅沢村組合村農会

 鳥取県日野郡印賀村管沢村組合村是

   大正3．12 175p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56． n．7 102コマ

   N E        （XA8108069）

鳥取県日野郡阿目縁村農会

 鳥取県日野郡阿毘縁村是

   明治45．5 184p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．7 105］マ

   N E        （XA8108068）

鳥取県日野郡山上村農会

 鳥取県日野郡山上国是

   大正2．8 222p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．ll．7 124コマ

   N E        （XA8108068）

鳥取県日野郡宮内村霞村組合村農会

 鳥取県日野郡宮内村霞村組合村是

   明治45．5 204p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．6 117コマ

   NE    （XA8108067）

鳥取県日野郡福栄村農会

 鳥取県日野郡福栄村是

   明治45．5 198，102p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．5 177コマ

   N E

 附 鳥取県日野郡々是並村是調査方法ノ概要（日野

   郡農会） 9丁      （XA8108067）

鳥取県日野郡石見村農会

 鳥取県日野郡石見僻目

   大正3．12 185p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．7 113コマ

   NE     （XA8108069）

島根県農会

 町村農事調査要項

   明治37．7 16p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 13

   コマ N E      （XA8418001）

島根県農会

 島根県八束郡津田村農事調査報告書



2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

   〔明治43．4〕 93p 地図

   農業技術研究所所蔵 s56．1i．2 57コマ

   NE    （XA8108065）

島根県農会                     2559

 島根県八束郡川津村農事調査報告書

   〔明治42．5〕 92p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 57コマ

   N  E

 原本p．81～82落丁，p．80は消去印あり

                （XA8108064）

                          2560

島根県農会

 島根県八束郡朝酌村農事調査報告書

   〔明治42．12〕 122p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 70コマ

   NE     （XA8108064）
                          2561

同価県農会

 島根県八束郡法吉村農事調査報告書

   〔明治42．10〕 113p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 67コ入

   N E        （XA8108064）
                          2562

島根県農会

 島根県八束郡竹矢村農事調査報告書

   〔明治43．7〕 94p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 58コマ

   N E         （XA8108065）
                          2563

島根県農会

 島根県八束郡生馬村農事調査報告書

   〔明治41．12〕 91p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 55コマ

   N E         （XA8108064）
                          2564

島根県農会

 島根県八束郡持田村農事調査報告概要

   〔大正2．3〕 28p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 18コマ

   N E        （XA8108066）
                          2565

島根県農会

 島根県八束郡本庄村農事調査報告書

   〔大正1．8〕 24，20，32，15p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 53コマ N

   E          （XA8108066）

島根県農会                     ゐ66

 島根県八束郡古志村農事調査報告書

                       一34一

   〔明治41．3〕 122p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 71コマ

   N E        （XA8108064）

島根県農会

 島根県八束郡古曾志村農事調査報告書（島根県農会

 報臨時増刊）

   明治39，3 70p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10，31 41コマ

   N E        （XA8108063）

島根県農会

 島根県八束郡長江村農事調査報告書

   〔明治41．2〕 118p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 69コマ

   N E        （XA8108063）

島根県農会

 島根県八束郡大野村農事調査報告書

   〔明治45．5〕 97p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56，11，4 59コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県八束郡大庭村農事調査報告概要

   〔大正2．10〕 33p

   農業技術研究所所蔵 S56，11．4 20コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県八束郡岩坂村農事調査報告書

   明治43．12 117p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 69コマ

   N E         （XA8108065）

島帳県農会

 島根県八束郡佐太村農事調査報告書

   〔大正1．10〕 72p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 47コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県八束郡講武村農事調査報告書（島根県農会報

 臨時増刊）

   明治40．10 121p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 74コマ

   N E        （XA8108063）

島根県農会

 島根県八束郡野波村農事調査報告書（島根県農会報



2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

 臨時増刊）

   明治39．2 67p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 40＋1コ

   マNE   （XA8108063）
                         2574

島根県農会

 島根県八束郡森山村農事調査報告書

   〔明治42．5〕 90p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56，11．2 54コマ

   NE    （XA8108064）
                         2575

島根県農会

 島根県八束郡揖屋村農事調査報告書（島根県農会報

 臨時増刊）

   明治39．4 75p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56，10，31 44コマ

   NE    （XA8108063） 2576

島根県農会

 島根県八束郡玉湯村農事調査報告書（島根県農会報

 臨時増刊）

   明治40．3 122p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 70コマ

   N E

 原本丁付p，38→41にトビ  （XA8108063）  2577

島根県農会

 島根県八束郡波入村農事調査報告書（島根県農会報

 臨時増刊）

   明治40，4 64p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 41＋1コ  2578

   マNE   （XA8108063）

島根県農会

 島根県能義郡安来町農事調査報告書

   明治43，11 110p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 64コマ

   N E        （XA8108065）
                         2579

島根県農会

 島根県能義郡能義村農事調査報告書

   明治45．6 104p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 63＋1コ

   マ N E

 奥付は国立国会図書館蔵本より補充         2560

               （XA8108066）

 島根県農会

 島根県能義郡宇賀荘村農事調査報告書

   〔明治45．7〕 83p 地図

                      一35一

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 50コマ

   N E

 原本丁付p，18→21にトビ  （XA8108066）

島根県農会

 島根県能義郡大塚村農事調査報告概要

   〔大正1．10〕 28p

   農業技術研究所所蔵 S56．10，31 18コマ

   N E        （XA8108063）

島根県農会

 島根県能義郡島田村農事調査報告書

   大正1．10 87p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 54コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県能義郡荒島村農事調査報告書

   明治44．7 96p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56． h．2 58＋1コ

   マ N E

 奥付は国立国会図書館蔵本より補充

               （XA8108065）

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〕 33p

   農業技術研究所所蔵 S56．10，31 19コマ

   N E        （XA8108063）

島根県農会

 島根県能義郡山佐村農事調査報告書

   明治44．10 100p 地図
   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 60＋1］

   マ  N E

 奥付は国立国会図書館蔵本より補充

               （XA8108065）

島根県農会

島根県能義郡比田村農事調査報告書

   〔明治44．6〕 97p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 58コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県能義郡布部村農事調査報告書

   大正2．3 74p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56，11．5 45コマ

   N E        （XA8108067）



2581

25凹

2583

2584

2585

2聞6

2駆7

2588

島根県農会                     2589

 島根県能義郡母里村農事調査報告書

   〔明治44．1〕 83p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 50コマ

   N E        （XA8108065）

島根県農会                      2590

 島根県能義郡安田村農事調査報告書

   〔明治43．7〕 95p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 58コマ

   N E        （XA8108065）

島根県農会

 島根県能義郡井尻村農事調査報告書（島根県農会報  2591

 臨時増刊）

   明治39，5 81p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 50コマ

   NE     （XA8108063）

島根県農会                     2592

 島根県能義郡井尻村第二回農事調査報告書

   大正2．6 87p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．5 53コマ

   NE    （XA8108067）

島根県農会

 島根県能義郡紺屋村農事調査報告書

   大正2．3 92p 地図             2593

   農業技術研究所所蔵 S56．11，4 55コマ

   N E         （XA8108067）

島根県農会

 島根県仁多郡亀嵩村農事調査報告書

   〔明治42．5〕 101p 地図         2594

   農業技術研究所所蔵 S．56．11．2 58コマ

   N E        （XA8108065）

島根県農会

 島根県仁多郡馬木村農事調査報告概要

   〔大正6．7〕 29p

   農業技術研究所所蔵 S56．10，31 17コマ

   NE    （XA8108066） 2595

島綴県農会

 島根県大原郡木次町農事調査報告書

   〔明治45．3〕 96p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11。4 57コマ

   NE    （XA8108066）
                          2596

                       －36一

島根県農会

 島根県大原郡斐伊村農事調査報告書

   明治43．4 124p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 71コマ

   NE    （XA8108065）

島根県農会

 島根県大原郡日登村農事調査報告書  （島根県会報

 臨時増刊）

   明治36．7 58p 地図

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 41

   （十2）コマ N E   （XA8418001）

島根県農会

 島根県大原郡大東町農事調査報告書

   〔大正1．9〕 98p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．1L4 57コマ

   N E        （XA8108067）

島根県農会

 島根県大原郡佐世村農事調査報告書

   明治44，9 98p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 59コマ

   N E

 奥付欠 刊年月は国立国会図書館蔵本による（撮影

 は不可）           （XA8108065）

島根県農会

 島根県大原郡春殖村農事調査報告書

   〔大正1．8〕 90p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 54コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県大原郡加茂村農事調査報告書

   〔大正1．8〕 105p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 60コマ

   N E

 原本p．16刷オチ，丁付p．18→21にトビ

                （XA8108066）

島根県農会

 島根県大原郡屋裏村農事調査報告書

   〔明治44．3〕 94p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 56コマ

   N  E

 原本丁付p．48→50にトビ  （XA8108065）

島根県農会

 島根県大限郡神原村農事調査報告書



2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

   〔明治41．3〕 111p 地図

   同業技術研究所所蔵 S56．11．2 60コマ

   N E        （XA8108063）

島根県農会

 島根県飯石郡掛合村農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治37．5 58p 地図

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 38

   コマ N E      （XA8418001）

島根県農会

 島根県飯石郡松笠村農事調査報告書

   〔明治42．10〕 105p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 62コ口

   N E        （XA8108064）

島根県農会

 島根県飯石郡頓原村農事調査報告書

   〔明治45．5〕 78p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 49コマ

   N 〔E〕

 奥付欠 2600に併用     （XA8108066）

島根県農会

 島根県飯石郡頓原村農事調査報告書

   明治45．8 78p

   国立国会図書館所蔵 芙 49コマ D E

              （XA8108090D）

島根県農会

 島根県簸川郡鳶巣村農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治37．6 68p 地図

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 43

   コマ N E      （XA8418001）

島根県農会

 島根県簸川郡園村農事調査報告書

   明治44，12 83p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 53コマ

   N E        （XA8108065）

島根県農会

 島根県安濃郡大田町農事調査報告概要

   〔大正6．9〕 29p

   農業技術研究所所蔵 S56，11．，4 18コマ

   N E        （XA8108066）

2604

2605

2606

2607

㎜

2609

2610

2611

島根県農会

 島根県安濃郡波根西村農事調査報告概要

   〔大正1．11〕 31p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 18コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県安濃郡波根東村農事調査報告概要

   〔大正6．9〕 30p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 19コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県安濃郡長久村農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治36，7 44p 地図

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 34

   （十1）コマ N E  （XA8418001）

島根県農会

 島根県安濃郡朝山村農事調査報告概要

   〔大正4．10〕 26p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 i7コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県安濃郡佐比売村農事調査報告概要

   〔大正6．4〕 36p

   農業技術研究所所蔵 S56，11．4 22コマ

   NE    （XA8108066）

島根県農会

 島根県安濃郡富山村農事調査報告概要

   〔大正5．8〕 18p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 11コマ

   N E        （XA8108066）

島根県農会

 島根県通摩郡大屋村農事調査報告書

   明治43．10 68p

   国立国会図書館所蔵 芙 44コマ D E

              （XA8108090D）

島根県農会

 島根県通摩郡水上村農事調査報告書

   〔明治42．4〕 105p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 59コマ

   N E        （XA8108064）

一37一



2612

2613

2614

2615

2616

％17

2618

2619

島根県農会                     2620

 島根県通摩郡大浜村農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治40．7 105p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 63コマ

   N E        （XA8108063）
                         2621

島根県農会

 島根県通摩郡井田村農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治40．7 94p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 56＋1コ

   マNE   （XA8108063） 2622

島根県農会

 島根県還摩郡下積日農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治40．5 89p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 54コマ

   N E        （XA8108063）  2623

島根県農会

 島根県邑智郡田所村農事調査報告書

   〔明治41．3〕 96p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11，2 58コマ

   N E         （XA8108064）  2624

島根県農会

 島根県那賀郡周布村農事調査報告書

   〔明治42，8〕 88p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11，2 54コマ

   N E        （XA8108064）  2625

島根県農会

 島根県那賀郡高城村農事調査報告書

   〔明治41．3〕 104p ．地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 62コマ

   N E        （XA8108064）
                         2626

島根県農会

 島根県那賀郡有福村農事調査報告書

   〔明治35．12〕 29，49，13p 地図

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 58

   コマ N E      （XA8418001）

島根県農会                     2627

 島根県美濃郡高津村農事調査報告概要

   〔大正2．3〕 23p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 15コマ

   N E        （XA8108067）

                      一38一

島根県農会

 島根県美濃郡安田村農事調査報告概要

   〔大正3．2〕 34p

   農業技術研究所所蔵 S56．11．4 21コマ

   N E          （XA8108067）

島根県農会

 島根県美濃郡豊川村農事調査報告書

   明治41．12 99p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56，11．2 61コマ

   N E          （XA8108064）

島根県農会

 島根県美濃郡豊田村農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治37．6 69p 地図

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 44

   コマ N E      （XA8418001）

島根県農会

 島根県美濃郡小野村農事調査報告書

   〔明治42．3〕 103p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 58コマ

   N E        （XA8108064）

島根県農会

 島根県美濃郡美濃村農事調査報告書

   〔明治42．7〕 90p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56。11。2 56コマ

   N E         （XA8108064）

島根県農会

 島根県美濃郡都茂村農事調査報告書  （島根県農会

 報臨時増刊）

   明治 39．3 65p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 40コマ

   N E        （XA8108063）

島根県農会

 島根県鹿足郡青原村農事調査報告概要

   〔大正2．10〕 32p

   農業技術研究所所蔵 S56．10．31 19コマ

   N E

 原本p．29～30落丁     （XA8108063）

島根県農会

 島根県鹿足郡蔵木村農事調査報告書

   大正1．12 73p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．5 47コマ

   N E        （XA8108067）



2麗8

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

島根県農会

 島根県鹿足郡七日市村農事調査報告書

   〔明治4L 11〕 98 p 地図

   農業技術研究所所蔵 S56．11．2 57＋1コ

   マNE   （XA8108064）
                         2636

島根県農会

 島根県海士郡海士外三村農事調査報告書  （島根県

 農会報臨時増刊）

   明治36．6 69p 地図 図

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 49

   （十2）＝］マ N E  （XA8418001）
                         2637

岡山県川上郡農会

 玉川村々是調査

   明治37，5 191p

   農業総合研究所所蔵 S61．5．6 112コマ

   N          （XA8636002）

                         26認

吉敷郡

 山口県吉敷郡是

   大正3．3 26，172p

   山口県立図書館所蔵 S57．1．11 104コマ

   N E

   原本表紙欠にっき巻頭書名による        2639

 合綴：吉敷郡報 第96号（大正3．6．13）

               （XA8108084）

〔吉敷郡〕

 山田制定調査材料 勧業・交通・治水ノ部

   n．d。 260 p                 2640

   山口県立図書館／早稲田大学図書館所蔵

   S57．1．11 153コマ N E

               （XA8108084）

〔吉敷郡〕

 郡是制定調査材料 教育ノ部            2〔嗣

   n。d。 58p

   山口県立図書館所蔵 S57．1．11 34コマ

   N E          （XA8108084）

〔吉敷郡〕

 郡山制定調査材料 衛生ノ部

   n．d。 68 p                2642

   山口県立図書館／早稲田大学図書館所蔵

   S57．1．11 41コマ N E

               （XA8108084）

〔吉敷郡〕

 郡是制定調査材料 財政経済・社寺。威化救済・名

                      一39一

 所旧跡ノ部

   n．d． 167 p

   山口県立図書館所蔵 S57．1，11 100コマ

   N E        （XA8108084）

愛媛県・周桑郡壬生川町

 町是調査 明治計六年十二月

   一 1冊 写

   東予市中央公民館所蔵 S61．4，21 114コ

   マ N

 内題：町是調査資料      （XA8636002）

愛媛県周桑郡壬生川町農会

 愛媛県周桑郡壬生川町農業基本調査書

   大正13．10 88p 写真

   東予市中央公民館所蔵 S61．4．21 56コマ

   N（XA8636002）
愛媛県周桑郡庄内村農会

 愛媛県周桑郡庄内村農業調査

   大正3．9 58p

   東予市中央公民館所蔵 S61．4．21 34（＋

   1）コマ N      （XA8636002）

愛媛県喜多郡平野村農会

 愛媛県喜多郡平野村農業基本調査書

   大正4．12 78p

   東京大学経済学部所蔵 S61．4．21 43 （＋

   1）］マ N      （XA8636002）

愛壕県．北宇和郡三二村

 愛媛県北宇和郡三間村是

   大正6．11 206p

   国立国会図書館所蔵 S57． i．20 136コマ

   N E        （XA8108083）

福岡県．久留米市

 福岡県久留米市経済調査書

   明治33．12 349丁 写

   慶応義塾大学図書館所蔵 S58．7．1 365

   コマ N

 明治32年現在        （XA8308002）

福岡県．筑紫郡二三村

 福岡県筑紫郡豊平村是

   n．d． 56丁

   福岡県農業総合試験場所蔵 S56．12．4 64

   コマ N E      （XA8108082）



26紛 福岡県．筑紫郡住吉村

   福岡県筑紫郡住吉村是

     n．d． 80丁

     福岡県農業総合試験場所蔵 S56．12．4 92

     コマ N E      （XA8108082）
                            2652

2644 福岡県．筑紫郡八幡村

   福岡県筑紫郡八幡村是

     n．d．70丁

     福岡県農業総合試験場所蔵 S56．12．4 78

     コマ N E      （XA8108082）
                            2653

2645 福岡県．粕屋郡青柳村

   糟屋郡青柳田々是

      〔明治41。一〕 64丁

     福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 72 コマ

     N E         （XA8108086）

2646 福岡県．粕屋郡篠二村                2654

   糟屋郡篠栗田々是

      〔明治41．3〕 53，9丁

     福岡県立図書館所蔵 S57。1．12 67コマ

     N E        （XA8108086）

2647 福岡県．粕屋郡宇美村

   宇美村々是                 2655

      〔明治40．3〕 54＋1丁

     福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 60コマ

      N．E        （XA8108D86）

％48 福岡県．山岨二曲津村

   福岡県遠賀郡長津村是

     大正2．5 7，55，60丁            2656

     中間市史編さん室所蔵 S60．1．31 130コマ

      NE     （XA8408022）
                    ’

％49 福岡県。遠賀郡底井野村

   福岡県遠賀郡底井野村是

     大正1．8 72，53丁

     中間市史潮さん室所蔵 S60． L 31 137コ   2657

     マ  N  E

    原本工藤光次郎氏蔵      （XA8408022）

2650 福岡県．鞍手郡直方町

    鞍手郡直方町是

      〔明治41．7〕 88丁 地図2葉       2658

     直方市史編さん室所蔵 S60．1．31 101コ

      マNE   （XA8408021）

％51福岡県．鞍手郡新入村

                         一40一

 福岡県鞍手郡新入村是

   〔明治41．8〕 56，21丁

   内田二男氏所蔵 S60．1．31 89コマ N

   E          （XA8408021）

福岡県。鞍手郡福地村

 福岡県鞍手郡福地村是

   〔明治41．3〕 1，50，29，18丁 地図

   内田二男氏所蔵 S60．131 108コマ N

   E（XA8408021）
福岡県・口羽郡

 福岡県浮羽郡是

   〔明治42．1〕 68，25，10丁

   吉井町公民館所蔵 S60．1．28 113コマ

   N E

 県訓令による調査      （XA8408019）

福岡県・生葉郡

 福岡県生葉郡椿子村是

   明治288．23，5，41丁

   吉井町公民館所蔵 S60．1．28 86コマ N

   E

 永松茂州調査         （XA8408017）

福岡県．浮羽郡権子浮羽村組合村

 福岡県浮羽郡椿子村是

   〔明治4L 8〕 〔52＋1〕丁 地図 稿本

   吉井町公民館所蔵 S60．1．28 62コマ N

   E

 県訓令による調査      （XA8408017）

福岡県・淳羽郡椿子浮羽村組合村

 福岡県浮羽郡椿子村是将来調査

   〔明治41．8〕 〔22＋1〕丁 稿本

   吉井町公民館所蔵 S60．1．28 27コマ N

   E

 上記資料の将来の部     （XA8408017）

福岡県．浮羽郡椿子浮羽村組合村

 福岡県浮羽郡浮羽村是

   〔明治41．8〕 〔62＋1〕丁 地図稿本

   吉井町公民館所蔵 S60．1．28 73コマ

   NE    （XA8408017）

福岡県．浮羽郡椿子浮羽村組合村

 福岡県浮羽郡浮羽村是将来調査

   〔明治4L8〕〔〔29＋1〕丁 稿本

   吉井町公民館所蔵 S60，1．28 34コマ N

   E          （XA8408017）
    上記資料の将来の部



お59福岡県．浮羽郡山春村是

   福岡県浮羽郡山春村是

     明治427 51＋1丁 地図 稿本

     吉井町公民館所蔵 S60．1，28 64コマ N

     E          （XA8408017）

2600福岡県・浮羽郡大石村

   福岡県浮羽郡大石村是

     明治42．一 34，20丁 地図

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 64コマ N

     E          （XA8408017）

2661福岡県．浮羽郡吉井町

   福岡県浮羽郡吉井町是

     明治41．3 41，16丁

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 68コマ N

     E          （XA8408017）

お62福岡県．浮羽郡江南村

   福岡県浮羽郡江南村是

     n。d，  60丁

     吉井町公民館所蔵 S60，1．28 71コマ N

     E

   内容年：明治40年4月1日現在

                  （XA8408017）

2663福岡県．生葉郡福富村

   福岡県生葉郡福富村是 〔第一回〕

     明治28，8 74丁 図表

     九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 88コマ

     NE    （XA8108087）

26餌 福岡県．浮羽郡福富村

   福岡県浮羽郡福富村是 〔第二回〕

      〔明治42．1〕 45，17丁 地図

     九州大学経済学部／吉井町公民館所蔵 S57．

      1，12／60．10．17 72十2コマ N E

   原本乱丁箇処未訂正撮影あり  （XA8108087）

2665福岡県．竹野郡

   福岡県竹野郡船越村是

     明治28．8 73丁

     吉井町公民館所蔵

     E

   永松茂州調査

S60．1．28 87コマ N

（XA8408017）

2666福岡県。浮羽郡船越村

   福岡県浮羽郡船越村是

      〔明治41．1〕 55丁

     吉井町公民館所蔵 S60．1，28 62コマ N

  E

県訓令による調査 （XA8408018）

2667 福岡県。竹野郡

   福岡県竹野郡田主丸町是

     明治28．8 30．49丁

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 96コマ N

     E

   永松茂州調査         （XA8408018）

㊧68福岡県．浮羽郡田主丸町

   福岡県浮羽郡田主丸町是

      〔明治40．4〕 62丁

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 71コマ N

     E

   県訓令による調査       （XA8408018）

％69 福岡県。竹野郡

   福岡県竹野郡水分村是

     明治28．8 24，55丁

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 91コマ N

     E

   永松茂州調査         （XA8408018）

％70福岡県．浮羽郡水分村

   福岡県浮羽郡水分村是

      〔明治40．12〕 48＋1丁 地図

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 58コマ N

     E          （XA8408018）

2671福岡県．竹野郡

   福岡県竹野郡竹野村是

     明治28、8 24，50丁

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 81コマ N

     E

   井上，永松調査       （XA8408018）

お72 福岡県。浮羽郡竹野村

 福岡県浮羽郡竹野村是

   〔明治41．12〕 87丁 地図

   吉井町公民館所蔵 S60．1、28

   E

 県訓令による調査

99コマ N

（XA8408018）

2673 福岡県．浮羽郡国電村

   福岡県浮羽郡川會村是

     〔明治4L一〕 1冊地図

     吉井町公民館所蔵 S60．1．28 83コマ N

     E（XA8408018）

一41一



％74

％75

2676

2677

2678

2679

2680

％81

福岡県・竹町郡水縄村

 福岡県竹野郡水縄国是

   明治28．8 24．52＋1丁       2682
   九州大学経済学部／福岡県立図館所蔵 S57．

   1．12 85十3コマ N E

               （XA8108087）

福岡県側扁出水縄目農会

 福岡県浮羽郡水縄村村是

   明治36．10 75丁

   吉井町公民館所蔵 S60．1．28 83コマ N  2683

   E          （XA8408018）

福岡県・浮羽郡水縄村

 福岡県浮羽郡水縄村是

   〔明治42．12〕 53丁 地図 図表

   吉井町公民館所蔵 S6σ． i．28 70コマ N

   E（XA8408019）                         2684

福岡県・三井郡節原村

 福岡県三井郡節原村是

   明治36．8 49，51丁

   九州大学経済学部／田主丸教育委員会所蔵

   S57． L12 106＋1コマ N E

               （XA8108087）  2685

福岡県。三井郡御井町

 福岡県三井郡御井町是

   〔明治35．8〕 53，36丁

   福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 104コマ

   N E        （XA8108086）
                         2686

福岡県．三井郡上津荒木村

 福岡県三井郡上津荒木村是

   〔明治37．3〕 51，27丁

   農業総合研究所九州支所所蔵 S57．1．12

   87コマ N E     （XA8108089）
                         2687

福岡県・三井郡合川村

 福岡県三井郡合川村是

   〔明治35．9〕 52，31丁

   福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 91コマ

   NE    （XA8108086）

                         ㎜

福岡県・三井郡高良内村

 福岡県三井郡高良内村是

   〔明治37．1〕 53，45丁

   農業総合研究所九州支所所蔵 S57．1．12

   106コマ N E

 原本表紙欠につき目次書名による

                      一42一

               （XA8108089）

招岡県。三井郡大橋村

 福岡県三井郡大橋村是

   n。d． 81丁

   久留米市民図書館所蔵 S60．1．28 89コマ

   N E

 内容年：明治34年調査

 原本田主丸町教育委員会蔵   （XA8408019）

福岡県．三井郡大城村

 〔福岡県三井郡大城村是〕

   〔明治35．11〕 81丁

   福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 88コマ

   N E

 原本表紙欠につき書名は目次書名による

               （XA8108086）

福岡県・三井郡御原村

 福岡県三井郡御原村是

   〔明治36．12〕 49，19丁

   久留米市民図書館所蔵 S60．1．28 76コマ

   N E        （XA8408019）

福岡県・三瀦郡西牟田村

 福岡県三瀦郡西牟田村是

   〔明治36．11〕 81丁

   九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 88コマ

   N E

 奥付印刷年月 明治36年10月 （XA8108087）

福岡県。ミ瀦郡大曹寺村

 福岡県三瀦郡大善寺村是

   明治37．6 76丁

   福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 85コマ

   N E        （XA8108086）

福岡県・三二郡大溝村

 福岡県三瀦郡大溝村是

   明治37．8 84丁

   農業総合研究所九州支所所蔵 S57．1．12

   91］マ N E     （XA8108089）

福岡県。ミ瀦郡大廟村

 福岡県三瀦郡大目村是

   明治36．10（印刷） 65丁

   農業総合研究所九州支所所蔵 S57．1．12

   72コマ N E    （XA8108089）



2689

2690

乃91

2692

2693

％田

2695

％96

福岡県・八女郡福島町                ％g7

 福岡県八女郡福島町是

   明治31．11 180〔実177〕丁 槁本

   八女市立図書館所蔵 S60．1．28 180コマ

   N E

 郡訓令による調査       （XA8408020）

                         2698

福岡県．八女郡長峯村

 福岡県八女郡長峯村是

   明治33．11．41，58丁

   八女市立図書館所蔵 S60．1．28 110コマ

   N E        （XA8408020）
                         2699

福岡県．八女郡三河村

 福岡県八女郡三河村是

   〔明治31．7〕 48，50丁

   九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 101コ   2700

   マ N E

 原本題箋欠につき目次書名による

               （XA8108088）

福岡県。八女郡八幡村

 福岡県八女郡八幡村是                2川

   〔明治31．9〕 51，49丁

   福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 102十1

   コマ N E      （XA8108087）

福岡県。八女郡川崎村

 福岡県八女郡川崎村是

   〔明治31．10〕 1冊槁本        2702

   八女市立図書館所蔵 S60．1．28 149コマ

   NE    （XA8408020）

福岡県。八女郡川崎村

 福岡県八女郡川崎村是 第二回

   〔明治41．3〕 87丁             2703

   久留米市民図書館所蔵 S60．1．28 96コマ

   NE     （XA8408021）

福岡県。八女郡岡山村

 福岡県八女郡岡山村是

   〔明治31．12〕 110＋2丁         27㏄

   九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 122コ

   マNE   （XA8108088）

福岡県・八女郡岡山村

 福岡県八女郡岡山可動 第二回

   〔明治41．5〕 84丁 地図         2705

   九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 92コマ

   NE    （XA8108088）

                      一43一

福岡県・八女郡黒木町

 第二回 福岡県八女郡里木町是

   〔明治40．12〕 89丁 地図

   黒木町教育委員会所蔵 S60．1．28 99コマ

   NE    （XA8408019）

福岡県．八女郡串毛村

 福岡県八女郡串毛村是

   〔明治32．1〕 93十1丁

   福岡県立図書館所蔵 S57．1．12 106コマ

   NE    （XA8108086）

 同 上

   黒木町教育委員会所蔵 S60．1．28 109コ

   マN    （XA8408019）

福岡県．八女郡木屋村

 福岡県八女郡木屋村是

   〔明治32．3〕 56，67丁

   久留米市民図書館所蔵 S60，1．28 128コ

   マNE   （XA8408021）

福岡県。八女郡木屋村

 第二回 福岡県八女郡木屋村是

   〔明治40．12〕 87丁

   黒木町教育委員会所蔵 S60．1．28 96コマ

   N 〔E〕

 地図は欠 他本にあり    （XA8408019）

福岡県．八女山笠原村

 福岡県八女郡笠原村是

   〔明治31．6〕 99丁

   福岡県立図書館所蔵 S57．1。12 102コマ

   NE     （XA8108087）

福岡県。八女郡大渕村

 福岡県八女郡大渕村是

   〔明治31．7〕 49，43丁

   黒木町教育委員会所蔵 S60．1．28 96コマ

   N E        （XA8408020）

福岡県．八女郡大渕村

 福岡県八女郡大渕村是 第二回

   〔明治40．8〕 100丁

   黒木町教育委員会所蔵 S60．1．28 109コ

   マNE   （XA8408020）

福岡県。八女郡白木村

 福岡県八女郡白木村是

   白木村調査委員会 明治31．12 42，44丁



2706

2707

2708

2了09

2710

2711

2712

   立花町教育委員会所蔵 S61，1．6 97コマ

   N E        （XA8629001）

福岡県。八女郡邊春村

 福岡県八女郡邊春村是               2713

   邊春村調査委員会 明治32．3 109丁

   立花町教育委員会所蔵 S61。1．6 123コマ

   NE    （XA8629002）

福岡県．八女郡北山村

 福岡県八女郡北山村是

   〔明治31。〕12 53，54丁           2714

   立花町教育委員会所蔵 S61．1．6 112］マ

   N E        （XA8629001）

福岡県．八女郡北山村

 北山村是 現況ノ部

   北山村調査委員会 明治42．3 1冊 写

   立花町教育委員会所蔵 S61．1．6 86コマ   2715

   N E

 県訓令による調査の際の現況の部

               （XA8629001）

〔北山村 附録）

福岡県．八女郡北山村

   明治三十八年度 北山村豫算          2716

   － 1冊 写

   立花町教育委員会所蔵 S61．1．6 56コマ

   N

 内容：第1号～第11号議案〔第2，9号に戸数割関

    係あり〕       （XA8629001）

                         2717

福岡県．八女郡光友村

 福岡県八女郡光友村是

   明治31．9 118丁

   立花町教育委員会所蔵 S61．1．6 122コマ

   N E        （XA8629001）
                         2718

福岡県．八女郡光友村

 福岡県八女郡光友村是 〔第二回〕

   光友村調査委員会 明治41．5 〔87丁〕

   立花町教育委員会所蔵 S61．1．6 94コマ

   N E

 題箋破損につき，書名は目次書名による       2719

 回次は内容より推定      （XA8629001）

福岡県．八女郡北川内村

 福岡県八女郡北川内村是 第二回

   〔明治41．3〕 64，17丁地図

                      一44一

   九州大学経済学部／上陽町役場所蔵 S57．1．

   12／60．10．9 88十1コマ N E

               （XA8108088）

福岡県．八女郡横山村

 福岡県八女郡横山村是

   〔明治32．2〕 110丁

   九州大学経済学部／上陽町役場所蔵 S57．1．

   12／60」0．9 120十1コマ N E

               （XA8108088）

福岡県。八女郡横山村

 福岡県八女郡横山村是 第二回

   〔明治41．5〕 109丁

   八女市立図書館／上陽町役場所蔵 S60．1．

   28／10．9 108十9コマ N E

               （XA8408020）

福岡県．八女郡上廣川村

 福岡県八女郡上廣川村是 第二回

   上川川村々是調査委員会 明治41．5 112丁

   地図

   広川町教育委員会所蔵 S61．1．6 126コマ

   N E        （XA8629002）

福岡県，八女郡下廣川村

 福岡県八女郡下廣川村是 第二回

   開園川村調査委員会 明治41．5 100丁

   広川町教育委員会所蔵 S61。1．6 107コマ

   N E        （XA8629002）

福岡県山門郡大和村農会

 山門郡大和村農会是

   〔大正15．12〕 37丁 地図

   九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 46コマ

   N E        （XA8108088）

福岡県．企救郡

 福岡県企救郡是

   〔明治44．3〕 109，39丁

   福岡県農業総合試験場所蔵 S56．12．4 165

   N E         （XA8108082）

福岡県。企救郡中谷村

 福岡県企救船中谷村是

   〔明治36．2〕 81丁

   北九州市立中央図書館所蔵 S60，1．31 87

   コマ N E      （XA8408021）



27⑳

272管

2722

2723

2724

2725

2726

2727

福岡県．企救郡足立村               2728

 福岡県企救郡足立村是

   〔明治41．7〕 2，1，55，〔22〕丁

   北九州市立中央図書館所蔵 S60．1．31 85

   コマ N E      （XA8408021）

福岡県築上郡友枝村農会              2729

 村是一福岡県豊前国築上郡友枝村

   〔明治36．1〕 64丁

   北九州市立中央図書館所蔵 S60，1．31 71

   コマ N E      （XA8408021）

福岡県。築上郡黒土村

 福岡県築上郡黒土村是

   〔明治40．4〕 59丁 地図

   九州大学経済学部／福岡県立図書館所蔵     2730

   S57．1」2 68コマ N E

                （XA8108087）

佐賀県．小城郡

 佐賀県小城郡是

   明治35．12 1冊              2731
   名古屋大学農学部所蔵 S57．2．10 136コ

   マNE   （XA8108091）

佐賀県．小城郡調査会

 佐賀県小城郡多久村田

   明治35．12 1，56，16，13丁         2732

   九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 94コマ

   NE    （XA8108088）

佐賀県．小城郡調査会

 佐賀県小城郡西多久村是

   明治35．12 1，53，16，12丁         2733

   名古屋大学農学部所蔵 S57．2．10 92コマ

   N  E

 題箋破損にっき目次書名による （XA8108091）

佐賀県．小城郡調査会

 佐賀県小城郡北多久村是             2734

   明治35．12 1，55，16，13丁

   名古屋大学農学部所蔵 S57，2．10 95コマ

   N E

 題箋欠につき目次書名による  （XA8108091）

佐賀県．小城郡調査会                2735

 佐賀県小城郡三日月田干

   明治35．12 1，19，34，15，12丁

   九州大学経済学部所蔵 S57．1．12 91コマ

   N E        （XA8108088）

                       一45一

佐賀県．小城郡調査会

 佐賀県小城郡芦刈村是

   明治35．12 1，43，16，13丁

   名古屋大学農学部所蔵 S57．2．10 83コマ

   N E        （XA8108091）

熊本県。阿蘇郡中通村

 阿蘇郡中通村是

   〔明治36，5〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 29

   コマ N E      （XA8108062）

 注）阿蘇郡各町村の分は所蔵機関の規定により部分

  撮影とし，「将来ノ部」をカットして撮影してい

  る。

熊本県．阿蘇郡古城村

 阿蘇郡古城村是

   〔明治36．8〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 27

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県．阿蘇郡坂梨村

 阿蘇郡坂梨村是

   明治35．5 28丁

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 29

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県。阿蘇郡内牧村

 阿蘇郡内牧村是

   〔明治36．9〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 34

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県．阿蘇郡山田村

 阿蘇郡山田村是

   〔明治36．10〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 27

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県．阿蘇郡尾ケ石村

 阿蘇郡尾ケ石村是

   〔明治36．4〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 26

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県．阿蘇郡黒川村

 阿蘇郡黒川村是

   〔明治36．8〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981。1L4 31

   コマ N E      （XA8108062）



2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

2744

熊本県。阿蘇郡永水村

 阿蘇郡永水村是

   n．d． 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 26

   コマ N E      （XA8108062）  2745

熊本県・阿輩郡草部村

 阿蘇郡草部村是

   〔明治36．5〕 35丁

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 36

   コマ N E      （XA8108062）  2746

熊本県．阿蘇郡野尻村

 阿蘇郡野尻村是

   〔明治36．6〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 28

   コマ N E      （XA8108062）  2747

熊本県。阿蘇郡錦野村

 阿蘇郡錦野村是

   〔不詳〕 1冊（巻末落丁あり）

   協同組合資料センター所蔵 1981．11。4 27

   コマ N E      （XA8108062）  2748

熊本県．阿蘇郡山西村

 阿蘇郡山西村是

   〔明治36．11〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 28

   コマ N E      （XA8108062）  2749

熊本県。阿蘇郡馬見原町

 阿蘇郡馬見原町是

   〔明治36．4〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 37

   コマ N E      （XA8108062）
                         2750

熊本県．阿蘇郡柏村

 阿蘇郡柏村是

   〔明治36．6〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 198ユ．11．4 25

   コマ N E      （XA8108062）
                         2751

熊本県。阿蘇郡菅尾村

 阿蘇郡菅尾村是

   〔明治36．6〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 32

   コマ N E      （XA8108062）
                         2752

熊本県．阿蘇郡白水村

 阿蘇郡白水村是

                      一46一

   〔明治36，5〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 32

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県．阿蘇郡長陽村

 阿蘇郡長陽村是

   〔明治36．12〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 41

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県．阿蘇郡久木野村

 熊本県阿蘇郡久木野村是

   〔明治36．5〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．11．4 30

   コマ N E      （XA8108062）

熊本県．阿蘇郡産山村

 阿蘇郡産山村是

   〔明治36，12〕 1冊

   協同組合資料センター所蔵 1981．ユ1．4 31

   コマ N E      （XA8108062）

大分県．大分郡八幡村

 大分県大分郡八回目々是

   明治442．59，18丁地図

   大分県立大分図書館所蔵 S60．1．26 92コ

口  マNE   （XA8433001）

大分県．大分郡日岡村

 大分県大分郡日岡口々是

   明治44．3 50，17丁

   一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

   S60．3．11 77コマ N

 原本石山昭次郎氏蔵      （XA8408027）

大分県・大分郡戸次村

 大分県大分郡戸次村々是

   明治42．1 48，15丁

   一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

   S60．3．11 73コマ N （XA8408027）

大分県．大分郡竹中村

 大分県大分郡竹中駄々是

   明治41．7 60，28丁 地図

   大分県立大分図書館所蔵 S60．1，26 99コ

口  マNE   （XA8433001）

大分県．大分郡東種田村

 大分県大分郡東租田村々是

   明冶44．7 54，6丁 地図



     大分県立大分図書館所蔵 S60．1．26 70コ

     マNE   （XA8433001）

2753大分県・大分郡三佐村

   大分郡三佐村々是

     明治43．3 69，19丁

     一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

      S60．3．11 98コマ N

   原本石山昭次郎氏蔵      （XA8408027）

2754大分県．大分郡由布川村

   大分県大分郡由布川村々是

     明治44．10 62，28丁

     一橋大学日本経済統計文献センター所蔵

      S60．3．11 103コマ N

   原本石山昭次郎氏蔵      （XA8408027）

2755 宮崎県．宮崎郡住吉村

   宮崎県宮崎郡住吉村是

      〔明治42．5〕 53丁 図表

     宮崎県立図書館所蔵 S56．9．21 64コマ

      N．E

    内容年：昭和42年5月現在

   原本表紙欠につき目次書名による 第46丁以降欠

   損箇所あり        （XA8108054）

2756 宮崎県。東臼杵郡岡富村

   宮崎県東臼杵郡岡富村是

      〔明治41．ユ0〕 46丁図表

     宮崎県立図書館所蔵 S56．9．21 56コマ

      N E

    内容年：明治41年9月現在  （XA8108054）

 〔適産調一資料（抜奉）〕

2757 石川理紀之助

   秋田県南秋田郡耕地適産調要領 〔適産調備本〕

     明治31．11 17丁 写
     石川理紀之莇遺跡文庫所蔵 S59．12．5 22

      コマ N E

   注釈貼紙付          （XA8408002）

2758 〔適産調稿稿本〕

    柴平村適産調総覧 乾．坤．雑

     一 3冊 写
     石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．8

      26十57十53コマ N E

                  （XA8408008）

2759 適産調将来 柴平村 柴内，平元 共ニ

    一 2冊 写
    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．14

     17十18コマ N     （XA8408016）

2760 下小阿仁村適産調総覧 乾。坤．雑

    一  3冊 写

    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．8

     26十39十96コマ N E（XA8408008）

2761 下小阿仁村適産調将来 鎌澤部落 根田部落 芹澤部

  落 三里部落

    一 4冊 写
    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．14

     18十18十18十18コマ N
                  （XA8408016）

2762 扇渕村適産調総覧 乾．坤．雑

    一 3冊 写
    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9

     22十34十80コマ N E（XA8408009）

2763 扇渕村適産調将来 扇田部落 誠渕部落

    一 2冊 写
    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13

     25十25コマ N    （XA8408015）

2764 常盤村適産調総覧 乾．坤．雑

    一  3冊 写

    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9

     45十59十52コマ N E（XA8408009）

2765 常盤村適産調将来 天内部落 山谷部落 大柄部落

  外割田部落 椀部落 常盤部落 喜久澤部落 刈橋部

  落，常盤村適産調 栩木台

    一  9冊 写

    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13

     25 十25 十25 十24十25十25 十25 十25十

     25コマ N       （XA8408015）

2766 鹿渡村適産調総覧 乾．坤。雑

    一 3冊 写
    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9

     27十75十58コマ N E

               （XA8408009／OlO）

2767 鹿渡村適産調将来 〔鯉川部落 鹿渡部落 天瀬川部

   落〕

    一 3冊 写
    石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13

一47一



2768

2769

2770

2771

2772

2η3

2774

2η5

  25十25十25コマ N  （XA8408015）  2776

金岡村田産調 乾．坤．雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9

  29十34十71コマ N E         2777
                （XA8408009）

金岡村適産調将来 豊岡部落 金光寺部落 志戸橋部

落 外岡部落

  一 4冊写              2778
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13 27

  ＋25＋25＋25コマ N  （XA8408015）

田川洞洞産調総覧 坤。雑

  一 2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9 47＋  2779

  69コマ N E      （XA8408009）

塙川村適産調将来 比八田部落 塙部落 内荒巻部落

外荒巻部落 坂形部落 小手萩部落 石川部落 畑谷

部落                       2780

     8冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13

  26十26 十26十25 →一26 十 17十26十17コ

  マ N

外に「適産調将来 塙川村 坂形 共七」あり     2781

内容は「坂形部落」に同じ   （XA8408015）

川尻洞洞産調総覧 乾．坤．雑

  一 3冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 11＋  2782

  42十97コマ      （XA8408003）

川尻村適産調将来

  一  1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12，13 17  2783

  コマ N E       （XA8408014）

旭川村適産調総覧 坤部．雑部

  一 2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．7 53＋

  83コマ N E      （XA8408007）
                          2784

土崎港町適産調総覧 坤．雑

     2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．7 27＋

  125コマ N E     （XA8408007）
                          2785

                       －48一

寺内村岡産調 総覧材料

     1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．8 79

  コマ N E       （XA8408008）

廣山田村適産調総覧 坤．雑

  一 2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 33＋

  69コマ N E      （XA8408002）

廣山田村適産調総覧 坤．雑

  一 2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．11

  38十110コマ N E
上記資料の下書分        （XA8408011）

太平村適産調総覧 坤部。雑部

  一 2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59。12。7 62＋

  十101コマ N E    （XA8408007）

外旭川村適産調総覧 坤部．雑部

     2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 39＋

  43コ入 N E     （XA8408007）

飯島村適産調総覧材料

  一  1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 98

  コマ N E       （XA8408006）

下新城村適産調総覧 乾．坤。雑

     3冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 39＋

  61十51コマ N E   （XA8408005）

下新城村酒産調将来 青崎部落 中野部落 長岡部落

岩城部落 小友部落 笠岡部落

     6冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12，13

  25十26十25十25十25十25コマ N E
                （XA8408014）

上新城村適産調総覧 坤，雑

  一 2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 47＋

  59コマ N E      （XA8408006）

船川町適産調総覧 乾。坤。雑

  一 3冊 写



2786

278ア

2788

2789

2790

2791

2792

2793

27田

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 30＋

  31十74コマ N E   （XA8408004）

船川港町適産調将来 比詰部落 仁井山部落 船川部

落 金川部落                     2795

     4冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13 26＋

  26十26十26コマ N  （XA8408014）

南磯村適産調総覧 坤。雑               2796

     2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 41＋

  98コマ N E      （XA8408005）

南磯村適産調総覧 坤部．雑部            2797

  －  2こ口写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．11 57＋

  123コマ N E

上記資料の下書分        （XA8408012）

                          2798

脇本村適産調総覧 乾

  一  1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 37コ

  マNE    （XA8408002）
                          2799

適産調将来 脇本村 樽澤部落 富永部落 百川部落

浦田部落 田谷澤部落 共六

     5冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13 18＋

  19十18＋19＋18コマ N
                （XA8408014）  2800

戸賀村適産調総覧 乾．坤．雑            2801

  －  3冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12，7 26＋

  21十68コマ N E   （XA8408006）

男鹿中村適産調総覧材料               ％02

  －  1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．8 118

  コマ N E       （XA8408008）

五里合村適産調総覧 乾．坤．雑

  一 3冊 写                   2803

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 33＋

  43十72コマ N E   （XA8408004）

五里合村適産調将来 神谷部落 琴川部落 中石部落

箱井部落 鮪川部落                 銘04

  －  5冊 写

                       一49一

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13

  26十26十26十26十26コマ N
                （XA8408014）

北磯村適産調総覧 坤，総覧材料

     2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 60＋

  82コマ N E     （XA8408007）

舟越村適産調総覧 乾。坤．雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 11＋

  32十57コマ N E   （XA8408004）

船越村適産調将来

  一  1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12，13 25

  コマ N         （XA8408014）

五城目町適産調総覧材料

     1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．8 67

  コマ N E       （XA8408008）

馬川村適産調総覧 乾。雑坤，雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 27＋

  37十42コマ N E
雑坤の内容は坤の部      （XA8408002）

〔空 番〕

大川村適産調総覧 乾．坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所属 S59．12．7 36＋

  43十67コマ N E   （XA8408005）

大川村適産調将来 大川部落 西野部落 谷地中部落

下樋口部落

  一 4冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．12 18＋

  18十17十18コマ N   （XA8408013）

馬場目村適産調総覧 乾。坤．雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 14＋

  30十87コマ N E   （XA8408005）

馬場目村適産調将来

  一  1冊 写



2805

銘06

2807

㎜

％09

2810

お11

矧2

鴉13

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．12 25コ

  マN    ．（XA8408013）

富津内村適産調総覧                  お14

  － 1冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 67コ

  マNE    （XA8408002）

富津内村適産調将来 富田部落 中津又部落 下山内

部落

  一 3冊 写                 ％15

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．12 25＋

  25十25コマ N     （XA8408013）

内川昌昌産調総覧 乾．坤．雑

  一 3冊 写                 ％16

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 28＋

  28十41コマ N E   （XA8408003）

内川村適産調将来 黒土部落 湯の又部落 小倉部落

淺見内部落

  一 4冊 写                  ％17

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．12／13

  25十25十25十25コマ N
            （XA8408013／014）

一日市村適産調総覧 乾．坤，雑           乃18

  － 3冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 11＋

  41十76コマ N E   （XA8408004）

一日市村適産調将来                 お19

  － 1冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．12 26

  コマ N         （XA8408013）

面潟村適産調総覧 乾．坤。雑            乃⑳

  一 3冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．7 40＋

  44十74コマ N E（XA8408005／006）

面潟村適産調将来 浦横町部落 川崎部落 真坂部落

小池部落 夜叉袋部落 浦大町部落 野田部落

  一 7冊写              2821
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．12 25＋

  26十26十25十26十26十25コマ N
               （XA8408013）

下井川村適産調総覧 乾．坤．雑           2822

  － 3冊 写

                      一50一

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 32＋

  68十92コマ N E   （XA8408003）

下井川村適産調将来 今戸部落 濱井川部落 北川尻

部落 小竹花部落，適産調将来 下井川村坂井部落

  一 5冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．1126＋

  27十26十26十26コマ N
               （XA8408012）

上井川村適産調総覧 乾。坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所属 S59．12．5 52＋

  52十60コマ N E   （XA8408004）

〔上井川村適産調将来 井内部落 寺沢部落 保ノ子

部落〕

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．11

  25十25十25コマ N  （XA8408012）

携戸村適産調総覧 乾。坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 23＋

  41十48コマ N E   （XA8408002）

適産調将来 彿戸村小深見 渡部 福川 共三

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．12

  19十20十18コマ N  （XA8408013）

潟西村適産調総覧 乾。坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 38＋

  57十59コマ N E   （XA8408006）

潟西村適産調将来 鵜木部落 角間崎部落 本内部落

松木沢部落 福米沢部落 野石部落

  一 6冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12。12

  26十26十26十26十25十26コマ N
               （XA8408013）

金足村適産調総覧 坤。雑

  一 2冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．8 48＋

  67コマ N E     （XA8408008）

大久保臨調産調総覧 乾．坤．雑

  一 3冊 写



2823

四24

2825

2826

％27

加％

2829

2830

圏31

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 11＋

  30十69コマ N E   （XA8408002）

                         処32

大久保村適産調将来

  一 1冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12，13 26

  コマ N         （XA8408014）
                         2833

飯田川村適産調総覧 乾．坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 27＋

  37十67コマ N E   （XA8408002）

                         お34

飯田川村適産調将来 下虻川部落 和田妹川部落 金

山部落 飯塚部落

  一 4冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．1126＋

  26十25十26コマ N  （XA8408012）  ％35

豊川油皿産調総覧 乾。坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．5 35＋

  84十99コマ N E   （XA8408003）

                         ％36

豊川村適産調将来 上虻川部落 舟橋部落 岡井戸部

落 槻木部落 龍毛部落 山田部落

  一 6冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12，1125＋

  24十25十25十25十25コマ N E     2837

舟橋部落第15項欠    （XA8408012）

天王村適産調総覧材料

     1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．7 132  2838

  コマ N E       （XA8408006）

新屋町適産調総覧 乾。坤。雑

     3冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9 11＋  2839

  54十134コマ N E  （XA8408010）

種平村適産調総覧 乾。坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9 25＋   3。

  45十66コマ N E   （XA8408010）

                         ㎜

種平村適産調将来 平尾鳥部落 種澤部落 左手子部

落

  一 3冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．13 25＋

                      一51一

  25十25コマ N     （XA8408014）

田根森村適産調材料

  一 1冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12。11 23

  コマ N E       （XA8408012）

湯澤町適産調総覧 乾．坤。雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59，12．9 13＋

  27十142コマ N E  （XA8408010）

湯澤町内産調将来

  一 1冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．14 25

  コマ N         （XA8408016）

稲庭村適産調総覧 乾。坤，雑

  一 3冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．9／11

  13十39十141コマ N E
            （XA8408010／011）

稲庭村田産調将来

  一 1冊 写
  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．14 25

  ：］マ N         （XA8408016）

三代村適産調総覧 乾．坤。雑〔甲，乙〕

  一 4冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．11 8＋

  25十171十77コマ N E（XA8408011）

三代村適産調 〔甲，乙〕

     2冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．11 58＋

  142コマ N E     （XA8408011）

三代村適産調将来

  一  1冊 写

  石川理紀之助遺跡文庫所蔵 S59．12．14 25

  コマ N         （XA8408016）

市統計書

東京市

 東京市統計年表 第三十七回 昭和十四年 一般統

 計編

   昭和16．3 660p

   国立国会図書館所蔵 S57．9，22 374コマ



2841

2842

2843

酬

2845

㎜

2餌7

   N          （XA8208017）

東京市

 東京市統計年表 第三十七回 昭和十四年 人口統  2848

 計編

   昭和16．3 441p

   国立国会図書館所蔵 S57．9，22 285コマ

   N（XA8208017）
東京市

 東京市統計年表 第三十七回 昭和十四年 産業統  ％49

 計編

   昭和16．3 629p

   国立国会図書館所蔵 S57．9．22 371コマ

   N          （XA8208018）

東京市

 東京市統計年表 第三十八回 昭和十五年 一般統  盤50

 露出

   昭和17．10 37，674p

   農業総合研究所所蔵 S57．12．28  380コ

   マN    （XA8208038）

東京市

 東京市統計年表 第三十八回 昭和十五年 人口統  ％51

 露出

   昭和17．10 83，407p

   農業総合研究所所蔵 S57．12．27 268コ

   マN    （XA8208039）

東京市

 東京市統計年表 第三十八回 昭和十五年 産業統  ％52

 計編

   昭和17．10 62，597p

   農業総合研究所所蔵 S57．12．28 352コ

   マN    （XA8208040）

東京市

 東京市統計年表 第三十九回 昭和十六年 一般統  2853

 山山

   昭和18．6 390p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．9．22 228コ

   マ N

 原本p．353～354一部破損あり

               （XA8208018）

                         ％54

東京市

 東京市統計年表 第三十九回 昭和十六年 人口統

 計編

   昭和18．6 296p

                      －52一

   総務庁統計図書館所蔵 S57．9．22 189コ

   マN    （XA8208019）

東京市

 東京市統計年表 第三十九回 昭和十六年 産業統

 計編

   昭和18．6 461p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．9．22 274コ

   マN    （XA8208019）

横浜市

 横浜市統計書 第二十三回 昭和五年刊行

   昭和5．7 849p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．10．7 438コ

   マ  N

 内容年：昭和3年       （XA8208022）

横浜市

 横浜市統計書 第二十四回 昭和六年刊行

   昭和6．7 1冊

   東京大学経済学部所蔵 S57．10．12 511コ

   マ  N

 内容年：昭和4年目      （XA8208023）

横浜市

 横浜市統計書 第二十五回 昭和七年刊行

   昭和7．10 1冊

   東京大学経済学部所蔵 S57．10．12 563

   コマ N

 内容年：昭和5年       （XA8208024）

横浜市

 横浜市統計書 第二十七回 昭和九年刊行

   昭和9．7 1冊

   東京大学経済学部所蔵 S57．10．一 468コ

   マ N

 内容年：昭和7年     （XA8208025）

横浜市

 横浜市統計書 第二十八回 昭和十年刊行

   昭和10．8 1冊

   東京大学経済学部所蔵 S57．10．12 369

   コマ N

 内容年：昭和8年       （XA8208026）

横浜市

 横浜市統計書 第二十九回 昭和十一年刊行

   昭和11，5 1冊

   東京大学経済学部所蔵 S57．10．12 360

   コマ N



   内容年：昭和9年     （XA8208026）

2855横浜市

   横浜市統計書 第三十回 昭和十二年刊行

     昭和12，5 1冊

     総務庁統計図書館所蔵 S57．10．7 299コ  ％63

     マ  N

   内容年：昭和10年     （XA8208027）

％56 名古闇市

   名古屋市統計書 第三十回 昭和三年

     昭和5．3 1冊

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 235コ

     マN    （XA8208028） 盤64

％57名古屋市

   名古屋市統計書 第三十二回 昭和五年

     昭和7．3 1冊

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 214コ

     マN    （XA8208028） ％65

2858名古屋市

   名古屋市統計書 第三十三回 昭和六年

     昭和8．3 1冊

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 271コ

     マN    （XA8208028） 2866

2859名古闇市

   名古屋市統計書 第三十四回 昭和七年

     昭和9．3 1冊

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 342コ

     マN    （XA8208029） 2867

％60 名古屋市

   名古屋市統計書 第三十五回 昭和八年

     昭和10．3 1冊

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．一 373コ

     マN    （XA8208029） π68

2861名古屋市

   名古屋市統計書 第四十二回 昭和十五年 昭和十

   七年刊行

     昭和17．7 1冊

     東京大学経済学部／一橋大学附属図書館所蔵   2869

     S57．10．2 242コマ N

                  （XA8208030）

％62名古屋市

   名古屋市統計書 第四十五回 昭和十八年至昭和二

   十一年

                         一53一

   昭和23．3 237p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．10．7 131コ

   マ N

 原本乱丁訂正撮影済      （XA8208030）

京都市

 京都市統計書 第拾五回 大正十一年 前編，後編

   大正13．3／13．7 24，9，665p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．11．2 218＋

   144コマ N

 前編第1～10編，後編第11～17編
               （XA8208031）

京都市

 京都市統計書 第拾六回 大正十三年

   大正15．9 15，417p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．11．2 225コ

   マN    （XA8208031）

京都市

 京都市統計書 第拾七回 大正十四年

   昭和2．5 14，422p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．11。2 225コ

   マN    （XA8208031）

京都市

 京都市統計書 第拾八回 昭和元年

   昭和3．3 14，440p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．11．2 235＋

   2コマ N       （XA8208032）

京都市

 京都市統計書 第拾九回 昭和武年

   昭和4．3 13，437p

   東京大学経済学部所蔵 S57。10．2 239コ

   マN    （XA8208033）

京都市

 京都市統計書 第武拾参回 昭和六年

   昭和8．3 15，426p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．10．12 250

   コマ N       （XA8208034）

京都市

 京都市統計書 第鼠拾四回 昭和七年

   昭和9．3 15，428p

   総務庁統計図書館所蔵 S57．10．12 251

   コマ N        （XA8208034）



銘70 京都市

   京都市統計書 第凱拾五回 昭和八年

     昭和10．3 15，410p

     総務庁統計図書館所蔵 S57．11．2 241コ

     マN    （XA8208032）

2871京口市

   京都市統計書 第武拾六回 昭和九年

     昭和11．3  16，401p

     総務庁統計図書館所蔵 S57．11．10 240

      コマ N        （XA8208035）

％72京都市

   京都市統計書 第武拾七回 昭和十年

     昭和12．3 16，394p

     総務庁統計図書館所蔵 S57．11．10 236

      コマ N        （XA8208035）

2873東部市

   京都市統計書 第蔵拾九回 昭和十二年

     昭和14．3 16，400p

     総務庁統計図書館所蔵 S57．11．10 229

     コマ N        （XA8208035）

％74 大阪市

   大阪市統計書 第拾七回 大正七年

     大正9．6 1冊

     一個大学附属図書館所蔵 S57．8．16 590

      コマ N        （XA8208020）

2875 大阪市

   大阪市統計書 第二十四回 大正十四年

     大正15．12 1冊

     一橋大学附属図書館所蔵 S57．8．16 460

      コマ N        （XA8208021）

％76 神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第一編 気象・土地建物

   及人口

     昭和7．3 280p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 146コ

     マ N

   内容年：昭和5年       （XA8208036）

2877神戸市

    神戸市統計書 第二十回 第二編 教育及衛生

     昭和6．8 160p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 86コ

      マN    （XA8208036）

銘78神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第三編 神社・宗教及社

   会事業

     昭和6．10 93p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 53コマ

     N          （XA8208036）

お79神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第四編 警察・裁判凶行

   刑

     昭和6．9 162p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 87コマ

     N          （XA8208036）

2880神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第五編 外国貿易

     昭和5．11 108p

     一橋大学附属図書館所蔵 S57．10．一 59コ

     マN    （XA8208036）

2881神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第六編 商・工・農林及

   水産

     昭和6．12 265p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 140コ

     マ N        （XA8208036）

四82神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第七編 金融及会社

     昭和6．5 153p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 82コマ

     N          （XA8208036）

処83神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第八編 交通

     昭和5．6 101p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 56コマ

     N（XA8208036）
勿84神戸市

   神戸市統計書 第二十回 第九編 議員・吏員及財

   政

     昭和5．8 121p

     東京大学経済学部所蔵 S57．10．2 66コマ

     N          （XA8208036）

認85神戸市

   神戸市統計書 第二十一回 第一編

     昭和8．8 251p

     東京大学経済学部／総務庁統計図書館所蔵

一54一



  S57．10．2

内容年；昭和6年

133コマ N

篇86神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和8．5 124p

     東京大学経済学部所蔵

     N

銘87神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和8．5 58p

     東京大学経済学部所蔵

     N

2888神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和7．12 78p

     東京大学経済学部所蔵

     N

％89神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和7，7 110p

     東京大学経済学部所蔵

     N

2890神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和8．7 251p

     東京大学経済学部所蔵

     マ  N

2891神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和7．10 215p

     東京大学経済学部所蔵

     マ  N

2892神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和7．7 145p

     東京大学経済学部所蔵

     N

（XA8208037）

第二編

S57．10。2 69コマ

 （XA8208037）

第三編

S57．10．2 35コマ

 （XA8208037）

第四編

S57．10．2 44コマ

 （XA8208037）

第五編

S57．102 60コマ

  （XA8208037）

第六編

S57．10．2 133コ

 （XA8208037）

第七編

S57．10，2 113コ

 （XA8208037）

第八編

S57，10．2 78コマ

 （XA8208037）

お田 神戸市

   神戸市統計書 第二十四回

     昭和15．4 1冊

     神戸市統計課所蔵 S58．10．24 602コマ

     N

   内容年：昭和12年       （XA8321001）

2895神戸市

   神戸市統計書 第二十五回

     昭和16．12 1冊

     神戸市統計課所蔵 S58．10，24 635＋

      110コマ  N

   内容年：昭和14年

   第2編p．73～74 一部破損あり，第5編p．13

   ～16 補修部分に字ヅレあり

               （XA8321002／003）

銘96神戸市

   神戸市統計書 第二十六回

     昭和18．5 1冊

     神戸市統計課所蔵 S58，10．24 565コマ

     N

   内容年：昭和15年

   第1編p．45～46 一・部破損あり，第5編p．15

   ～16補修部分字ヅレあり  （XA8321004）

2897神戸市

   神戸市統計書

     昭和18，11 1冊

     神戸市統計課所蔵 S58．10．24 498コマ

     N

   内容年＝昭和16年

   撮影底本表題紙および奥付欠にっき，書名は表紙に

   より，奥付は東京市政図書館蔵本による

                  （XA8321003）

4．産業調査書

％98 大分県・内務部

 大分県産業基本調査 現況調査

   大正12．11 143p

   大分県立大分図書館所蔵 美 82コマ N

   E

 内容年：大正5年末      （XA7303045）

％93神戸市

   神戸市統計書 第二十一回

     昭和8，2 159p

     東京大学経済学部所蔵

     N

第九編・

S57，10．2 85コマ

 （XA8208037）

一55一



M旧植民地等資料

 1．総 記

 D調査要綱（マニュアル） 附．法規                             2904

％99大連商工会議所
    外目為替管理・貿易管理法規集

      昭和13．5 219p

      横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵

      S56，11．19 115コマ N

                   （XA8108070）

                             2905

2900 台湾総督府

   台湾総督府報告例 大正六年三月十日現行（明治四

    十二年十二月十四日 台湾総督府訓令第二百八号別

   冊）

      n．d．  8．35，406P

      大阪府立夕陽丘図書館所蔵 S58．6．22 227   3．

      コマ N E      （XA8309001）

                             2906

2901台湾総督府．官房統計課

    人口動態報告二関スル法規  （明治四十二年十一月）

    （明治四十一年台湾人口動態統計附録）

      明治43．173p

      京都大学経済学部所蔵 S57，12．28109コマ

      N

  合纂：附録 人口動態二関スル法規 〔明治39年1月  2907

         改正時〕 80P

      附録 台湾人口動態二関スル法規 台湾人□動

         態死亡原因類別 臨時台湾戸口調査部

         明治40．12 5，6，21p

                  （XA8208038）

2902 台湾総督府．警察官及司獄官練習所

    戸口制度

      n．d． 148P                       2908

      京都大学経済学部所蔵 S57，12．2880コマ

      N

    戸口調査事務用のテキストブック 書き入れあり

                  （XA8208038）

 li）旧植民地全般

2903 一橋大学．経済研究所統計係             2909

    旧植民地の財政分析  （朝鮮・台湾・南洋庁・樺太

    ・関東局） 歳入の部

                          一56一

   n．d． LP

   溝〔］敏行氏所蔵 S56．5．20．77コマ N

                （XA8108030）

南満洲鉄道株式会社．臨時経済調査委員会

 帝国ノ各植民地二於ケル課税状況

   昭和4．4  320葉（Mimeo＋活版）

   大阪商工会議所図書館／東京商工会議所図書館

   所蔵 S58，6．22 356＋2コマ N

                （XA8309002）

梅村又次

 「旧日本帝国」の数量経済史的分析

   1981．3  367p

   溝ロ敏行氏所蔵 S58．6．17 189（実182）

   コマ N        （XA8308001）

朝 鮮

朝鮮銀行

 朝鮮銀行統計月報 昭和十八年十二月分

   昭和19．2 25P

   横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵

   S56．11．19 17コマ N

                （XA8108070）

朝鮮総督府

 朝鮮総督府統計年報 大正九年 第五編 警察・衛

 生

   大正10．11 83p 地図

   総務庁統計図書館所蔵 S60．10．30 49

   （＋1）コマ N E

 p．75，p．77に補修による貼紙あり

                （XA8536002）

朝鮮総督府

 朝鮮総督府統計年報 大正九年 第六編 裁判及登

 記・監獄

   大正11．2 415P

   総務庁統計図書館所蔵 S60．10．30 215

   （＋1）コマ N E

                （XA8536002）

朝鮮総督府

 朝鮮総督府統計年報 大正九年 第七編 教育・社

 寺及教會・慈恵及救済・官公吏及恩給



     大正11．2 105P 図表           2917

     総務庁統計図書館所蔵 S60．10，20 64

      （＋3），コマ N E  （XA8536002）

2910朝鮮総督府

    朝鮮総督府統計年報 大正九年目第八編 財政・専

   売

     大正11．2 135p 図表

     総務庁統計図書館所蔵 S60，10，30 76（＋  2918

      1）コマ N E    （XA8536002）

2911朝鮮総督府

   朝鮮総督府統計年報 大正十年 第五編 警察・衛

   生

     大正11．10 71p 地図

     東京大学経済学部所蔵 S60．10．30 44（＋  2919

      1）コマ N E    （XA8536003）

圏12 朝鮮総督府

   朝鮮総督府統計年報 大正十年 第六編 裁判及登

    記・監獄

     大正11，9 345P              2920

     総務庁統計図書館所蔵 S60．10．30180（＋

      1）コマ N E    （XA8536003）

2913朝鮮総督府

   朝鮮総督府統計年報 大正十年 第七編 教育・社

   寺及雪占・慈恵及救済・官公吏及恩給
                            2921
     大正11．12 107P 図表

     総務庁統計図書館所蔵 S60．10．30 60（＋

      1）コマ N E    （XA8536003）

2914朝鮮総督府

   朝鮮総督府統計年報 大正十年 第八編 財政・専
   雪                             2922
   冗
     大正11．12 107P 図表

     東京大学経済学部所蔵 S60．10．30 62（＋

      1）コマ N E    （XA8536003）

2915朝鮮総督府．内務局社会課

    朝鮮社会事業要覧 〔大正十二年度〕

     ．大正12．8 188p

     大阪府立タ陽丘図書館所蔵 1981．2．17     2923

      107コマ N P  （XA8008092－P）

2916朝鮮総督府．内務局社会課

    朝鮮社会事業要覧 〔大正十三年度〕

     大正13，10 253，41p

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17      4．

      177コマ N P  （XA8008092－P）
                            2924

                         －57一

朝鮮総督府．学務局社会課

 朝鮮社会事業要覧 昭和八年二月

   昭和8．3 26，215p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17

   128コマ N P

 内容年：昭和7年5月末日現在

             （XA8008092－P）

朝鮮総督府．学務局社会課

 朝鮮社会事業要覧 昭和十一年三月

   昭和11．3 21，165P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17

   101コマ N P

 内容年：昭和9年度分   （XA8008092－P）

朝鮮総督府．警察局

 朝鮮警察共済組合事業成績 昭和十三年度

   昭和14．6 46p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 S58．6．22 31

   コマ N       （XA8309001）

朝鮮総督府。殖産局

 朝鮮の水産業 〔大正十四年〕

   昭和2．6 45，46p 地図

   横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵S56．

   11．19 56コマ N   （XA8108070）

朝鮮総督府．殖産局

 朝鮮の水産業 〔昭和六年〕

   昭和8，4 78，39P 地図

   横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵S56．

   11．19 73コマ N   （XA8108070）

京城府

 京城府一幕民調査書

   昭和13．9 1冊

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 50

   コマ  N

 内容年：昭和十三年七月現在  （XA8008103）

京城府．庶務課

 京城府内社会事業概況

   大正12．8 61p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 38

   コマ N P    （XA8008093－P）

台湾

杵渕義房



2925

2926

2927

2928

2929

四30

2931

 台湾社会事業史

   徳友会 昭和15．4 1250，92P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

   696コマ N P  （XA8008098－P）

台湾．台中州。教育課               2932

 台中州社会事業要覧

   昭和12．11 115p 写真

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 70

   コマ  N P

 内容年：昭和12年3月末現在

             （XA8008096－P）

台湾．台中州。教育課                2933

 台中州社会事業要覧

   昭和15．2 127P 写真

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 76

   コマ  N P

 内容年：昭和14年3月末現在

             （XA8008096－P）

台湾．台北州                   2934

 社会事業概要

   昭和11．12 144P 1表

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 83

   コマ N P    （XA8008097－P）

台湾．高雄州

 昭和九年 高雄州管内概況及事務概要

   昭和10∴  234p             2935

   大阪商工会議所図書館所蔵 S58，6．22125

   コマ N       （XA8309002）

台湾商工田暇所

 台湾最高標準販売価格（台湾物価委員会答申） （調

 査資料 第四輯）

   昭和14，11 104P

   大阪商工会議所図書館所蔵 S58．6．22 61  2936

   コマ  N

 表紙刊年 昭和14年10月   （XA8309002）

台湾総督府

 台湾産業組合要覧 第七次 大正八年度

   大正10．3 115P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 S58．6．22 69  2937

   コマ N        （XA8309001）

台湾総督府

 台湾社会事業施設概要

   昭和6．6 56p  1表

                      一58一

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 37

   コマ N P

 内容年：昭和5年3月末現在

             （XA8008094－P）

台湾総督府．文教局社会課

 台湾社会事業要覧

   昭和6．3 276P 1表 写真

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17

   184コマ  N P

 内容年：昭和5年3月末現在

             （XA8008093－P）

台湾総督府．文教局社会課

 台湾社会事業要覧

   昭和8，3 216P 1表 写真

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17

   134コマ N P

 内容年：昭和7年3月末現在

             （XA8008093－P）

台湾総督府．文教局社会課

 台湾社会事業要覧

   昭和10．10 210p  1表 写真

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

   129コマ N P

 内容年：昭和10年3月末現在

 表紙刊年 昭和十年九月 （XA8008093－P）

台湾総督府．文教局

 台湾社会事業要覧

   昭和14，11 237p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

   133コマ N P

 内容年：昭和14年3月末現在

             （XA8008094－P）

台湾総督府．交通局鉄道部

 台湾総督府交通局鉄道職員共済組合事業成績 昭和

 十一年度

   n，d． 84 P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 S58．6，22 51

   コマ N        （XA8309001）

台湾総督府．交通局鉄道部

 台湾総督府交通局鉄道職員共済組合事業成績 昭和

 十五年度

   昭和17，7 92p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 S58．6，22 55

   コマ N       （XA8309001）



2938

2939

2940

2941

2942

2943

猟

台湾総督府．民政部文書課              29菊

 台湾総督府民政事務成蹟提要 第二編（明治二十九

 年）

   明治31．11 319P 表

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 179

   コマ N        （XA8418002）

                         29輪

台湾総督府．民政部文書課

 台湾総督府民政事取成蹟提要 第三編（明治三十年

 度分）

   明治33．11 258p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 145

   コマ N

 原本乱丁箇処訂正撮影済    （XA8418002）

                         2947

台湾総督府．民政部文書課

 台湾総督府民政事務成蹟提要 第四編（明治三十一

 年度分）

   明治34．10 256，39p

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12，10 166

   コマ N       （XA8418002）

〔台湾総督府．官房文書課〕             2948

 台湾総督府民政事務成蹟提要 第五編（明治三十二

 年度分）

   〔明治35．6〕 232，43P 図

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 132

   ＋27コマ N  （XA8418002／003）

〔台湾総督府．官房文書課〕

 台湾総督府民政事務成蹟提要 第六編（明治三十三   5．

 年分）

   〔明治36．3〕 287，47P  図 写真     2949

   北海道大学経済学部所蔵 S59．12．10 195

   コマ N        （XA8418003）

台湾総督府．官房文書課

 台湾総督府民政事務成蹟提要 第七編（明治三十四

 年分）

   明治37．8 293，39P 写真         2950

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 188

   コマ N        （XA8418003）

〔台湾総督府．官房文書課〕

 台湾総督府民政事務琉璃提要 第八編（明治三十五

年分）

   〔明治37．10〕 387p           2951

   北海道大学経済学部所蔵 S59，12．10 212

   コマ N        （XA8418003）

                      一59一

台目総督府．臨時台湾土地調査局

 大里取調書  （明治三十六年調）

   明治37．9 77P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 S58．6．22

   43コマ N      （XA8309001）

台湾総督府．殖産局

 工場名簿  （殖産局出版 第九四二号）

   不詳 〔386〕P

   大阪商工会議所図書館所蔵 S58，6，22211

   コマ N E

 内容年：昭和15年末現在

 p，387以降欠損       （XA8309003）

台湾総督府．殖産局商工課

 台湾工場通覧 大正十四年末現在  （殖産局出版

 第四七七号）

   大正15．11 187p

   大阪府立タ陽丘図書館所蔵 S58．6．22

   99コマ N      （XA8309001）
 電子複写本（底本東商蔵）もあり

台湾総督府．財務局

 台湾地租等則修正事業成績報告書 五冊ノ内一～三

   大正9．8 3冊（249＋621＋1156p）

   京都大学人文科学研究所所蔵 S57．10，19

   2リール（136＋349＋620コマ） N

 第三分冊p。1103～1106乱丁マ＼撮影

            （XA8208015／016）

関東州

大連商工会議所

 大連港輸入品の現勢 第一編

   昭和4，3 174P

   横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵

   S56．11．19 96コマ N

 内容年：昭和2年現在     （XA8108070）

大連商工会議所

 大連港輸入品 第二編

   昭和5．5 232p

   横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵

   S56．11．19 123コマ N

 内容年：昭和3年現在     （XA8108070）

大連商工会議所

 大連市に於ける営業分布に関する調査 昭和十年七

 月調査

   昭和11．6 89P 表 地図



     横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵

      S56．1L 19 63コマ N

   第1回の調査        （XA8108070）

2952 大連商工会議所．大連小売業合理化委員会

   大連市主要商店街商店照明調査報告 （浪速町，磐

   城町，連鎖街） 昭和十年自十月二十九日至十一月

   二十七日調査

     昭和11．7 49p 地図 写真

     横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵

      S56．11．19 46コマ N（XA8108070）

2953 大連取引所銭紗信託株式会社

   大連銭紗市場資料 自大正六年六月至昭和八年拾弐

   月

     昭和9．9 93p

     横浜国立大学貿易文献資料センター所蔵

      S56．11．19 58コマ N（XA8108070）

2954関東州厚生事業協会

   関東州社会事業概要 昭和十六年度

     昭和18，6 166p 1表

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2。17 93

     コマ N P    （XA8008093－P）

 6．満 洲

2959 大連商工会議所

   満洲経済統計年報 昭和十三年

     昭和15，4 263P

     総務庁統計図書館所蔵 S56，6，16 139コ

     マNE   （XA8108031）

2960 大連商工会議所

   満洲経済統計年報 昭和十四年

     昭和16，3 227p

     総務庁統計図書館所蔵 S56，6．16  121コ

     マ  N  E

   原本P．75～76，P。159～160落丁

                  （XA8108031）

2961

2955関東洲民政署．官房

   関東洲現住戸口 明治三十八年九月．同三十九年三

   月（市街地）

      〔明治39．6〕80p 図表

     総務庁統計図書館所蔵 S60．12．17 48（＋  2963

      1）コマ N E    （XA8536004）

2956 関東局

   関東局管内現住人口統計 昭和十八年

     昭和19．3 2，70p 図表

     総務庁統計図書館所蔵 S60．12．17 46（＋

      1）コマ N E    （XA8536004）

2957 関東州労務協会

   業務統計年報 昭和17年度

     昭和19．3 87p 図表9葉

     総務庁統計図書館所蔵 S60．12．17 59（＋

      2）コマ N E    （XA8536004）

29騙 満洲社会事業協会

   関東州社会事業年報 昭和十二年度

     昭和14，3 165p 1表 写真

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

      105コマ N P  （XA8008093－P）

満洲国．興農部農政司調査科

 農家経済調査報告．康徳六年度（遼陽県，梨樹県，

 通同県，拝山県） （興田部資料 1号）

 〔康徳7．12〕 28P 37表 地図

   一橋大学経済研究所所蔵 S57．7．27 79コ

   マN    （XA7708239）

2962 満洲社会事業協会

   満洲社会事業年報 昭和六年度

     昭和7，12 205p 5表

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

      129コマ N P  （XA8008096－P）

満洲社会事業協会

 満洲社会事業年報 昭和八年度

   昭和9．9 206p 3表

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

   121コマ N P  （XA8008096－P）

2964 満洲社会事業協会

   満洲社会事業年報 昭和九年度

     昭和10．11 252p

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2，17

      138コマ N P  （XA8008096－P）

2965 満洲社会事業協会

   満洲社会事業年報 昭和十年度

     昭和11．11 283P 写真

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

      158コマ N P  （XA8008096－P）

2966 満洲社会事業協会

   満洲社会事業要覧

     昭和6．11 270，138p 4表

一60一



     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17

      226コマ N P

   内容年：昭和6年7月調  （XA8008099－P）

29田 満洲拓植公社．経営部

   農家経済調査報告 康徳四年度  （第二次千振開拓

   団）

      〔康徳6．3〕 146p

     一橋大学経済研究所所蔵 S52．7．27 126コ

     マN    （XA7708239）

2968南満洲鉄道株式会社．北支事務局調査部

   農家経済調査報告 昭和12年度 豊潤県宣荘鎮米廠

   村  （北支調査資料 第5輯）

     昭和14．1 85P 50表

     一橋大学附属図書館所蔵 S52，7．27 125コ

     マN    （XA7708239）
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2969

2970

2971

2972

2973

2974

               V皿 戦前経済統計資料

                                大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 52

社 会                        コマ N P

                              内容年：昭和10年10月調  （XA8008089－P）

〔生活様式（含．住宅・生計費・医療）一労働者他〕

                          2975 目黒町職業紹介所

石川県                         登録労働者の生活状況  （社会資料）

 生店調査成績報告 昭和十五年 統計編             昭和7．5 44p

   昭和16．3 6，82P                  大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2，17 30

   東京市政調査会図書館所蔵 1981，3，12 53        コマ N P

   コマ N E       （XA8008101）      内容年：昭和7年3月末現在（XA8008089－P）

神奈川県．学務部社会教青課             2976名古屋市．社会課

 県下二於ケル生活態様調査概況  （社会教育資料       常傭労働者生活状態

 第三輯）                         大正12．11 104，3p

   昭和7．2 172p                    大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17 60

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 100        コマ N P E

   コマ N E                     内容年：大正12年2月現在 （XA8008089－P）

 表紙刊年 昭和七年一月    （XA8008102）

                          2977名古麗市．社会部

神戸市．社会課                     名古屋市登録労働者世帯調 昭和十一年九月

 失業者の家族生活に関する調査  （職業紹介参考資        n。d． 32 P 1表

 料第〔二〕）           大阪府立夕陽丘図書館所蔵1981．2，1723
   昭和3．3 54P                    コマ N P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 33      内容年：昭和11年8月1日現在

   コマ N P E                               （XA8008089－P）

 内容年：昭和2年末調   （XA8008102－P）
                          2978農商務省．工務局

                              職工其他賃銀生活者ノ生計費及職工ノ所得二関スル
神戸市立中央職業紹介所
                              調査
 神戸市に於ける日傭労働者問題  （職業紹介所参考
                                n。d． 63 P
 資料 第三輯）

                                東京大学経済学部所蔵 芙 2シート （36コ
   大正14．5 42p
                                マ） N   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 26
                              内容：1）大正10年2月および3月分調査 東京府
   コマ  N  P
                                  大阪府，福岡県，愛知県
 内容年：大正14年1月調  （XA8008089－P）
                                 2）大正10年3月中 東京府外20数府県 23

神戸職業補導会                           万3787人職工につき調査

                                            （YE8108001）
 神戸市に於ける日傭労働者調査

   大正14．7 34P 2表

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 26  2979農商務省・工務局

   コマ N P                    物価騰貴ト職工生計状態トノ関係

 内容年：大正14年3月調査 （XA8008089－P）        〔明治44．11〕 1冊

                                東京大学経済学部所蔵 芙 1シート （18コ

京都市．社会謀                       マ） N

 俸給生活者医療状況調査  （京都市に於ける俸給生      内容年：明治33～42年分

 活者に関する調査 第二部）（調査報告第三十九号）      明治44年11月調査 調査工場名簿あり

   昭和11．3 91P                                  （YE8108002）

                       一62一



2980岡山県．社会課

    夕刊売少年の調査  （社会事業研究資料 第八編）

     大正15．5（2版） 31P

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 20

      コマ  N P

    内容年：大正14年9～10月調査          2987

                （XA8008096－P）

2981大阪市

   大阪市住宅調査書 昭和十六年

     昭和17．5 14，155p 2枚

     総務庁統計図書館所蔵 1981．3．13 95コマ

      NE    （XA8008107）

                            29脂

2982大阪市．社会部庶務課

   市設宿泊所宿泊人の就労地区に就いて （社会部報

    告 第二〇七号）

     昭和11．3 38p

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 25

      コマ N P

    内容年：昭和10年9月調査 （XA8008091－P）

2983労働科学研究所

   最低生活費の研究一生活必需物件の分析的決定とそ  2989

   の綜合とに基く算定一 （労働科学研究所報告 第

    3部 産業経営及社会政策 第2冊）

     昭和17．3 95P 1表

     大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2，17 58

      コマ N P     （XA8008089－P）

然旧4戦時生活相談所                    2990

   生計費調査に現れたる載時最低生店 別表 生計費

   調査表

     昭和18．9 87P

     総務庁統計図書館所蔵 1981．3．13 48コマ

     N E

   表紙旧年 昭和十八年八月   （XA8008107）  2991

2985衆曹会

   カード者の食費調査  （衆善会パンフレット 第一

   編）

     昭和11，10 88p

     東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 50  2992

     コマ N

   内容年：昭和9年10月現在 名古屋市内

                  （XA8008102）

2986東京府．工務課

   職工生計状態二関スル調査 第一輯         2993

      n，d， 37 p 1枚

                         一63一

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 25

   コマ N E

 内容：印刷，染織，飲食物業 大正八年六月現在

               （XA8008101）

東京府．工務課

 職工生計状態二関スル調査 第二輯

   n．d， 28 p 1枚

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 20

   コマ N E

 内容：機械器具工場 大正八年六月現在

               （XA8008101）

東京府．工務課

 職工生計状態二関スル調査 第三輯

   n．d， 36 p 1枚

   東京市政調査会図書館所蔵 1981，3．12 24

   コマ N E

 内容：化学工業 大正八年六月現在

               （XA8008io1）

〔労働者共済〕

中央職業紹介事務局

 全国自由労働者共済施設に関する調査

   大正13．12 29p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 19

   コマ N P

 内容年：大正十三年十月末調（XA8008089－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 大正十五年昭和元年

   昭和2，10 85p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17 56

   コマ N P     （XA8008090－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 昭和二年度

   昭和3．12 77，18p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17 67

   コマ N P     （XA8008090－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 昭和三年度

   昭和4．10 92，18p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 70

   コマ N P     （XA8008090－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 昭和四年度



29斜

2995

鋤

2997

㎜

2999

3㎜

   昭和5．12 106，18p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 76

   コマ N P

 本文p．1～6切りとりあり

             （XA8008090－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 昭和五年

   昭和6．12 102，18P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 77

   コマ N P     （XA8008091－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 昭和六年

   昭和7．12 96，37p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 82

   コマ N P     （XA8008091－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 昭和七年

   昭和8．12 100，87p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 81

   コマ N P    （XA8008091－P）

神戸労働保険組合

 神戸労働保険組合年報 昭和八年

   昭和9．12 102，37p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 82

   コマ N P     （XA8008091－P）

厚生省．職業部

 現下我国に於ける日傭労働者共済施設概況

   昭和13．6 236P 1表

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17

   130コマ N P  （XA8008091－P）

大阪市労働共済会

 事務並事業状況報告書 昭和十五年度（報告 第七

 号）

   n．d。〔24 p〕 謄写

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 15

   コマ N P     （XA8008095－P）

大阪市労働共済会

 大阪市昭和信用組合年報

   n． d． 30，34P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 37

   コマ N P

 内容年：昭和2年     （XA8008089－P）

3001

襯

3003

鋤

舗

㎜

3007

大阪市労働共済会

 大阪市労働共済会年報 昭和五年

   n．d． 67 P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 42

   コマ N P     （XA8008089－P）

東京市労務者共済会

 東京市労務者共済会事業沿革説明

   〔昭和10．2〕 65p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17 39

   コマ N P    （XA8008090－P）

〔貧困家庭〕

愛知県．学務部社会課

 貧困家庭の生活状態

   昭和9．4 220p 1枚

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12120

   コマ N E

 内容年：昭和9年1月調査   （XA8008101）

神戸市．社会課

 神戸市内ノ細民二関スル調査 （第二回目環境ノ部）

   大正15．3 66P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 39

   コマ N P

 内容年：大正14年5～8月調（XA8008089－P）

名古展市．社会課

 貧困者生活状態

   大正13．12 43，7，2，58P 2枚

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3，12 69

   コマ N E

 内容年：大正十三年六月末日現在（XA8008102）

名古屋市．社会課

 市内各町細民状態調査

   大正14．3 24，145，31p 地図

   東京市政調査会図書館所蔵 1981。3，12 118

   コマ N E

 内容年：大正13年9月30日現在（XA8008101）

岡山市．社会課

 要保護世帯に関する調査

   昭和10．12 42P

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 25

   コマ N E

 内容年；昭和10年7～11月調査（XA8008101）
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鋤

㎜

3㎝0

3011

3012

3D13

3014

大阪市．社会部

 要保護世帯の生店実情調査  （社会部報告 第二五

 七号）

   昭和17．2 21p

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 14

   コマ N E

 内容年：昭和16年7～8月調査（XA8008101）

佐賀県

 貧困階級者ノ生活調査

   昭和11．4 55P

   総務庁統計図書館所蔵 1981．3．13 32コマ

   N E        （XA8008107）

済生会

 罹病状態調査成績 〔東京市要保護階層者二対スル

 実地調査ノ統計〕

   昭和13．12 34P

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 23

   コマ N E      （XA8008102）

静岡県．社会課

 細民生活状態調査報告 自大正十四年十月至十二月

   昭和2．3 38p 19表

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 52

   コマ N E      （XA8008101）

東京市．衛生試験所栄甕調査部

 東京市内某細民地区に於ける栄養調査 第一，第二，

 第三，第四，第五報  （束京市衛生試験所 第七回

 学術報告別刷）

   一 p． 227～270  6表

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 41

   コマ N E      （XA8008101）

同潤会

 南太田町不良住宅地区改良事業報告（概要）  （不

 良住宅地区改良事業報告 第二輯）

   昭和5．12 29p 1図 写真

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 28

   コマ N        （XA8008102）

同潤会

 日暮里町不良住宅地区改良事業報告 （不良住宅地

 区改良事業報告 第三輯）

   昭和15．3 81P 6図 写真

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 58

   コマ N        （XA8008102）

3015

3016

釦17

3018

3019

鋤

3021

同潤会

 猿江裏町不良住宅地区改良事業報告  （不良住宅地

 区改良事業報告 第一輯）

   昭和5．11 103P 7図 写真

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 80

   コマN       （XA8008102）

大阪市．社会部

 不良住宅地区改良事業概要

   〔昭和12．2〕 7P 1図

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 10

   コマ N P     （XA8008089－P）

大阪市．社会部庶務課

 本市に於ける不良住宅地区図集  （社会部報告 第

 二三六号）

   昭和13．6 115P 写真

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 85

   コマ N P

 内容年：昭和十二年六月～七月調

 「本市に於ける不良住宅地区調査報告書」の別冊

             （XA8008095－P）

東京府．学務部社会課

 東京圏不良住宅地区改良事業報告書

   昭和9．4 93P 図 写真

   大阪府立夕陽丘図害館所蔵 1981．2．17 74

   コマ N P

 内容＝三河島及西巣鴨地区改良事業

             （XA8008095－P）

東京府．学務部社会課

 菓京府郡部不良住宅地区調査 昭和三年一月

   昭和3．3 99p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 57

   コマ N  P

 内容年：大正15年6月～8月調査

 別冊「不良住宅地区図表」刊行あり

             （XA8008089－P）

〔社会福祉・社会事業〕

秋田県．社会課

 秋田県出稼労務者保護事業  （社会事業参考資料）

   昭和9，5 91P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 50

   コマ N P     （XA8008091－P）

中央社会事業協会

 全国社会事業名鑑 昭和二年版

   昭和2．10 1097，48P 1表
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3022

3023

3024

30％

3026

3027

3028

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 613

   コマ N P

 原本乱τ 訂正済撮影   （XA8008097－P）

厚生省．社会局

 救護法施行状況 昭和十三年度

   n．d． 87 P

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 48

   コマ N E     （XA8008101）

厚生省．社会局

 昭和十五年自四月至九月分 救護状況調

   n．d． 39 P

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 24

   コマ N E      （XA8008101）

厚生省．社会局保護課

 方面委員令施行状況及方面事業後援団体状況 昭和

 十三年度

   昭和15．5 328P

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 170

   コマ N        （XA8008103）

内務省．社会局纂二部

 社会事業一覧

   大正14．10 140P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 78

   コマ N P

 内容年：大正11年末一団  （XA8008092－P）

大原社会問題研究所．調査室

 社会事業二関スル統計・調査資料ノ栞  （調査室ノ

 ート Nα1）

   昭和9，7 68P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 37

   コマ．N P    （XA8008096－P）

大原社会問題研究所

 全国社会事業一覧 〔大正十三年十二月末現在調〕

   同人社書店 大正14．9 99＋8P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17 59

   コマ N P    （XA8008092－P）

大阪府．内務部社会課

 大阪府方面委員事業年報 〔第二期〕 大正九年

   大正10．4 368P

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12

   195コマ N      （XA8008102）

鋤

㎜

3031

3032

3033

3034

3035

大阪府．内務部社会課

 大阪府方面委員事業年報 〔第三冊〕大正十年

   大正11．3 104，326P

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12

   224コマ N

 表紙欠につき目次書名による  （XA8008103）

大阪府．社会課

 大阪府方面委員事業年報 〔第八輯〕 大正十五年

 昭和元年

   昭和2，8 135，517P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17

   333コマ N P   （XA8008094－P）

大阪府．社会課

 大阪府方面委員事業年報 〔第九輯〕 昭和二年

   昭和3．9 149，367P

  大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2，17 265

   コマ N P    （XA8008094－P）

大阪府．社会課

 大阪府方面委員事業年報 〔第二十一輯〕 昭和十

 四年

   昭和15．12 330，246p

   大阪府立夕陽丘図害館所蔵 1981．2，17 296

   コマ N P    （XA8008095－P）

大阪府．社会課

 大阪府方面委員事業年報 〔第二十二編〕 昭和十

 五年

   昭和16．12 333，236P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17 292

   コマ N P    （XA8008095－P）

大阪市．社会部保護課

 本市に於ける救護状況調査 （社会部報告 第ニー

 四号）

   昭和11．10 454P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1987．2．17 238

   コマ N P E

 内容年：昭和10年調    （XA8008090－P）

大阪市．社会部労働課

 本市における社会的負担について （社会部報告

 第一九二号）．

   昭和9，9 25P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2，17 17

   コマ N P    （XA8008089－P）
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3036

3037

30銘

㎜

欄

3041

3042

㎜

社会局．第＝部                  30唱

 社会事業統計要覧 〔第4回〕 大正十一・年調

   大正14．3 172P 1表

   総務庁統計図書館所蔵 1981．3．13 97コマ

   N E

 〔大正8年末現在を第1回とする〕

               （XA8008107）

社会局．社会部

 社会事業統計要覧 第六回 〔大正十三年〕

   昭和2．3 194P               30妬

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 108

   コマ N E      （XA8008101）

社会局．社会部

 社会事業統計要覧 第七回 〔大正十四年調〕

   昭和3．1 129P              30申6

   総務庁統計図書館所蔵 1981．3．13 75コマ

   N E        （XA8008107）

社会局．社会部

 社会事業統計要覧 第十三回 〔昭和七年度〕

   昭和10．3 211P              7，

   総務庁統計図書館所蔵 1981，3．13  119コ

   マNE   （XA8008107） 3047

厚生省．社会局

 社会事業統計要覧 第十五回 〔昭和十年度〕

   昭和13．3 232p

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17129

   コマ N P E  （XA8008091－P）

社会局．社会部

 全国方面委員制度概況 昭和四年十二月末現在

   n。d． 7QP

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 39

   コマ N P    （XA8008090－P）

社会局．社会課

 方面委員制度概況 昭和八年度

   昭和10．3 242p

   東京市政調査会図書館所蔵 1981．3．12 126

   コマ N        （XA8008103）

全国養老事業協会

 全国養老事業調査 第一回

   昭和11．2 53P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981．2．17 36

   コマ N P

 内容年；昭和8年4月現在 （XA8008090－P）

                      一67一

全国養老事業協会

 全国養老事業調査 第二回

   昭和13．12 107P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 67

   コマ N P

 内容年：昭和11年12月末現在

 表紙刊年 昭和13年10月  （XA8008090－P）

〔淫浪者）

大阪市．社会部労働課

 屑物と拾ひ屋  （社会部報告 第一八一号）

   昭和銭127P

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 18

   コマ N P     （XA8008090－P）

東京市養1ir院

 東京市内浮浪者の社会的並精神医学的調査

   昭和16．3 19p 6表

   大阪府立夕陽丘図書館所蔵 1981，2．17 21

   コマ N P     （XA8008090－P）

生産 附．電気・瓦斯

大日本紡績聯合会

 統計別表

   西川俊作氏所蔵フイルム 芙 2リール D

 内容：1）聯合綿糸紡績所営業実況報告 明治22年

     5月～明治23年2月

    2）大日本聯合綿糸紡績所営業実況報告月表

     明治23年3月～5月

    3）聯合綿糸紡績会社営業実況報告月表 明

     治23年6月～明治24年12月 （欠 24年2

     月，4月）

    4）聯合綿糸紡績会社営業実況一覧表 明治

     24年中

    5）聯合綿糸紡績会社営業実況報告月表 明

     治25年1月～3月

    6）聯合各紡績会社営業実況一・覧表 〔明治

     25年〕4月中，5月中  （明治25年5月25

     日 紡織月報 第11号，12号別冊）

    7）聯合各紡績会社営業実況一覧表 明治26

     年5月中  （大日本綿糸紡績同業聯合会報

     告 第10号別冊）

    8）聯合綿糸紡績会社営業実況一覧表 明治

     26年上半季間

    9）聯合各紡績会社営業実況一覧表 明治26

     年6月，8月，11月，明治27年1月～6月

     中，上半季，7月～12月中，下半季  （大

     日本綿糸紡績同業聯合会報告 第11，13，



        16～28号別冊）

      10）各紡績会社営業実況一覧表 明治28年1

       月～明治31年1月〔明治30年8月～12月表

       題は不詳〕

      11）聯合各紡績会社営業実況一覧表 明治31

       年6月，8月，10月～明治32年12月

      12）聯合各紡績会社営業実況一覧表 明治33

       年3月中，．6月～9月，11月，12月中，明

       治34年5月中～7月，9月～11月中，明治

       33年1月中，2月中，明治34年2月中～4

       月中，7月中～11月中，明治35年1月中～．

       明治37年5月中

      13）全国紡績会社営業実況一覧表 明治37年

        6月～明治38年11月

      14）本邦紡績会社沿革史略図 P．3－17

      15）全国紡績会社営業実況一覧表 昭和4年

        8月目昭和12年12月（欠 昭和5年4月，

       10年6月）     （XA8301001D）

      16）全国紡績会社営業実況一覧表 明治37年

       12月～昭和4年5月（欠明治39年4月，

       大正3年4月，大正13年3月）

      17）全国綿綜紡績会社所在地資本金及錘数一

       覧表 明治42年6月30日現在，大正3年6
        マ へ
       月31日現在 附分布図，大正7年12月31日

       現在，大正13年6月30日現在，昭和3年6

       月30日現在，昭和8年6月30日現在

   月報告は各1表

   撮影状況不良箇処あり    （XA8301002D）

3048 農商務省．臨時産業調査局

   機械工業二関スル統計表

     大正6．11 15表

     一橋大学附属図書館所蔵 芸 1シート （22

      コマ 分割撮影あり） N

    内容年：大正4年12月末日及6年6月末日現在（工

       場調査は農商務省調査個票および編局調，

       貿易は大蔵省調による）（YE7203013）

3049 商工省，総務局調査課

   重要工場調査結果表 昭和十七年度上半期

     昭和18．3 276P

     通商産業省図書館所蔵 S61．7．17 145コマ

     N E        （XA8636003）

3050 商工省．鉄鋼局

   製鉄業参考資料 昭和十五年八月調査

      n．d． 241 P

     東京大学経済学部所蔵 暑 4シート （125

      コマ） N

    内容年：昭和14年       （YE7203012）

3051

3052

㎜

糊

価

鋤

〔電気・ガス〕

逓信省．電気局

 電気事業要覧 第七回

   逓信協会 大正4．1 534P 地図

   東京商工会議所図書館所蔵 箭 10シート

   （3i8コマ） N

 内容年：大正2年中又は3年5月末現在

 明治40年創刊

 頁付R354～357の間ミス印刷あり

               （YE7203001）

逓信省．電気局

 電気事業要覧 第八回

   逓信協会 大正5．2 578P 地図

   束：京商工会議所図書館所蔵 美 10シート

   （334コ口） N

 表紙刊年 大正5年1月

 内容年：大正3年中又は4年6月末現在

               （YE7203002）

逓信省．電気局

 電気事業要覧 第九回

   逓信協会 大正6．3 560P 地図

   東京商工会議所図書館所蔵 美 10シート

   （328コマ） N

 内容年：大正4年中又は5年8月末現在

               （YE7203003）

電気庁

 電気事業要覧 第三十一回

   昭和15．3 1357P

   総務庁統計図書館所蔵 於 21シート （686

   コマ） N

 刊年は表紙刊年による

 内容年：昭和13又は14年    （YE7203004）

帝国瓦斯協会

 瓦斯事業要覧 昭和武年度

   昭和4．1 1＋22P 図表

   総務庁統計図書館所蔵 暑 1シート （17コ

   マ） N         （YE7203005）

帝国瓦斯協会

 瓦斯事業要覧 昭和四年度

   昭和5．11 1＋28P 地図 図表

   東京商工会議所図書館所蔵 暑 1シート

   （22コマ） N     （YE7203006）
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3057帝国瓦斯協会                         大正15．9 8，113，11P

    瓦斯事業要覧 昭和五年度                  総務庁統計図書館所蔵 S57，11．2 76コマ

      昭和6，11 1＋34p 地図 図表            N           （XA8208032）

      東京商工会議所図書館所蔵 美 1シート

      （25コマ） N     （YE7203007）  3065内務省．衛生局

    注）原本で所蔵あり                衛生局年報大正四年

                                   大正6．3 148，108，220P

3058帝国瓦斯協会                         総務庁統計図書館所蔵 S56，9．9 250コマ

    瓦斯事業要覧 昭和六年度                  N E          （XA8108053）

      昭和7．11 1＋36P 地図 図表

      東京商工会議所図書館所蔵 暑 1シート    3066厚生省．公衆保健局

      （26コマ） N     （YE7203008）      衛生年報 昭和十六年一二十年

                                   昭和22．3 591P

3059帝国瓦斯協会                         総務庁統計図書館所蔵 S56．9．9 300コマ

    瓦斯事業要覧 昭和七年度                  N E

      昭和8．11 1＋32P 地図図表          とじ穴による数値欠損箇処 P．218，234，444，454，

      東京商工会議所図書館所蔵 芸 1シート       552，554，586       （XA8108053）

      （24コマ） N     （YE7203009）

                              11．教 育

3060帝国瓦斯協会

    瓦斯事業要覧 昭和八年度             3067大阪工業会

      昭和9．11 1＋32P 地図 図表          工業教育の研究

      東京商工会議所図書館所蔵 苦 1シート          〔大正15．一〕 142，118P

      （24コマ） N     （YE7203010）        大阪商工会議所図書館所蔵 S58．6．22 141

                                   コマ N E

3061帝国瓦斯協会                     大正10年現在〔大正9年12月現行 実業補習教育制

    瓦斯事業要覧 昭和拾壱年度                度〕             （XA8309003）

      昭和12．11 1＋37P 地図 図表

      東京商工会議所図書館所蔵 芙 1シート

      （26コマ） N     （YE7203011）

10．人口（附．移民）・衛生

3062外務省．調査局

    海外在留本邦人調査結果表 昭和十五年

      昭和18．12 570P

     総務庁統計図書館所蔵 S61．7．14 290コマ

      N            （XA8636003）

    注）昭和15年国勢調査の外地関係分と推定する。

3063外務省．通商局

    旅券下付数及移民統計 自明治元年至大正九年

      大正10．9 228P

      農林水産省農業総合研究所（日本農研文庫）所

      蔵S61．6．6122コマN

                  （XA8608001）

30餌福岡県．官房統計係

   国勢調査結果概要 大正十四年十月一日現在 附

   附帯調査結果概要

                          一69一



 1．

3068

 2．

3069

3070

 3．

3071

3072

3073

                 D（ 戦後経済資料

                              内容：Nα1 昭和40年8月  38P

                                  2 昭和40年9月  51P

人口            3昭和40年11月72P
                                  4 昭和41年1月  92p

社会工学研究所                    Nα3 P，25／26 ダブリ乱丁あり

 日本列島における人口分布の長期時系列分析一時                    （YE7203049）

 系列推計と要因分析一                     Nα5 昭和41年2月 100P

   昭和49．3 446P                    6 昭和41年4月  99 P

   斉藤修氏所蔵 S58．12．10 249コマ N          7 昭和41年6月  98 P

 （経済企画庁委託調査）    （XA8308012）          8 昭和41年7月  99p

                                Nα8 P．69／70 ダブリ乱丁あり

経済                 （YE7203050）

                                 Nα9 昭和41年8月 123P

経済企画庁．経済研究所国民所得部                 10 昭和41年9月 111P

 デフレーター推計作業マニュアル （資料編）            11昭和41年11月 149p

   昭和55．3 360P                     12 昭和41年12月 123 P

   溝口敏行氏所蔵 S56．11．30 190コマ N        Nα11 P．73／74 ダブリ乱丁， p．120に

 （SNA推計資料）      （XA8108071）        P．106を印刷→p，120欠

                                Nα12 P．25／26欠 頁付トビか落丁か不明

経済企画庁．経済研究所国民所得部                             （YE7203051）

 デフレーター推計作業マニュアル （解説編）           Nα13昭和42年2月 195P

   昭和56．3 516P                     14 昭和42年3月 135 P

   溝口敏行氏所蔵 S56．11．30 268コマ N         別冊 昭和42年3月  97 p

 （新SNA推計資料）     （XA8108071）      別冊表題：最近の市場調査   （YE7203052）

                              注）Nα9，11，12 原本所蔵あり

財政・金融

                          3074郵政省．貯金局規画課

日本経済調査協議会                     貯金局事業概況 昭和二十四年度

 これからの税制と租税負担のあり方  （調査報告78       昭和26．3 202P 図表

 一5）                             総務庁統計図書館所蔵 暑 4シート（116コ

   昭和54．1 261P                   マ） N

   社会保障研究所所蔵 S56．3．13 142コマ      刊年は例言による       （YE7301010）

   N           （XA8008104）     注）原本で所蔵あり

日本経済調査協七会                 3075郵政省．貯金局規画課

 財政危機克服のために一納税者の立場から一       郵政統計年報 為替貯金編 昭和30年度

 （調査報告77－4）                    昭和31，9 434P 図表

   昭和53．2 15，205P                  総務庁統計図書館所蔵 暑 8シート（250コ

   社会保障研究所所蔵 S56．3，13 123コマ        マ） N        （YE7301011）

   N          （XA8008104）

                           4．社 会

日本専売公社．販売部計画課

 調査月報  Nα1～酌14，別冊           3076厚生省．官房企画課

   昭和40．8～42．3 15冊 謄写            社会保障給付費 〔昭和53年度〕

   日本専売公社所蔵 暑 28シート（844コマ）        昭和55．7 10枚

   N                             社会保障研究所所蔵 1981．3．13 12コマ

                       一70一



3077

3078

3D79

翻

3081

3082

   N         （XA8008105）

厚生省．社会局保護課               3083

 被保護者全国一斉調査結果表 第四回 昭和25年9

 月実施 第五回 昭和26年8月実施  （社保統 第

 7号）

   n．d． 71 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 73コマ

   N P

 原本P，19～20（第四回忌3，4表），60～61

 （第五回第4，5表一1）落丁           3084

             （XA8008031－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査結果表 第六回 昭和27年10

 月実施  （社保統 第8号）

   昭和28．9 48P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55，9，6 49コマ

   N P

 原本P．29～30 （第4表の1，2）落丁

             （XA8008031－P）   3085

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査結果表 第7回 昭和28年10

 月調査  （社保統 第19号）

   n．d． 52 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．6 52コマ

   N P

 原本P．39～40（第6表の2）落丁        3086

             （XA8008031－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査結果報告 昭和29年10月調査

 （社保統 第31号）

   職d． 107P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 110コマ  3087

   N P       （XA8008031－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査結果報告 第九回 昭和30年

 9月1日現在調査  （社保統 第47号）

   n，d， 155 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 158コマ  30B8

   N P       （XA8008031－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査結果報告 第ユ0回 昭和31年

 10月1日現在調査  （社保統 第55号）

   n．d， 94 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，6 97コマ

                      一71一

   N P        （XA8008031－P）

厚生省．社会局曲調課

 被保護者全国一斉調査結果報告 第11回 その一

 基礎調査 昭和32年9月30日現在調査  （社保統

 第72号）

   n．d． 85 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55，9，6 88コマ

   N P       （XA8008032－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査結果報告 第11回 その二

 昭和32年9月実施  （社保統 第69号）

   〔昭和33．1〕 21P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 23コマ

   N P

 内容：特別集計分     （XA8008032－P）

 注）第1ユ回より基礎調査と個別調査と2本立となる

  →（個別調査）

〔厚生省．社会局保護課〕

 被保護者全国一斉調査結果報告 第12回 その一

 基礎調査 昭和33年7月1日現在調査  （社保統

 第87号）

   n．d． 96 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 100コマ

   N P      （XA8008032－P）

厚生省．社会局保護国

 被保護者全国一斉調査結果報告 第13回 基礎調査

 昭和34年7月1日現在調査  （社保統 第111号）

   n．d．  130 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55。9．6133コマ

   NP   （X蓋8008032－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第14

 回 昭和35年7月1日調査  （社保統 第135号）

   n．d． 76 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，6 81コマ

   N P       （XA8008032－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第15

 回 昭和36年7月1日調査

   n．d． 58 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 61コマ

   N P       （XA8008032－P）



3069 厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査・保護施設要収容

   者状況調査）結果報告 第16回  （社保統 第167

   号）

     n，d． 80 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 83コマ

     N P       （XA8008032－P）

3090厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第17

   回 昭和38年7月1日調査  （社保統 第187号）

      n．d． 59 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 65コマ

     N P      （XA8008032－P）

3091厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第18

   回 昭和39年7月1日調査  （社保統 第119号）

      n．d． 75 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 78コマ

     N P      （XA8008032－P）

3092 厚生省．社会局保護課

   被保護者全国「斉調査（基礎調査）結果報告 第19

   回 昭和40年7月1日調査  （社保統 第222号）

      n．d． 161 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 104コマ

     N P        （XA8008033－P）

3093厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第20

   回 昭和41年7月1日調査  （社保統 第239号）

      n．d． 80 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 85コマ

     N P      （XA8008033－P）

3094厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第21

   回 昭和42年7月1日調査  （社保統 第258号）

      n．d． 69 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．6 73コマ

     N P

   原本目次一部破損あり   （XA8008033－P）

3095 厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第22

   回 昭和43年7月1日調査

      n．d．  149 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．6 79コマ

     N P      （XA8008033－P）

3096厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第23

   回 昭和44年7月1日現在

     n．d． 241 P

     東京大学経済学部所蔵 S55．7．30 126コマ

     N P      （XA8008028－P）

3097厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第24

   回 昭和45年7月1日現在

     n．d．  163 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，6 86コマ

     N P       （XA8008033－P）

3098厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第25

   回 昭和46年7月1日現在

     n．d． 92 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 97コマ

     N P        （XA8008033－P）

3099厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第26

   回 昭和47年7月1日現在

      n，d．  217 P

     東京都民生口所蔵 S55．7．17 223コマ N

      P        （XA8008025－P）

3100厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第27

   回 昭和48年7月1日現在

      n．d．  187 P

     東京都民生局所蔵 S55．7．17 192コマ N

     P        （XA8008025－P）

．3101厚生省．社会局保護課

    被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第28

    回 昭和49年7月1日現在

      n．d．  180 P

      東京都民生局所蔵 S55．7．17 175コマ N

      P        （XA8008025－P）

3102 厚生省．社会局保護課

 被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第29

 回 昭和50年7月1日現在

   n，d。 97 P

   東京都民生局所蔵 S55．7．17 96コマ N

   P         （XA8008026－P）
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3103厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第30

   回 昭和51年7月1日現在

     n． d．  107 P

     東京都民生局所蔵 S55，7．17 103コマ N  3110

     P        （XA8008026－P）

3104厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（基礎調査）結果報告 第32

   回 昭和53年7月1日現在

     n． d．  156 P

     東京都民生局所蔵 S55．7，17 150コマ N

     P        （XA8008026－P）  3111

3105厚生省．社会局保護帽

   第11回被保護者全国一斉調査結果報告（解析編）

    （その三 個別調査） 昭和32年9月調査 （社保

   統 第89号）

     n．d． 73 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 77コ

     マNP   （XA8008034－P）

3106厚生省．社会局保護帽

   第11回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

    （資料編） 昭和32年9月調査  （社保統 第89号

   別冊）

     n．d．  131 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 134コ

     マNP   （XA8008034－P）

31｛π 厚生省．社会局保護課

   第12回被保護者全国一斉調査結果報告（個別調査

   解析編） 昭和33年7月1日調査  （社保統  第

    104号）

     n．d． 61 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，10 63コ

     マNP   （XA8008034－P）

3108厚生省．社会局保護課

   第12回目保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

    （資料編） 昭和33年7月1日調査  （社保統 第

    104号別冊）

      n．d．  119 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，10 122コ

     マNP   （XA8008034－P）

3109厚生省．社会局保護課

   第13回被保護者全国一斉調査結果報告（個別調査

   解析編） 昭和34年7月1日調査  （社保統  第

    133号）

n．d． 43 P

厚生省社会局保護課所蔵 S55」9．10 46コ

マNP   （XA8008034－P）

厚生省・社会局保護課

 第13回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

 （資料編） 昭和34年7月1日調査  （社保統 第

 133号別冊）

   n．d． 145 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 148コ

   マNP   （XA8008034－P）

厚生省．社会局保護課

 第14回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

 昭和35年7月1日調査  （社保統 第156号）

   n．d．  127 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 134コ

   マ N P

 原本p．55－561部被損あり

             （XA8008035－P）

3112厚生省．社会局保護課

   第15回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

   昭和36年7月1日調査  （社保統 第162号）

     n，d． 61 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 64コ

     マNP  （XA8008035－P）

3113厚生省．社会局保護課

   第16回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

   昭和37年7月1日調査  （社保統 第177号）

      n．d， 89 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9，10 91コ

     マNP  （XA8008035－P）

3114厚生省．社会局保護課

   第17回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告，

   第11回医療扶助実態調査（受給者状況調）結果報告

   昭和38年7月1日調（社保統 第197号）

      n．d． 72 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 75コ

     マNP  （XA8008035－P）

3115 厚生省．社会局保護課

 第18回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告，

 第12回医療扶助実態調査（受給者状況調査）結果報

 告 昭和39年7月1日調査  （社保統第214号）

   n．d． 57 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 60コマ

   N P      （XA8008035－P）
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3116 厚生省・社会局保護課

   第19回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告，

   第13回医療扶助実態調査（受給者状況調査）結果報

   告 昭和40年7月1日調査  （社保統 第240号）

     n．d． 70 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．1074コマ

     N P      （XA8008035－P）

3117厚生省．社会局保護課

   第20回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

   昭和41年7月1日調査  （社保統 第253号）

      n． d．  156 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 159コ

     マNP   （XA8008036－P）

3118厚生省．社会局保謹課

   第2］回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

   昭和42年7月1日調査

     n，d．  138 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55、9．10 141コ

     N P      （XA8008036－P）

3119厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第22

   回 昭和43年7月1日現在

      n．d． 253 P

     東京大学経済学部所蔵 S55．7．30 132コマ

     NP   （XA8008027－P）

3120厚生省．社会局保護像

   第23回被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

   昭和44年7月1日現在

      n．d．  395 p

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9，10 203コ

     マNP  （XA8008036－P）

3121厚生省1社会局保護媒

   被保護者全国一斉調査（個別）結果表 第24回 昭

   和45年7月1日現在

      n。d．  309 P

     東京大学経済学部所蔵 S55．7．30 161コマ

     N P        （XA8008027－P）

31盟 厚生省．社会局保護課

   第25回目保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告

   昭和46年7月1日現在

      n，d．  110 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．10 115コ

     マNP   （XA8008036－P）

31飴 厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第26

   回 昭和47年7月1日現在

     n． d．  299 P

     東京都民生局所蔵 S55．7．16 299コマ N

     P        （XA8008022－P）

3124 厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第27

   回 昭和48年7月1日現在

     n．d．  417 P

     東京都民生局所蔵 S55．7．16 421コマ N

     P        （XA8008023－P）

3125 厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第28

   回 昭和49年7月1日現在

      n． d．  140 P

     東京都民生局所蔵 S55．7．16 140コマ N

     P         （XA8008023－P）

3126層目省．杜会局保護課

   被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第29

   回 昭和50年7月1日現在

      n．d，  124 P

     東京都民生田所蔵 S55，7．16 123コマ N

      p        （XA8008024－P）

3127厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第30

   回 昭和51年7月1日現在

      n．（乳 100p

     東京都民生局所蔵 S55．7．16 99コマ N

      P          （XA8008024－P）

3128厚生省．社会局保護課

   被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第31

   回 昭和52年7月工日現在

      n．d，  105 P

     東京都民生局所蔵 S55，7．16 108コマ N

      P        （XA8008024－P）

3129 厚生省．杜会局保護繰

 被保護者全国一斉調査（個別調査）結果報告 第32

 回 昭和53年7月1日現在

   n．d．  163 P

   東京都民生局所蔵 S55，7．16 161コマ N

   p        （XA8008024－P）

一74一



3130

3131

31錐

31舘

3134

3135

31鐙

3137

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和37年度  （社保統

 第190号）

   n．d． 114 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，24 116コ

   マNPE  （XA8008041－P） 31銘

厚生省、社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和37年度  （社保統

 第190号の2）

   n．d， 7P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．24 8コマ

   NPE   （XA8008041－P） 3139

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和38年度  （社保統

 第208号）

   n．d， 87 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．24 89コ  3140

   マ N P E   （XA8008041－P）

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和39年度  （社保統

 第217号）

   n．d。  78 p                      3141

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．24 80コ

   マNPE  （XA8008041－P）

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和40年度  （社保統

 第237号）                 3142

   n．d． 77 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，24 79コ

   マNPE  （XA8008042－P）

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和41年度  （社保統  3143

 第247号）

   n．d． 81 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．24 83コ

   マNPE  （XA8008042－P）

厚生省・社会局保護課                3144

 社会保障生計調査結果報告 昭和42年度

   n．d． 87 P

 i厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，24 89コ

   マNPE  （XA8008042－P）

厚生省．社会局保護課                3145

 社会保障生計調査結果報告 昭和43年度

                      一75一

   n．d． 345 P

   東京大学経済学部／厚生省社会局保護課所蔵

   S58．7．11／S55．9．24 175コマ N P

   E（XA8008042－P）
厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和44年度

   n．d． 87 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55，9，24 89コ

   マ N P E
 原本p。42 一部破損あり （XA8008042－P）

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和45年度

   n．d． 93 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，24 53コ

   マNPE  （XA8008042－P）

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和46年度

   n．d． 60 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，24 62コ

   マNPE （XA8008042－P）

厚生省。社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和47年度

   n．d． 61 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．24 63コ

   マNPE  （XA8008043－P）

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和48年度

   n．d．  109 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，24 103コ

   マNPE  （XA8008043－P）

厚生省．社会局保護課

 社会保障生計調査結果報告 昭和49年度

   n． d．  110 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，24 102コ

   マNPE  （XA8008043－P）

厚生省．社会局保護帽

 社会保障生計調査結果報告 昭和50年度

   n．d。 109 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．24 100コ

   マNPE  （XA8008043－P）

厚生省．社会局保護課

 要援護世帯生盾実情調査 昭和二十年十二月末現在



3146

3147

31紹

3149

3150

3151

   n．d， 1冊            3152
   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 64コマ

   N P       （XA8008031－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活状態調査集計表 〔第一回〕 昭和二

 十三年二月調査

   n．d． 52 p                  3153

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 56コマ

   NP    （XA8008031－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活状態調査集計表 第二回 昭和二十四

 年二月調査

   n． d．  41 p                         3154

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．6 44コマ

   N P        （XA8008031－P）

厚生省．社会局保護課

 第三回生活保護法による被保護者の保護状況 全国

 一斉調査（昭和24年9月実施）結果表，第一回生店

 保護法による医療保護状況全国一斉調査（昭和25年

置2月）結果表

   昭和25．10 36P             3155

   東京大学経済学部所蔵 S55．7．30 46コマ

   N P       （XA8008028－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護世帯の生活実態（資料編） 昭和26年～昭和

 30年

   n．d． 386 P

   東京大学経済学部所蔵 S55．7．30 39ユコマ

   NPE   （XA8008028－P）
                         3156

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活実態調査報告 昭和31年度 （社保統

 第65号）

   n．d． 139 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．19 140コ

   マ N P E
 月間調査を含む 昭和31年10月調査         3157

             （XA8008037－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活実態調査（月間調査）報告 （解析編）

 （昭和32年11月調査）  （社保統第93号）

   n．d． 77 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，1979コマ  3158

   N P E      （XA8008037－P）

                      一76一

厚生省．社会局保護課

 被保護者生店実態調査（月間調査）報告（資料編）

 （昭和32年11月調査） （社保統 第93号別冊）

   n。d．  275 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．19 278コ

   マNPE （XA8008037－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活実態調査報告（その一） 昭和32年度

 （社保統 第81号）

   n．d． 80 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．1983コマ

   N P E     （XA8008037－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活実態調査（月間調査）報告  （昭和33

 年11月調査） （社保統第114号）

   n．d．  173 P

  厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．19 140＋

   36コマ N P E
 原本乱綴でp。102～137は（年間報告）のP．31

 の次に綴込まれてあり  （XA8008038－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生店実態調査（年間調査）結果報告  （社

 保統 第116号）

   n．d． 128 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．19 131コ

   マ N P E

 内容年：昭和33年

 原本乱綴で（月間調査）のP，102～137がP．31

 の次に綴られている    （XA8008038－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者中居実態調査（年間調査）結果報告 昭和

 35年度  （社保統 第153号）

   n．d． 71 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1974コマ

   N P E     （XA8008038－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活実態調査（年間調査）結果報告 昭和

 36年度  （社保統 第181号）

   n．d． 102 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．19 107＝・

   マNPE  （XA8008038－P）

厚生省．社会局保護課

 被保護者生活実態調査（年間調査）結果報告 昭和

 37年度  （社保統 第194号）



      n．d． 71 p                   42年度  （社保統 第269号）

      厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．1974コマ        n． d． 237 P

      N P E     （XA8008038－P）       厚生省社会局保護課所蔵 S55．9。19 123コ

                                  マNPE  （XA8008039－P）
3159厚生省．社会局保護課

    被保護者生盾実態調査（年間調査）結果報告 昭和  3166 厚生省．社会局保護課

    38年度  （社保統 第201号）              被保護者生活実態調査（年間調査）結果報告 〔昭

      n．d． 55 p                   和42年度〕

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9．1958コマ       n。 d． 143 p B5判

      N P E     （XA8008038－P）       厚生省社会局保護課所蔵 S55．9，19 75コマ
                                  N P E

3160厚生省．社会局保護課                   表紙欠につき目次書名による 但し，目次には昭和

    被保護者生活実態調査（年間調査）結果報告 昭和      41年度とあるが，内容年次から昭和42年度と訂正

    39年度  （社保統 第216号）                             （XA8008039－P）

      n．d． 55 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1958コマ  3167厚生省．社会局保護課

      N P E      （XA8008039－P）      被保護者生活実態調査（月間調査）結果報告 昭和

                               43年度

3161厚生省．社会局保護課                     n．d． 123 p

    地域別生活実態調査（世帯調査）結果報告 昭和39        厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1965コマ

   年度 （社保統第226号）                 N P E     （XA8008039－P）

      n．d。 90 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1993コマ  3168厚生省．社会局保護課

      N P E      （XA8008039－P）      被保護者生活実態調査結果報告 昭和43年度

                                  n．d． 39 P

31麗厚生省．社会局保護課                     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1942コマ

   被保護者生活実態調査（年間調査）結果報告 昭和        N P E

   40年度 （社保統 第242号）              年間調査        （XA8008039－P）

      n，d， 54 P

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9，1957コマ  3169厚生省．社会局保護課

     N P E      （XA8008039－P）      被保護者市店実態調査結果報告 昭和44年度

                                  n，d． 43 P

3曹63厚生省．社会局保護課                     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1925コマ

   被保護者生活実態調査（月間調査）結果報告 昭和        N P E      （XA8008040－P）

   41年度

      n．d． 39 p                3170厚生省．社会局保護課

     厚生省社会局保護課所蔵 S55，9，1942コマ     被保護者生活実態調査結果報告 昭和45年度

     NPE            n．d．35P
   内容年：昭和41年10月調査                  厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1925コマ

   表紙欠につき目次書名による（XA8008039－P）       N P E     （XA8008040－P）

31餌 厚生省．社会局保護課                317響厚生省．社会局保護課

   被保護者生活実態調査（年間調査）結果報告 昭和      被保護者生店実態調査結果報告 昭和46年度

   41年度  （社保統 第255号）                n．d． 51 p

     n．d． 58 p                    厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1930コマ

     厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1961コマ       N P E      （XA8008040－P）

     N P E     （XA8008039－P）

                            31了2厚生省．社会局保護課

3165厚生省．社会局保護課                    被保護者生活実態調査結果報告昭和47年度

   被保護者生后実態調査（月間調査）結果報告 昭和         n．d． 62 p

                         －77一



3173

3174

3175

3176

3177

3178

3179

3180

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1965コマ

   N P E     （XA8008040－P）

厚生省・社会局保護課                3181

 被保護者生店実態調査結果報告 昭和48年度

   n。d． 64 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1964コマ

   N P E

 月間調査を含む     （XA8008040－P）

厚生省．社会局保護国

 被保護者生店実態調査結果報告 昭和49年度     3182

   n。d． 60 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．9．1958コマ

   N P E

 月間調査を含む     （XA8008040－P）

厚生省．社会局保謹課

 被保護者生酔実態調査結果報告 昭和52年度     3183

   n．d， 43 P

   厚生省社会局保護課所蔵 S55．10．24 42コ

   マNPE  （XA8008043－P）

交通遺児育英会

 交通遺児家庭の生店実態調査一昭和49年10月一

   昭和49．10 110p             3冒桝

   社会保障研究所所蔵 1981，3．13 62コマ

   N          （XA8008106）

交通遺児育英会

 交通遺児の母親の疾病と医療一昭和52年12月一

   昭和52．12 219P             3185

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 117コマ

   N（XA8008106）
交通遺児育英会

 李通遺児の母親の職業調査一昭和51年10月一

   昭和51．10 175，16P           3186

   社会保障研究所所蔵 1981，3．13 104コマ

   N（XA8008106）
交通遺児育英会

 交通遺児の教育調査一昭和50年10月一

   昭和50。10 172P             31訂

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 93コマ

   N            （XA8008106）

日本経済調査協議会

 高令化社会の課題  （調査報告73－2）

   昭和48．9 16，340P

                      －78一

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 192コマ

   N          （XA8008104）

政策科学研究所

 老人福祉における総合的な福祉サービスに関する研

 究（B－75－1）（NRS－74－4総合研究開発
 機構助成研究）

   昭和51．3 13，184，152p

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 183コマ

   N（XA8008104）
政策科学研究所

 社会保障を中心とする補助金制度の国際比較  （C

 R－74－13）

   昭和50．3 23，200P

   社会保障研究所所蔵 1981．3，13 118コマ

   N（XA8008104）
杜会福祉研究所

 占領期における社会福祉資料に関する研究報告書

 （日本小型自動車振興会補助事業）

   昭和53．12 329p

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 169コマ

   N．（XA8008105）
杜会保険庁．年金保険部国民年金課

 福祉年金受給権者実態調査結果 昭和51年度

   n．d， 75枚

   社会保障研究所所蔵 1981。3．13 79コマ

   N（XA8008105）
社会保険庁．年金保険部国民年金課

 福祉年金受給権者実態調査結果 昭和52年度

   n．d． 76枚

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 80コマ

   N（XA8008105）
社会保険庁．年金保険部国民年金課

 福祉年金受給権者実態調査結果 昭和53年度

   n，d． 65枚

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 70コマ

   N           （XA8008105）

東京大学．杜会科学研究所

 都市における被保護層の研究  （同所調査報告 第

 7集）

   1966．3 210p

   社会保障研究所所蔵 1981．3．13 115コマ

   N          （XA8008105）



5．

3188

3189

生 産

〔農 業〕

溝口敏行                     3190

 農家経済調査整理結果

   1972．5  15 P， Lp

   溝口敏行氏所蔵 美 11シート（686コマ）

   N S

 収録年次：1952ん1966   （YE7301023）

                         3191
〔農林省〕

 〔農産物価格等専門委員会資料〕

   昭和45．7～10 15冊謄写

   溝口敏行氏所蔵 美 16シート N

 内容：1．農産物価格政策の総合的検討について

     昭45，78p（6コマ）

    2．今後の物価政策専門委員検討会の予定に

     ついて（案） 官房企画室 昭和45，7

     13P（8コマ）

    3－1 価格等専門委員検討会資料（消費生

       活・農家所得） 昭和45．8 103P

     （55コマ）

    4－1 価格等専門委員検討会資料（経済の

     国際化・農産物の生産と需給） 昭和45．

     8 98P（52コマ）

    4－2 アメリカの農産物価格政策 農林経

     済局国際企画課。官房企画室 昭和45．8

     71P（38コマ）

    4－3 イギリスの農産物価格政策 農林経

     済局国際企画課・官房企画室 昭和45．8

     35P（20コマ）

    4－4 EECの農産物価格政策 農林経済

     局国際企画課。官房企画室 昭和45．8

     61P（33コマ）

    4－5 わが国農業をめぐる国際的要請 農

     林径済局国際部 昭和45．8 25p（14コ

     マ）

    5－1 価格等専門委員検討会資料（その1）

     昭和45．9 37P（20コマ）

    5－2 価格等専門委員検討会資料（その2）

     昭和45．9 65p（35コマ）

    6．価格等専門委員検討結果報告（案） 昭  3192

     45．9 69P（37コマ）

    7．参考付表 161P（86コマ）

    8．農産物価格に関する参考資料 付．参考

     付表 溝口敏行 53p（30コマ）

    9。青果物の卸売価格と小売価格との関連に

     ついて 農林大臣官房調査課 昭和45．10

                      －79一

     49P （26コマ）

    10．価格等専門委員による中間報告 昭和

     45．10 83P（46コマ）

               （YE7301020）

農林省

 農産物の需要と生産の長期見通し（案） （農政審議

 会懇談会検討資料）

   昭和41．11 198P 騰写

   溝口敏行氏所蔵 呆 4シート（102コ口）

   N           （YE7301022）

〔農林省〕

 〔食品需要予測委員会資料〕

   昭和45．10～47．6 9冊謄写

   溝口敏行氏所蔵 美 12シート N 〔S〕

 内容：五．食品の需要予測のためのイメージ調査

     一理集計データー 吉川誠次，西丸

     震哉，田村真八，石間紀男 P．10－27

     （15コマ）

    2．消費者段階における食料需要分析（農業

     経済部会需要分析グループによる作業の中

     間報告） 農林大臣官房調査課 昭和45．

     10 29P（17コ口）

    3．加工食品等の需要見通し（第1次検討資

     料）一食品工業対策懇談会資料一 昭

     和46．3 62P（64コマ）

    4．需要予測小委員会資料（1） 農林省農

     林経済局企業流通部 昭和46．10 161P

     （165コマ）

    5．需要予測小委員会資料（1） 農林省農

     林径済局企業流通部 昭和46．11 54P

     （56コマ）

    6．需要予測小委員会資料（置） （栄養の価

     格） 昭和47．249P（51コマ）

    7．需要予測小委員会資料（四）（第2次検

     討資料） 昭和47．3 222P（230コマ）

    8．需要予測小委員会資料（V）（第3次検

     討資料） 昭和47．5 65P（66コマ）

    9．需要予測小委員会資料（W） （委員に対

     するアンケート結果・原課および業界のヒ

     アリング結果） 昭和47．6 60p（61コ

     マ）        （YE7301021）

農林省．大臣官房調査課

 〔農林省計量経済モデル検討会資料〕

   昭和41．12～47．3 11冊 騰写

   溝口敏行氏所蔵 芙 27＋1シート N

 内容二計量資料 Nα1 計量経済モデルによる み

     かん経済分析 昭和41．12 75p（4ユコ

     マ）
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3194

3195

     計量資料 Nα2 計量経済モデルによる

      りんご経済分析 昭和42．12 143P

      （76＋1コマ）

     計量資料 Nα3 計量経済モデルによる

      牛乳経済分析  昭和43．3 185P

      （96コマ）

     検討会報告書 Nα1 農業生産消費モデル

      昭和44．12 141P（75コマ）

     同 付属資料 農業生産消費モデルによる

      シミュレーション予測結果 昭和44．12

      77P （41コ口）

     検討会報告書 Nα2 豚肉の価格予測 昭

      和44．6 25P （17コマ）

     検討会報告書 Nα3 養鶏モデル  昭和

      44．7 201P（104コマ）

     検討会報告書 Nα4－1 牛肉モデル 昭

      和46．2 293P （152－1コマ）〔P．

      98／99ダブリミス撮〕

     検討会報告書 Nα4－2 牛肉モデル 統

      計編 昭和46．2 95p （50コマ）

     検討会報告書 Nα5 農業予測用多部門モ

      デル 昭和46．8 328p（170コマ）

     検討会報告書 Nα7 農業中期マクロモデ

      ル 昭和47．3 169P （85＋1コマ）

               （YE7203032）

農林省．大臣官房企画室

 農産物価格政策関係資料

   昭和45．5 2冊騰写

   溝口敏行氏所蔵 芙 6シート（182コマ）

   N

 内容：（その1）価格・価格政策関係 128P

    （その2）需給・流通・所得関係 223P

               （YE7203033）

農林省．農林経済局統計調査部

 市町村を単位とした日本農業の地域構造一シェアと

 相関一〔第1分冊〕

   昭和43．3 11，605P

   農林省統計調査部統計分析班所蔵 暑 10シー

   ト（315コマ） N    （YE7203029）

農林省．農林経済局統計調査部

 市町村を単位とした日本農業の地域構造 〔第2分

 冊〕 一都道府県別一

   昭和43．8 11，311P 付表

   農林省統計調査部統計分析班所蔵 苦 6シー

   ト（188コマ） N

 付表＝相関表 4，7〔第1分冊の相当頁と対応し

    た引付 p．461～589〕（YE7203030）

3196

3197

3198

3199

3200

鍛01

農林省．農林経済局統計調査部

 市町村を単位とした日本農業の地域構造一相関表一

 〔第2分冊・別冊〕一全国農業地域別一

   昭和43．8 9，161P

   農林省統計調査部統計分析班所蔵 美 3シー

   ト（92コマ） N

               （YE7203031）

 注）第3分冊以降は原本所蔵あり

〔製造業〕

日本紡績協会

 綿糸紡績事情参考書 昭和二十五年上半期

   昭和27．7 221P

   東京大学経済学部所蔵 S58．7，27 133コ口

   N（XA8308003）
日本紡績協会

 綿糸紡績事情参考書 昭和二十五年下半期

   昭和27．8 221P

   東京大学経済学部所蔵 S58．7．27 129コマ

   N          （XA8308003）

日本鉄鋼連盟

 製鉄業参考資料 〔工場別編〕 昭和42年 昭和42

 年12月調査

   昭和43．8 159p

   東京大学経済学部所蔵 暑 3シート（84コ

   マ） N （YE7303001－1／11～3／11）

日本鉄鋼連盟

 製鉄業参考資料 〔工場別編〕 昭和43年

   昭和44．3～6 1冊（合纂）

   東京大学経済学部所蔵 美 5シート（125コ

   マ） N

 内容；鉄鋼工場別生産実績 昭和43年計分  統計

    部昭和44．346P（28コマ）
    鉄鋼工場別生産実績 〔特殊鋼鋼材〕 昭和

    43年計  統計部 昭和44．4 22p（14

     コマ）

   鉄鋼工場別原料消費実績 昭和43年  調査

     部昭和44．659P（33コマ）
    鉄鋼事業所別・部門別従業者数  （昭和43年）

    労働部 昭和44．4 12p （10コ口）

    鉄鋼会社工場名簿  （昭和43年）  統計部

     昭和44．3 74P（40コ口）

        （YE7303001－3／11～7／11）

日本鉄鋼連盟

 製鉄業参考資料 〔工場別編〕 昭和45年

一80一



    昭和46．3 1冊（合纂）

  東京大学経済学部所蔵 芸 5シート（129コ

  マ） N

内容：鉄鋼工場別生産実績 〔特殊鋼鋼材〕 昭和

    45年計  統計部 昭和46，3 28P（18

    コマ）

   鉄鋼工場別生産実績 昭和45年計  統計部

    昭和46．3 30P（18コマ）

   鉄鋼工場別原料受払実績 昭和45年計  統

    計部 昭和46．3 28p（17コマ）

   鉄鋼事業所別・部門別従業者数 昭和45年

    労働部 昭和46．3 15P（11コマ）

   鉄鋼会社工場名簿 昭和46年4月現在  統

    計部 124P（65コマ）

      （YE7303001－7／11～11／11）

一81一



X 特殊コレクション

2．統計原表

 本目録第3巻に収録の「昭和15年国勢調査統計原表」と同

じく，第二次大戦中から戦後すぐの時期の統計調査について

は未公刊のものが多い。後に整理して発表されたデータ（公

刊資料）で全調査項目についての集計が掲げられている訳で

はなく，例えば，産業分類では中分類までとか，旧外地系人

や進駐軍施設とかに関する部分は省略されている。しかし，

研究上からはこれらのデータも参考としたいこともあり，そ

のつど，特に関係部局の許可をえて，これら統計原表を，ま

たはそのフイルム化したものを複写させていた穿いてきた。

3⑳2内閣．統計局

    昭和十九年 年次勤労統計調査結果表 第一回 昭

   和十九年六月末現在

     総務庁統計局所蔵 S43．5．9／5．14 472

      十438コマ H D E

   内容：工場ノ部

        第一表 工場敷野里四輪業者敷（官・民

            螢別・府縣別）

        第二表工場敷及所屈従業者敷（産業中

            分類別）

        第三表 工場敷及所局常傭劣務者数ノ内

            課（府縣別）

        第五表 工場及所贋常傭勢務者敷（府縣

            別・産業大分類別・年齢階級別）

        第八表 工場法適用工場数及所局常傭勢

            務者激（醇酒別・産業大分類別・

            年齢階級別）

        第九表 工場法適用工場数及所贋常傭劣．

            務者敷（府厚別・産業中分類別）

        第十表工場法適用工場敷及所屑常傭勢

            務者数（引導別・産業大分類別・

            常傭拶務者の人員階級別）

       第十八表 専業者ノー箇年間ノ異動（府縣

            別・産業中分類別）

        第十九表 從業者一箇年間ノ雇入内課（府

            縣別・産業中分類別）

        第二十表 從業者中三箇月以上二亘リ勤勢

            二從事セザル者ノ敷（府縣別・産

            業中分類別）

        第二十一表 日傭螢務者及臨時的勢務者ノ

            一箇年間ノ延人員（府縣別・産業

            中分類別）

一82一

鑛山ノ部

 第一表 鑛山開及所里国業者敷（官。民

     国別・地方鑛山局別・府縣別）

 第二表 鑛山開及連壁從業者敏（産業別）

 第五表開山数及所屑常傭螢務者激（地

     方龍山局別・府縣別・産業別・年

     齢階級別）

 第十三表 從業者ノーヶ年間ノ異動（地方

     鑛山局別。府縣別・産業別）

 第十四表 從業者一ヶ年間ノ雇入日課（地

     方鑛山蜂別・府縣別・産業別）

 第十五表 勲業中三箇月以上二亘リ勤勢二

     從事セザル者ノ敷（地方鑛山局別

     ・府縣別・産業別）

 第十六表 日雇螢務者及臨時的勢務者ノー

     箇年間ノ延人員（地方鑛山脚別・

     府縣別・産業別）

交通ノ部

 第一表 事業場敏過所屑從業者激（官・

     民螢別・府縣別）

 第二表 事業場数及所屑從業者数（産業

     別）

 第三表 事業場数及里国常傭勢務気尽ノ

     内繹（府縣別）

 第五表 事業場激熟所驕常傭螢務者敷ノ

     内圧（府軒別・産業別・年齢階級

     別）

 第十三表 從業者ノー箇年間ノ異動（府縣

     別・産業別）

 第十四表 從業者一箇年間ノ雇入内澤（府

     半側・産業別）

 第十五表 軸索中三ヶ月以上二亘リ勤勢二

     從事セザル者ノ激（早霜別・産業

     別）

 第十六表 日傭勢務者及臨時勢務者ノーヶ

     年間ノ延人員（府縣別・産業別）

其ノ他ノ事業膿

 第一表 事業髄通則所贋從業者敷（官・

     撮管別・府縣別）

 第二表 事業盟数及所贋從業者数（産業

     別）

 第三表 事業髄敷及所屑常傭螢務者ノ内

     課（府縣別）

 第五表事業髄敷及所贋常傭勢務者数

     （府縣別・産業別・年齢階級別）

 第十二表 從業者ノーヶ年間ノ異動（府縣



     別・産業別）

 第十三表 從業者ノーヶ年間ノ雇入内課

     （府紙型・産業別）

 第十四表 從業中三ヶ月以上二亘リ勤勢二

     月割セザル者ノ数（府縣別・産業

     別）

船舶ノ部一船舶絡割田ヨリ集計ノ分

 第一表 官・民螢別海運局及府縣別船舶敷

 第二表 高級船員ノ使用状況

 第三表 普通船員ノ使用状況

 第四表 年齢階級別乗組員数

 第五表 船員一ヶ年間ノ異動（職務別）

 第六表 船員ノーヶ月間ノ給與

船舶ノ部一個別表ヨリ集計ノ分

 第一表 航行匠域別噸敷階級別及船種別船

    舶敏

 第二表 航行匿域別噸数階級別及船種別乗

    組員敷

 第三表 航行匠域別霜敷階級障囲船出別並

    二海技免状（讃書）別乗組高級船員数

 第四表 航行匿域別公稻馬力階級別曳船種

    別船舶敷拉二機關部ノ海技免状別乗

    組職員数

 第五表 航行巴鴨別船種別船舶乗組高級船

    員ノ職務別及年齢階級別内課

 第六表 航行匿域別船種別船舶乗組普通船

    員ノ職務別及年齢階級別内課

世帯ノ部

 第一表 世帯主ノ産業別家事使用人（府縣

    別・年齢階級別）

 第二表 世帯主ノ産業別家事使用人ヲ有ス

    ル世帯敷（府縣別・家事使用人ノ員

    敷階級別）

      （XA8208011D／012D）

3203内閣．統計局

   昭和二十年半年次勤労統計調査結果表 昭和二十年

   六月末現在

     総務庁統計局所蔵 S43，5．14 331＋104

     コマ  H  D  E

   内容：工場ノ部

       第一表 工場数及所同月業者激（官・民螢

          別・府縣別）

       第二表 工場敷料所属從業者敷（府縣別・

          産業別）

       第三表 工場激闘所掌常傭螢務者敷（府縣

          別・産業大分類別・年齢階級別）

      鑛山ノ部

       第一表 鑛山敷及所屑從業者敷（官・民螢
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      別・地方鑛山局別・府縣別）

   第二表 鑛山岨及所属從業者激（府遠別。

      産業別）

   第三表 鉢山敷及所報常傭勢務者激（乾分

      別・産業別・年齢階級別）

  交通ノ部

   第一表 交通事業場一献聖明從業者数（官

      ・民管別・府鑑別）

   第二表 交通事業場数及所驕從業者敷（府

      江別・産業別）

   第三表 交通事業場敷田所屑常傭螢務者敷

      （除却別・産業別。年齢階級別）

  船舶ノ部一．総胆票ノ部

   第一表 官・民螢別海運局別及府縣別船舶

      敷

   第二表 高級船員ノ使用状況

   第三表 普通船員ノ使用状況

   第四表 年齢階級別乗組及豫備船員敷

   第五表 乗組船員一箇月間ノ給與

  船舶ノ部一（航行）個別票ノ分

   第一表 航行匠域別噸敷階級聞及船種別船

      舶歎

   第二表 航行匠域別噸数階級別華船種別乗

      組員蝕

   第三表 航行旺域別噸敷階級別通船種別並

      二海技免状別乗組高級船員数

   第四表 航行匿穂別船種別船舶乗組高級船

      員ノ職務別及年齢階級別内課

   第五表 航行匿域別船種別船舶乗組普通船

      員ノ職務別及年齢階級別内課

  世帯ノ部

   第一表 家事使用人ヲ有スル世帯日興家事

      使用人敷（府縣別）

   第二表 世帯主ノ産業別家事使用人ヲ有ス

      ル世帯数（府縣別・家事使用人員敷

      階級別）

   第三表 世帯主ノ産業別家事使用人ヲ有ス

      ル世帯敷及家事使用人敷（府縣別・

      産業大分類別・年齢階級別）

附：昭和20年11月1日聯合軍司令部提出 特別集

  計表 6表

    （政府指定ノ重要事業場ノ産業別数，産

    業理事者ノ軍動員，學徒・集團移入朝鮮

    人勢務者及華人勢務者並二俘慮ノ利用数，

    種類別從業者敷（産業分類別從業者敷・

    年齢及男女別從業者激・軍關係）賃金及

    就業時間，三ケ月以上引続キ欠勤者数）

  昭和20年11月26日聯合軍縮司令部提出 特別

 集計 3表
    （常傭勢務者中集團移入朝鮮人・華人螢



務者拉二俘虜，産業別從業者ノー箇年間ノ

異動，産業別從業者ノ雇入内謬並日傭勢務

者及臨時的当務者ノー箇年間ノ延人員）

          （XA8208012D）

3204 内閣．統計局

   昭和二十一年 年次勤労統計調査結果表

     総務庁統計局所蔵 S43．3．27 45＋9コマ

     H D E

   内容＝〔表番なし〕

       1．昭和21年1月乃至6月6ヶ月間の常傭従

        業者の雇入解雇（8県の計，東京都，神

        奈川県，愛知県，北海道，京都府，大阪

        府，兵庫県，福岡県） 各5表

       2． 〔産業（中分類）別 昭和21年6月末全

        事業体数，12月末全従業者数〕 9表

    この2表は昭和21年分集計表の一部である。

                 （XA8208013D）

3205内閣．統計局年次勤労係

   昭和二十一年 年次勤労統計調査結果表 進駐軍施

    設二関スル表

     昭和22．3．31（作成） 4冊

     総務庁統計局所蔵 S43，3．27474コ入 H
      D E

   内容：四冊ノ内第一冊 全国・自北海道至千葉県

       〃   第二冊 自東京都至愛知県

       〃   第三冊 自三重県至山口県

       〃   第四冊 自徳島県至鹿児島県

   表内容：〔全国表・府県表共同じ〕

       第1表 従業区分従業個所別事業体数及男

            女別皿従業者技術者及事務者常傭

            労務者臨時及日傭労務者数 昭和

           21年7月末現在

       第2表 従業区分従業個所別男女別全従業

            者技術者及事務者常傭労務者臨時

            及日傭労務者数 昭和20年12月末

            現在

       第3表 従業区分従業個所別事業体数及男

            女別全従業者技術者及事務者常傭

            労務者臨時及日傭労務者数 昭和

            21年6月末現在

        第4表 従業区分従業個所別男女別全従業

            者技術者及事務者常傭労務者臨時

            及日傭労務者ヘノ現金給与額

        第5表従業区分従業個所別男女別全従業

            者技術者及事務者常傭労務者臨時

            及日傭労務者ノ延就業人員

        第6表 従業区分従業個所別男女別従業者

3206

第7表

第8表

第9表

第10表

技術者及事務者常傭労務者臨時及

日傭労務者ノー人当り平均日給額

従業区分従業個所別口女面全従業

者技術者及事務者常傭労務者臨時

及日傭労務者ノ延就業時間

従業区分従業個所別男女別全従業

者技術者及事務者常傭労務者臨時

及日傭労務者ノー人一日平均就業

時間

従業区分従業個所別全従業者数，

事業主負担実物給与額，寄宿舎二

収容セル従業者数

従業区分従業個所別男女別新規雇

入数及解雇数

      （XA8208013D）

内閣．統計局生計費指数及賃金係

 毎月勤労統計 昭和二十年一月分～昭和二十一年十

 二月分〔昭和20年7．8月欠〕

   昭和20，8 （作成）～n。d．

   総務庁統計局所蔵 S43．5．14 327コマ

   H D  E

 昭和20年4月分 第ユ8表欠

 衷内容：昭和20年1月分～9月分 全18表

      第一表工場螢務者ノ月末人員指敷

      第二表 工場螢務者ノ延實就業時間指

           敷

      第三表 工場勢務者ノ賃金指敷

      第四表 工場螢務者ノー日平均賃金

      第五表 一工場當リ労務者ノ雇入敏解

           日数及月末現在激拉二勢務者

           一人一日當リ實就業時間

      第六表工場労務者ノ賃金指数及月末

           人員指敷累月比較

      第七表鑛山劣務者ノ月末人員指敷

      第八表 鑛山螢務者ノ延實就業時間指

           数

      第九表春山螢務者ノ賃金指敷

      第十表 鑛山繭務者ノー日平均賃金

      第十一表 一書山當リ勢務者ノ雇入敷解

           雇敷及月末現在敷蚊二努務者

           一人一日當リ實就業時間

      第十二表 皿山爆雷者ノ賃金指数及月末

           人員指赦累月比較

      第十三表 交通螢務者ノ月末人員指敷

      第十四表 交通勢務者ノ賃金指敏

      第十五表 交通雑務者ノー日平均賃金

      第十六表 一交通事業當リ心素者ノ雇入

           数解雇敷及月末現在敏

      第十七表 交通螢務者ノ賃金指数及月末

一84一



      人員指敏累月比較

 第十八表 元日本銀行指敷二一連結シタル

      工場及鑛山ノ螢働人員指敷及

      賃金口繕

昭和20年10月分～21年12月分 全3表

 第一表 工場螢務者ノ賃金

 第二表 富山螢務者ノ賃金

 第三表交通勢務者ノ賃金

         （XA8208012D）

3207 内閣．統計局

   労働力調査結果表

     総務庁統計局所蔵 S43．3．27～5，14

      1337コマ H D 〔E〕

   内容：1）昭和21年10月～昭和22年6月迄 新推計

  （各月第1，3，4，6－8表）

 第1表 昭和○年○月1日ヨリ10日二至

  ル10日間二於ヶル 市郡別性別就業状

  態別年令別推計稼動力量

 第3表    市郡別性別就業状態別推

  計稼動力量

 第4表    性別従業上ノ地位別産業

  別推計従業者数

 第6表    市郡別性別種類別推計非

  稼動力量

 第7表    6大都市其ノ他ノ市及郡

  別性別失業者希望産業別推定割合

 第8表    市郡別性別稼動能力別推

  計人士

2）1947年7月〔第1～12表〕

 第1表 市郡別性別就業状態別年令別推

  計稼動力及非稼動力量

  第2表 市郡三都所天就業状態別面動力

  量割合〔性別〕

 第3表 全国性別就業状態別労働力時間

  別稼動力量（全国） （市部） （郡部）

 第4表 性別従業上の地位別就業時間別

  就業者（総）数（全国・全産業） （主な仕

  事の農林業のもの） （主な仕事の農林

  業以外のもの）主な仕事のない者及産

  業不詳の者就業時間別就業者（総）数

 第5表 性別「主な仕事」の産業及従業

  上の地位別就業者数

 第7表 性別「主な仕事」の産業別就業

  時間及「主な仕事」の就業時間並びに

  全一人当り平均時間

  第8表 市郡別性別稼動能力別推計人口

 第9表一1 市画餅性別「其の他の仕事］

   につき就業時間別推計数

                  一85一

第9表一2 産業別性別市郡別主な仕事

 を有する者，主な仕事と其の他の仕事

 を有する者，其の他の仕事のみ有する

 者の数

第10表 性別市郡別非労働力者の理由別

 推計非労働力量

第11表 休業中の全就業者につき性別市

 郡別休業の理由

第12表 就業者につき短時間就業又は不

 就業の日のある者の性別市戸別その理

 由

1947年8月〔第1～12表〕

第1表    〔全国〕（内地復員者に

 付き） （外地引揚者に付き） （世帯主

 ノミ）

第3表     （全国） （主な仕事の農

 林業のもの） （主な仕事の農林業以外

 のもの） （主な仕事のないもの）

第9表一2 ナシ

他は前月に同じ

1947年9月 （新推計）〔第1～13表〕

第1表 7月に同じ

第13表 性別市郡別部分就業者及失業者

 の求職期日別推計求職者数

他は前月に同じ

1947年10月 （新推計）〔第1～11表〕

第5表    （全国） （市部） （郡部）

第6表 性別「主な仕事」の産業及従業

 上の地位別稼動力時間（全国） （市部）

 （郡部）

第9表一2    （全国） （市部）

 （郡部）

第11表〔2表あり 1表は前に同じ〕

 〔一2〕  休業中の就業者数（年令g

 性別，市郡別）

他は前月（第10表まで）に同じ

1947年11月分 〔第1～12表〕

第7表 性別市郡別「主な仕事」の産業

 別     （全国） （市部） （郡部）

他は9月（第12表まで）に同じ

昭和22年12月分（新推計）〔第1～13表〕

第1表  （  ）就業状態別性別年令

 階級別市部郡部別数え年15才以上人口

 数

歯2表 性別市部郡部別都市別就業状態

 別稼動力者割合

第3表 従業上の地位別注業合計時間別

 性別就業者数

第4表 産業別従業上の地位別性別従業

 者数〔（全国） （市部） （郡部）〕



第5表 産業別就業者数及従業時間

第6表 特定産業別従業上の地位別産業

 別合計時間別性別就業者数

第8表前月に同じ

第9表一2 主な仕事の産業別「その他

 の仕事」の従業時間別性別市部郡部別

 「その他の仕事」の就業者数

第10表 前月に同じ

第11表   〃

第13表 性別求職期間別求職中の失業者

 数

昭和23年1月分 新地域新方法 〔第1～

13表〕

第1表 就業状態および年令階級別14才

 以上の人口数（全国市部郡部）

第2表性別市部郡部別六大都市及市階

 級別就業状態別稼動力者割合

第3表 従業上の地位別従業合計時間別

 性別就業者数

歯4表 産業別従業上の地位別性別就業

 者数

第5表 産業別従業合計時間別性別就業

 者数

第6表 特定産業別従業上の地位別就業

 合計時間別性別就業者数

第7表 市部郡部別性別年令別従業合計

 時間別就業者数

歯8表 稼動状態別性別市部郡部別人口

 量

産9表の1 予定の仕事の産業別性別市

 部郡部別その他の仕事の就業者割合

第9表の2 予定の仕事の産業別「その

 他の仕事」の従業時間別性別市部郡部

 別「その他の仕事」の就業者数

第9表の3 予定の仕事の産業別其の他

 の仕事に従事した者の就業時間

第10表 市部郡部別性別非稼動力の理由

 別非稼動力者数

第11表 休業中の就業者数（年令，性別，

 市郡別） （新推計）

第11表 市部郡部別性別休業理由別休業

 中の全就業者数

第12表 市部郡部別性別短時間就業の理

 箇別短時間就業者数

第13表 性別求職期間別求職中の失業者

 数

昭和23年1月分 旧地当量方法

第1表 22年12月に同じ

第11表 上記第11表の第2表に同じ

第2表，第9表一3 ナシ

一86一

他は新地域新方法に同じ

昭和23年1月分 新地域旧方法

表番・表題一旧地域北方法一に同じ

昭和23年1月分 旧地域新方法

表番・表題一昨地域1日方法一に同じ

昭和23年2月分 〔第1～12表〕

第2表 性別市部郡部別丁大都市階級別

 就業状態別稼動力者割合

第4表 産業別従業上の地位別性別就業

 者〔産業大分類〕

  〔一2〕 産業別就業上の地位別性

 別従業者数 〔産業3区分〕

第9表一1 ナシ

他は上記（第12表まで）に同じ

昭和23年3月分〔第1～13表〕

第2表，13表 1月分一新地域新方法

 一に同じ

第7表 ナシ

他は前月に同じ

昭和23年4月分 〔第1～12，付表〕

第6表    〔男女計〕〔男・女別〕

 （2表アリ）

第9表一1～3 1月分一新地域新方

 法一一に同じ

付表 予定の仕事の産業別就業時間別男

 女臼賃仕事就業者数（全国）

第7表 ナシ

他は2月分に同じ

昭和23年5月分〔第1～12表〕

第1表 就業状態別15才以上人口数（男

 女別年令階級別） 年令は数え年によ

 る

第2表 就業状態別15才以上人口割合

 （市部郡部別男女別都市階級別）数え

 年15才以上の者のみ

第3表 従業上の地位別従業時間別就業

 者数（男女別） 同上

第4表 産業別従業上の地位別就業者数

 （男女別） 同上 〔産業大分類〕

 〔産業3区分〕 （2表アリ）

第5表産業別従業時間別就業者数（男

 女童） 同上

第6表特定産業別従業上の地位別従業

 時間別（男女別） 同上

第7表 年令別従業時間別就業者数（男

 女別） 同上

第8表 労働力人口及非労働力人口（市

 部郡部別男女別）

第9表の2 予定の仕事の産業別「その

 他の仕事」の従業時間別その他の従業



 者数（市部郡部別男女別）

第10表 非労働力の理由別非労働力人口

 （市部郡部別男女別）

第11表 休業理由別休業中の就業者数

 （市部郡部別男女別）

第12表 理由別短時間就業者数（市部郡

 部別男女別）

昭和23年6月分〔第1～14表〕

第4表     〔産業大分類〕のみ

第6表 一就業者数（男女別）

 数え年15才以上の者のみ

第13表 求職期間別失業者数（男女別）

第14表 前職の産業別従業上の地位別失

 業者数（市郡別男女別） （全国）

第7表 ナシ

他は前月に同じ

昭和23年7月分〔第1～12表〕

第6表   〔男女計〕〔男女別〕

 （2表アリ）

第9表の1 予定の仕事の産業別その他

 の仕事の従業者割合（市部郡部別男女

 別）数え年15才以上の者のみ

第9表の3 予定の仕事の産業別其の他

 の仕事に従事した者の就業時間

他は前月（第12表まで）に同じ〔但し，

第9表の2～12表に「数え年15才以上の

者のみ」の注あり 以下8，9月も同じ〕

昭和23年8月分〔第1～12表〕

第4表     〔大分類〕 1表のみ

他は5月分に同じ

昭和23年9月分〔第1～13表〕

第12表一1     〔第2項について

の特計〕 数え年15才以上の者のみ

他は6月分（第13表まで）に同じ

昭和23年10月分〔第1～18表〕

第1表a～d 就業状態別15才以上人口

数（男女別年令階級剛情配偶別） （全国）

（東京都・大阪市及その衛星都市） （京

都市・名古屋市） （横浜市及その衛星都

市・神戸市及その衛星都市） 年令は数

え年による

第2表 就業状態別稼動力者割合（市部

 郡部別男女別） 数え年15才以上の者

 のみ

第3表a～c 産業別従業上の地位別就

 業時間別就業者数（男女別） （全国）

 （東京都） （大阪市及その衛星都市）

 同上

第4表 ナシ

第5表 農非農別従業合計時間別就業者

一87一

 数（男女別）

第8表（a） 稼動力状態別人口数（市

 口早男女別）

第8表（b） 労働力人口及び非稼動力

 人口（市部郡部別男女別 14才以下を

 含む）

第10表 予定の仕事の産業別其の他の仕

 事に従事した者の就業時間

第11表 予定の仕事の産業別其他の仕事

 の従業者数及割合（市部郡部別男女別）

 数え年15才以上の者

第12表 予定の仕事の産業別其他の仕事

 の従業時間別其他の仕事の就業者数

 （同上） 同上

第13表 理由別非稼動力者数（同上）

 同上

第14表 理由別休業中の就業者数（同上）

 同上

第15表 前月第12表一1に同じ

第18表 予定の仕事の産業別就業時間別

 賃仕事就業者数

昭和23年11月分〔第1～15表 付表）

第1表～3表前月に同じ

第4表a，b 年令別従業上の地位別就

 業時間別有配四則就業者数（男女別）

第5表前月に同じ
第6表 三二農別配偶関係別年令別就業

 者数（男女別）

第7表 19才以下各才別従業時間別就業

 者数（男女別）

第8表a 前月に同じ

第8表b 稼動力状態別人口数（男女別）

 六大都市ノミ

第12表～15表 前月に同じ

付表1 30才以上の従業者を有する事業

 所に従事した特定産業別就業者数

付表2     〔特定産業区分に1表

 と相異あり〕

昭和23年12月分〔第1～16表〕

第1表～3表 前月に同じ〔但し，第1

 表e（市部。郡部）あり〕

第4表（a） 年令別産業別従業上の地

 位別就業者数（男女別）

第4表（c） 年令別就業時間別就業者

 数（男女別）

第5表 前月に同じ

第8表一a 前月に同じ

第8表一b 稼動状態別人口数（六大都

 市 男女別）

第12表～15表 前月に同じ



 第16表 求職期間別失業者数

3）昭和25年1月分〔第1～13表〕

  第1表 男女別労働力状態別人口数

  第2表 就業状態別および年令階級別14

   才以上の人口数

  第2表（a’） 就業状態別年令別14才以

   上の人口数 〔全国・市部・郡部〕

  第2表（b’）     〔六大都市・東

   京都・大阪市およびその衛星都市〕

  第3表（a） 仕事Aの産業別従業上の

   地位別就業者数

  第3表（b）      就業時間

   別就業者数

  第3表（c） 産業別従業上の地位別就

   業者数

  第3表（d）    〔六大都市・東

   京都・大阪市及び其衛星都市〕

  第4表 仕事Aの農非農別就業合計時間

   別従業上の地位別就業者数 〔全国・

   市部・郡部〕

  第8表 仕事Aの産業別合計就業時間別

   仕事Aの従業者数

  第9表（a） 仕事Aの産業別仕事Bの

   就業時間別2つ以上の仕事をもつ就業

   者数

  第9表（b） 仕事Aの片里農別従業上

   の地位別仕事Bの就業時間別2つ以上

   の仕事をもつ就業者数

  第9表（c） 仕事Aの農非農（別）従

   業上の地位別仕事Bの就業時間（別）

   合計就業時間別2つ以上の仕事を有す

   る就業者数

  第9表（d） 仕事Aの白和農別仕事B

   の従業上の地位別及び就業時間別仕事

   Bの内農業就業時間を有する就業者数

   〔2表アリ〕

  第11表（a） 求職非求職別就業希望時

   間別年令別就業希望者数

  第11表（c） 求職非求職別世帯上の地

   位別製業希望時間別就業希望者数

  第12表（a） 産業別従業員数別自営業

   主事

  第13表 理由別非労働力人口

  昭和25年2月分〔第1～［7（b）表〕〕

  第1，2表 前月に同じ

  第2表（a） ナシ

  第2表（b） 前月に同じ

  第2表（d） 就業状態別配偶関係別年

   令別14才以上の人口数

  第3表（a） ナシ

                   一88一

 第3表（b） ～第4表前月に同じ

 第6表 仕事Aの農非農別配偶関係別年

   令別就業者数

 第7表（a） 仕事Aの農非農別及び就

   業時間別14才～19才就業者数

 第7表（b） 仕事Aの産業別従業上の

   地位別就業時間別14才～19才の就業者

  数（XA8208013D）
4）労働力調査結果基本表

  昭和二十六年一月分～三月分（昭和26，

   3．8～5．10作成） （各月 全9表）

  第1表 総人口

 第2表 就業状態および年令階級別14才

   以上人口数（全国市部郡部）

  第3表 産業および従業上の地位別就業

   者数（全国）

  第4表 農非特別合計就業時間別就業者

  数（全国）

  表番なし 就業状態別労働力人口数

  同上   従業中の農非農別男女別数

  同上   雇用者の目口農事男女乱数

  同上   製造業男女別

  同上   〔男女別総人ロ，14才以上の

   人口，13才以下の人口（京都市・名古

   屋市・横浜市およびその衛星都市・神

   戸市およびその衛星都市）〕

          （XA8208012D）

5）労働力調査結果表

  昭和39年8月分～12月分（各月全30表）

  基本人口表

  第1表 おもな活動状態および就業状態

   別15才以上人口

  第2表就業状態および年令階級別15才

   以上人口

  第3表 年令階級別およびおもな活動状

   態別15才以上人口

  第4表 就業状態年令階級別および配偶

   関係別15才以上人口（女のみ）

  第5表 就業状態および世帯主との続き

   別別15才以上人口

  第6表農・非農従業上の地位および世

   帯主との続き柄別就業者

  第7表農・帰農従業上地位および年令

   階級別就業者（総数） （単身者） （一

   般世帯） （耕地1反以上の世帯） （耕

   地5反以上の世帯） （耕地1反以上5

   反未満の世帯） （耕地1反未満の世葡

   （家業を営む世帯） （勤労者の世帯）

   （その他の世帯）（世帯の種類不詳）

   （市部） （郡部）



     第8表農業および従業の地位別就業者

     第9表 産業および年令階級別就業者

     第10表 職業および従業上の地位別就業

      者

     第11表 職業および年令階級別就業者

     第12表 産業および職業別就業者

     第13表 農・非農従業上の地位および従

      業員規模別就業者

     第14表 産業および従業員規模別雇用者

     第15表 産業および経営組織別雇用者

     第16表 年令階級，農。非農および週間

      合計就業時間別蹴業者

     第17表 農・非農従業上の地位および週

      間合計就業時間別就業者

     第18表 産業および従業上の地位別おも

      な仕事の平均就業時間

     第19表 従業員規模および週間合計就業

      時間別非農林業雇用者

     第20表 年令階級および求・非求別転職

      希望者，追加就業希望者，就業希望者

     第21表 世帯主との続き柄および求・非

      劇中転職希望者，追加就業希望者，就

      業希望者

     第22表 農・非礼従業上の地位および求・

      非求別転職希望者，追加就業希望者

     第23表 産業別転職希望者，追加就業希
      マ  
      者

     第24表 職業別転職希望者，追加就業希

      望者

     第25表 農非農従業員規模別転職希望者，

      追加就業希望者

     第26表 農非農週間合計就業時間別転職

      希望者，追加就業希望者

     第27表 おもな活動状態および本・副希

      望別就業希望者

     第28表 今月および前月の就業状態，農

      縄手従業上の地位および非農林業雇用

      者の従業員規模，非労働力人口のおも

      な活動別15才以上人口

     第29表 今月および前月の就業状態およ

      び産業別15才以上人口

             （XA8208011D）

注） 本調査の結果報告は月別が昭和23年3月より

 公刊されている。 「綜合報告書」には昭和22年7

凋分（修正済）より掲載されている。

4．府県「勧業年報」

 主に明治中・後期に各府県で刊行した所謂「勧業年報」

については，当文献センターの主要整備資料として，設立

当初より収集を心がけてきていた。特に．昭和54年度から

3ヶ年文部省特別事業費によるプロジェクトで全国的な調

査と収集に努めた結果，これまでに刊行状況の判明した分

については全資料を把握し，収集することが出来た。この

コレクションは原本で所蔵している分もあるが，大部分は

マイクロフィルムからの複製版であるのが特徴である。こ

れのフィルム・リストは先に当文献センター「統計資料シ

リーズNo25』として刊行した『明治期における府県総括統

計書書誌』の附録とでもなるべきであったが，諸般の事情

により収録できなかった。こ、に上記書誌の所蔵欄の増補

・訂正ということも含めて，フィルムによる部分のものを

まとあた。

3208 北海道庁 勧業年報

   第一回 明治十九年 明治21．8 N E

                  （XA8108001）

   第二回 明治二十年 明治22、8 D E

                 （XA7908072D）

   第三回 明治二十一年 明治23．7 N E

                  （XA79Q8061）

   第五回 明治二十三年 明治25．3 N E

                  （XA8008045）

   第六回 明治二十四年 明治26．3 N E

                  （XA8008045）

   第八回 明治二十六年 明治27．11 N E

                  （XA8108001）

   第九回 明治二十七年 明治29．3 N E

                  （XA7908061）

   第十回 〔明治二十八年〕 明治29．11 N E

                  （XA7908065）

   ．第十一回 明治二十九年 明治30．12 N E

                  （XA7908061）

   第十二回 明治三十年 明治32．2 N E

                  （XA8108001）

   第十三回 明治三十一年 明治33．3 N E

                  （XA7908065）

   第拾五回 明治三十三・三十四年 明治36．2 N

     E          （XA8108002）

   第拾七回 明治三十六年 明治37，12 N E

                  （XA8108002）

   第拾八回 明治37年  明治38．11 N E

    年次は「例言」による    （XA8108002）

   第拾九回 明治三十八年 明治40．1 N E

                  （XA8108003）

3208－1札幌県 勧業年報

   第一  明治15年 明治18．2 N E

    年次は「緒言」による    （XA7908122）

   第蔵回 明治16年  明治18，11 N E

    回次は目次，年次は「凡例」による

                  （XA7908065）
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3208－2 根室県 勧業年報

   第一回 明治十五年 明治17．8 N E

                 （XA7908099）

3209青森県 勧業年報

   明治廿一年 明治23．9 D E

                （XA7908072D）

   明治廿二年 明治24．6 N E

                 （XA8008045）

   明治升三年 明治25，10 D E

                （XA7908072D）

   明治升四年 明治26．8 N E

                 （XA8008045）

   明治廿五年 明治27．7 N E

                 （XA8108003）

   明治廿六年 明治28．5 N E

                 （XA8108003）

   明治廿七年 明治29．4 N E

                 （XA8108003）

   明治廿八年 明治30，5 N E

                 （XA8108004）

3210岩手県 勧業年報

   第一次 明治11／17年  明治18．7 D E

    年次は「緒言」による  （XA7908072D）

   第三次 明治19年    明治23．7 N E

    年次は「凡例」による    （XA7908062）

   第七次 明治27年    明治29．4 N E

    同上           （XA7908062）

   第九次 明治29年    明治31．7 N E

    年次は「例言」による    （XA7908062）

   第十次 明治30年    明治32．5 N E

    同上           （XA7908062）

   第十一次 明治31年   明治33．5 N E

    同上           （XA7908062）

3211宮城県 勧業年報

        明治三十年 明治31．12 N E

                 （XA7908076）

3212秋田県 勧業年報

   第壼回 明治十一年目〔明治   〕 N E

    回次・年次は「目次」による （XA8022001）

   第四回 明治十四年 明治15．10 N E

                 （XA7908128）

   第五回 明治十五年 明治16．12 D E

                （XA7908072D）

   第六回 明治十六年分 〔明治   〕 N

                 （XA8108004）

   第七回 明治十七年分 〔明治   〕 N

                 （XA8108004）

   第八回 明治十八年分 〔明治19．12〕 N E

                 （XA7908128）

   第九回 明治十九年分 〔明治20．9〕 N E

                 （XA7908128）

   第十回 明治二十年分 明治22．3 N E

                 （XA7908128）

   第十一回 明治二十一年分 明治22．7 N E

                 （XA7908128）

   第十二回 明治二十二年 明治24．4 N E

                 （XA7908128）

   第十三回 明治二十三年 明治25，4 N E

                 （XA8008045）

   第十四回 明治二十四年 明治26．4 N E

                 （XA7908076）

   第十八回 明治三十年 明治31，7  N E

                 （XA8022001）

   第十九回 明治三十一年 明治33．3 N E

                 （XA7908066）

   第二十回 明治三十二年 明治34，4  N E

                 （XA8108004）

   第二十二回 明治三十四年 明治36．3 N E

                 （XA7908066）

   第二十三回 明治三十五年 明治37．3 N

                 （XA8108004）

   第二十四回 明治三十六年 明治38．2 N

                 （XA8108004）

3213山形県 勧業年報

   第二回 〔明治14年〕 明治15．9 N E

                 （XA8108005）

       明治十五・六年度 明治17，12 N E

                 （XA8108005）

       明治十七年度 明治18．12 N E

                 （XA8108005）

   第三回 明治二十四年 明治26．5 N E

                 （XA7908062）

   第六回 明治二十七年 明治29，5 N E

                 （XA7908062）

   第十回 明治三十一年 明治33．6 N E

                 （XA7908066）

   第十一回 明治三十二年 明治34，5 N E

                 （XA8108005）

   第十四回 明治35年 明治37．8 N E

    年次は「凡例」による    （XA8108005）

   第十六回 明治37年 明治40．3 N E

    同上           （XA8108006）

   第十七回 明治38年 明治41，4 N E

    同上           （XA8108006）

   第十八回 明治39年  明治42．2 N E
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3214

3215

3216

  同上           （XA8108007）

 第十九回 明治40年 明治42．10 N E

  同上           （XA8108007）

 第二十回 明治41年 明治43．7  N E

  同上           （XA8108008）

福島県 勧業年報

 第一回 明治十一年  明治12，3 N E

               （XA7908062）

 第二回 明治十二年  明治13．3 N E

               （XA79Q8062）

 第三回 明治13年  明治20．7 D E

  年次は「例言」による  （XA7908073D）

茨城県 勧業年報

〔第一回〕 明治十四年分 〔明治15．1〕 N E

      （XA7908069，〔XA7908122〕）

〔第二回〕 明治十五年分 〔明治16．1〕 N E

               （XA7908069）

 第三回  明治十六年分 〔明治   〕 N E

               （XA7908069）

 第四叩  明治十七年分 〔明治   〕 N E

               （XA7908071）

 第五回  明治十八年分 〔明治   〕 N E

               （XA7908067）

 第六回  明治十九年分 〔明治   〕 N E

               （XA7908122）

 第七回  明治二十年分  明治21．12 D E

              （XA7908073D）

 第三戴回 明治二十五年分 明治27．5 D E

              （XA7908073D）

 第拾参回 明治二十六年分    明治28．5 N

  E

  撮影底本には表紙欠    （XA7908071）

 第拾五回 明治廿八年分 明治30．5 N E

       （XA7908063，XA7908071）
 第拾六回 明治廿九年分 明治31．5 N E

               （XA7908071）

 第拾八回 明治三十一年分 明治33．5 N E

               （XA7908071）

 第再拾回 明治参拾参年分 明治35．3 N E

               （XA8108008）

 第二十一回 明治三十四年 明治36，6 N E

               （XA8108008）

栃木県 勧業年報

      明治三十三年 明治35．5 N E

               （XA7908066）

      明治三十五年 明治37．4 N E

               （XA8108008）

3217

3218

3219
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     明治三十七年 明治39．6 N E

               （XA8108008）

     明治三十八年 明治40．8 N E

               （XA8108009）

     明治三十九年 明治41．11 N E

               （YE7301006）

     明治四十一年遅明治43，7 N E

               （YE7301007）

     明治四十二年 明治45．3 N E

               （YE7301008）

     明治四十三年 大正2，3  N E

      P．181～184乱丁あり（YE7301009）

群馬県 勧業年報

     明治2（輝   明治22．6 D E

  年次は「緒言」による  （XA7908073D）

     明治21年   明治23，10 D E

  同上          （XA7908073D）

     明治23年   明治25．3 D E

  同上         （XA7908073D）

埼玉県 勧業年報

     明治三十二年 明治34．5 N E

               （XA8108009）

     明治三十三年 明治35，4 N E

               （XA8108009）

     明治三十四年 明治35，12 N E

               （XA7908084）

     明治三十五年 明治36．11 N E

               （XA8108009）

     明治三十六年 明治37．11 N E

               （XA8108010）

     明治三十七年 明治38，11 N E

               （XA8108010）

千葉県 勧業年報

 第一回 明治14年 明治15．11  N E

  年次は「凡例」による    （XA7908084）

 第二回 明治15年 明治16．6  N E

  同上           （XA7908084）

 第三回 明治16年半明治17．6  N E

  同上           （XA7908085）

 第四回 明治17年 明治18．6  N E

  同上           （XA8108010）

    明治21年 明治24．3  N E

  同上           （XA7908066）

 第六回 明治28年 明治30．6  N E

  同上           （XA7908066）

 第十一回 明治33年 明治35．2 N E

  年次は「緒言」による    （XA8108010）



3220

3221

3222

3223

東京府 勧業年報

 第一回 明治20年 明治22，4 N E

  年次は「凡例」による   （XA8008046）

 第二回 明治21年中明治22．12 N E

  回次・年次は「凡例」による （XA8008046）

 第三回 明治二十二年中明治24．4 N E

  回次は「凡例」による   （XA8008047）

神奈川県 勧業年報

    明治三十三年 明治35．4 N E

               （XA8108010）

     明治三十五年 明治37．4 N E

               （XA7908090）

     明治三十六年 明治38．3 N E

               （XA7908090）

     明治三十七年 明治39．3 N E

               （XA7908090）

新潟県 勧業年報

 第四回 明治21年 〔明治23．3〕 N E

  年次は「例言」による    （XA7908081）

 第五回 明治22年 〔明治24． 〕 N

  同上 原本所蔵あり     （XA7908081）

 第六回 明治23年  明治26．4  N E

  同上           （XA8008015）

 第七回 明治25年  明治27．5  N E

  同上           （XA8008047）

 第八回 明治26年  明治28．8  N

  同上 原本所蔵あり     （XA8108014）

 第十五回 明治33年 明治35．5  N E

  年次は「凡例」による    （XA8108014）

 第十六回 明治34年 明治35．12  N E

  同上           （XA8108014）

富山県 勧業年報

 第武回 明治十七年 明治19．2 N E

       （XA7908070， XA7908071）
 第三回 明治十八年 明治20．4 N E

       （XA7908070， XA7908071）

 第四回 明治十九年 明治21．5 N E

       （XA7908070， XA7908071）

 第八回 明治二十三年 明治25，4 N E

               （XA8008047）

 第十一回 明治二十六年 明治28．4 N E

               （XA8108015）

 第十二回 明治二十七年 明治29．8 N E

               （XA7908070）

 第十三回 明治二十八年 明治30．5 N E

               （XA7908070）

 第十五回 明治三十年  明治32．8 N E

                 （XA7908083）

3224 石川県 勧業年報

   第三回 明治十三年 明治14．3 N E

                 （XA7908083）

   第九回 明治二十一年 明治24，5 N E

                 （XA8108029）

   第拾回 明治二十二年 明治24，11 N E

    回国は「目次」による    （XA8008047）

   第十三回 明治二十五年 明治27，3 N E

                 （XA7908066）

   第十八回 明治三十年 明治32，4 N E

                 （XA7908066）

3225福井県 勧業年報

   第二回 〔明治15年〕 明治16，9 D E

                （XA7908073D）

   第三回 〔明治16年〕 明治17，11 D E

                （XA7908073D）

   第五回 明治21年 明治22．11 D E

    年次は「凡例」による  （XA7908074D）

   第六回 明治22年 明治23．12 D E

    年次は「例言」による   （XA7908074D）

   第七回 明治23年 明治24．12 D E

    同上          （XA7908074D）

   第八回 明治24年 明治26．2 N E

    同上           （XA8008048）

   第九回 明治二十五年分 明治27，3 N E

    附録「福井県農商工統計捷覧」（1舗）は撮影な

    し             （XA8108015）

   第十回 明治二十六年分 明治27．12 D E

                （XA7908074D）

   第十一回 明治二十七年分 明治28．11 D E

                （XA7908074D）

   第十七回 明治三十三年 明治35，4 N E

                 （XA8108015）

   第十八回 明治三十四年 明治36．5 N E

                 （XA7908076）

3226 山梨県 勧業年報

   第一回 明治十二年 〔明治   〕 N E

    回国・年次は「目次」による （XA8108014）

3227長野県 勧業年報

   第一回 明治十一年 〔明治   〕 N E

                 （XA7908090）

   第三回 明治十三年 〔明治   〕 N E

                 （XA7908099）

   第四回 明治十四年 〔明治   〕 N E

                 （XA7908099）
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   第五回 明治十五年 〔明治   〕 D E

                 （XA7908078D）

   第六回 明治十六年 明治17．12  D E

                 （XA7908074D）

   第十五回 明治25年 明治27．6 N E

    年次は「例言」による    （XA8108014）

   第十六回（明治26年）〔別冊〕 附録「長野県物産

    輸出入表」 N E     （XA8108096）

       明治四十年 明治42．6 N E

                  （XA7908067）

       明治四十二年 明治44．4 N E

                  （XA7908067）

3228岐皐県 勧業年報

   第五回 明治十六年 〔明治   〕 N E

                  （XA7908083）

       〔明治17年目 〔明治   〕 N E

                  （XA7908084）

   第七回 明治十八年 〔明治   〕 N E

                  （XA7908084）

       明治三十一年 明治32，8 N E

                  （XA7917001）

       明治三十二年 明治33，8 N E

                  （XA8008016）

       明治三十三年 明治34．11 N E

                  （XA8108016）

       明治三十五年 明治36．10 N E

                  （XA8108011）

       明治三十六年 明治37．9 N E

                  （XA7917001）

       明治三十八年 明治39．11 N E

                  （XA7908081）

       明治三十九年 明治40．11 N E

                  （XA8008015）

       明治四十年 明治41．12 N E

                  （XA7908063）

3229静岡県 勧業年報

   第三回 明治十六年 〔明治   〕 N E

                  （XA7908090）

       明治三十四年（巻之壷）  明治36．4

    N E            （XA8108015）

       明治三十四年（巻之武）  明治36．6

    NE     （XA8108015）

3230愛知県 勧業年報

       明治二十八年 明治29．12 N E

                  （XA8108015）

       明治二十九年 明治30，12 N E

                  （XA8108015）

       明治三十年 明治32．4 N E

    年次は「目次」による    （XA7908076）

       明治31年  明治32．12 N E

    年次は「凡例」による    （XA7908076）

       明治三十二年 明治34．5 N E

                  （XA7908091）

       明治三十三年 明治34．9 N E

                  （XA8108G16）

       明治三十四年 明治35，9 N E

                  （XA8108016）

       明治三十七年 明治38．11 N E

                  （XA7908069）

       明治三十八年 〔明治   〕 N E

                  （YH7403001）

       明治三十九年 明治40．11 N E

                  （XA7908069）

3231三■県 勧業年報

       自明治十三年至同十四年 〔明治   〕

    NE     （YE7608003）
       十八年分 明治20．3 N E

                  （XA7908091）

       廿三年分 明治25．2 N E

                  （XA8008048）

       廿四年分 明治26．1 N E

                  （XA8008048）

   第拾七回 明治三十一年 明治32．8 N E

                  （XA7908086）

   第拾八回 明治班二年分 明治33．8 N E

                  （XA7908081）

   ．第拾九回目明治光三年分 明治34．7 N E

                  （XA7908087）

   第煎拾回 明治三十四年分 明治35．7 N E

    年次は「目次」による    （XA7908087）

   第廿一回 明治三十五年 明治37，1 N E

    回次は巻首，年次は「凡例」による

                  （XA8108011）

   第升二回 明治三十六年 明治38．5 N E

3232
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  同上

 第二十三回 明治三十七年 明治39，6

  同上

滋賀県 勧業年報

 第一回 明治十二年 〔明治

 第三回 明治十四年 〔明治

 第四回 明治十五年 〔明治

 第五回 明治十六年 〔明治

（XA7908086）
    N E

（XA7908082）

 〕 N E

（XA8021001）

 〕 N E

（XA7908071）

 〕 N E

（XA8008057）

 〕 N E



                  （XA8008057）

    第六回 明治十七年掛〔明治   〕 N E

                  （XA8108016）

    第七回 明治十八年 〔明治   〕 N E

                  （XA8008057）

    第八回 明治十九年 明治21．6 D E

                 （XA7908075D）

    第九回 明治二十年 明治22．5 N E

                  （XA8008057）

        明治廿五年 〔明治   〕 N E

                  （XA8008059）

3232一附 滋賀県 農商工要覧

       明治二十三年 明治25．8 D E

                 （XA7908080D）

3233京都府 勧業年報

    第一回 〔明治14年〕 明治17．8 N E

                  （XA8108011）

   第威回 明治15・16年 明治18．7 N E

    年次は「緒言」による    （XA7908086）

    第三回 〔明治17年〕 明治19．8 N E

                  （XA8108011）

   第四回 明治19年   明治20．7 N E

    年次は「例言」による    （XA8108011）

   第六回 明治21年   明治22，10 N E

    同上           （XA8108029）

   第七回 明治22年   明治23，12 N E

    年次は「凡例」による    （XA8008048）

   第八回 明治23年   明治24．12 N E

    同上           （XA8008048）

   第九回 明治24年   明治25，12 N E

    年次は「例言」による   （XA8008049）

   第十四回 明治29年  明治31．5 N E

    同上           （XA7908063）

   第十五回 三十年分 明治32．7 N E

                  （XA8108017）

   第拾七回 光二年分 明治34．6 N E

                  （XA8108018）

   第拾八回 計三年分 明治35．5 N E

                  （XA8108018）

   第拾九回 明治三十四年 明治36．6 N E

                  （XA8108018）

   第試拾回 ．明治三十五年 明治37．3 N E

                  （XA8108018）

3234大阪府 勧業年報

   第四回 明治14年度 〔明治   〕 N E

    回次は「目次」，年次は「例則」による

                  （XA7908113）

   第五回 明治15年度 〔明治   〕 N E

     回次は「目次」，年次は「例言」による

                  （XA7908113）

    第六回 明治16年度  明治18．3 N E

     同上           （XA8108019）

    第七回 自明治十七年七月至同年十二月

     〔明治   〕 N E   （XA8108019）

   第十四回 明治24年  明治26．4 N E

    年次は「例言」による   （XA8008049）

   第十六回 明治26年  明治28．4 N E

    同上           （XA8108019）

   第十七回 明治27年  明治29．4 N E

    同上           （XA8108019）

   第十八回 明治28年  明治29．11 N E

    同上           （XA8108019）

   第十九回 明治二十九年 明治31，1 N E

                  （XA8108019）

   第二十一回 明治三十一年 明治33．7 N E

                  （XA8ユ08020）

   第二十二回 明治三十二年 明治34．2 N E

                  （XA8108020）

   第二十三回目明治三十三年 明治35．3 N E

                  （XA7908086）

3234一附 大阪府 農商要覧

         〔明治21年〕 明治22．2 D E

                 （XA7908080D）

3235兵庫県 勧業年報

   第三回 明治18年   〔明治20．4〕 N E

    年次は「凡例」による   （XA7908091）

   第四回 明治19年    明治21，5 D E

    同上          （XA7908075D）

   第八回 明治23年    明治24．10 N E

    年次は「例言」による    （XA8008049）

   第十回 明治25年    明治27．1 D E

    同上          （XA7908075D）

   第十一回 明治26年   明治28．4 D E

    同上          （XA7908075D）

   第十二回 明治27年   明治29，3 D E

    同上          （XA7908077D）

   第十三回 明治28年   明治30．5 D E

    同上          （XA7908077D）

   第十八回 明治三十三年 明治35．5 N E

                  （XA8108020）

3236奈良県 勧業年報

   第一回 〔明治32年〕 明治34．12 N E

                  （XA8108016）

   第二回 〔明治33年〕 明治35，8 N E

                  （XA8108017）

   第三回 明治三十四年・明治三十五年
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     〔明治   〕 N E

    回次・年次は「目次」による （XA7908085）

   第六回 明治三十九年 明治41．6 N E

                  （XA7908112）

   第七回 明治四十年 明治42．6 N E

                  （XA7908112）

   第八回 明治四拾生年 明治43．6 N E

                  （XA7908112）

   第九回 明治四十戴年 明治44．3 N E

                  （XA7908067）

3237和歌山県 勧業年報

   第一  〔明治11年〕〔明治

    回次は「目次」による

   第二  〔明治12年〕〔明治

   第三  〔明治13年〕〔明治

   第五  〔明治15年〕〔明治16．

   第六 明治十六年分 明治18，12

    年次は「目次」による

   第七 明治十七年分 明治19．3

    同上

   第八 明治十八年分 明治21．1

   第九

    治22．9 N E

   第十 明治廿二年分 明治24．4

   第十一 明治廿三年分 明治25．4

   第十二 明治廿四年分 明治25．

   第颪拾回 明治三十三年 明治35．3

   第二十一回 明治34年 明治36．3

    用次。年次は「緒言」による

   第廿三回 明治三十六年 明治38．4

    回次は1緒言」による

32銘 鳥取県 勧業年報

        明治26年   明治27．10

    年次は「例言」による

        明治二十八年 明治30．1

        明治三十一年 明治33．4

        明治三十二年 明治34．7

明治十九年置明治二十年・明治廿一年分

 〕 N E

（XA7908114）

 〕 N E

（XA7908114）

 〕 N E

（XA7908114）

 〕 N E

（XA7908099）
 N E

（XA7908114）

 N E

（XA7908114）

 N E

（XA7908114）

       明

（XA8108017）
 N E

（XA8008049）
  N E

（XA8008049）
12 N E

（XA8008049）

   N E

（XA8108017）
  N E

（XA8108017）
   N E

（XA8108017）

   N E

（XA7908094）
   N E

（XA7908091）
   N E

（XA7908064）
   N E

（XA7908064）

3239

3240

      明治三十三年 明治35．5 N E

               （XA8108020）

      明治三十四年 明治36．6 N E

               （XA8108020）

島根県 勧業年報

 第一回 明治十一年 〔明治   〕 N E

               （XA7908094）

 第二回 明治十二年 〔明治   〕 N E

               （XA8108021）

 第三回 明治十三年 〔明治   〕 N E

               （XA7908063）

 第四回 明治十四年 〔明治   〕 N E

               （XA79Q8063）

 第一次 〔明治15年〕 明治17．9 N E

               （XA8108021）

 第二次  明治16年  明治18．8 N E

  年次は「緒言」による    （YE7403012）

 第三次  明治17年  明治19．6 N E

  同上           （XA810802D

      明治18年  （嶋根県勧業雑報 第三十号

  付録） 〔明治20．3〕 N E

  年次は「例言」による    （XA8108096）

 第四回 明治20年  明治22．10 N E

  同上           （XA8108021）

     明治22年  明治24．3 N E

  同上           （XA8008050）

     明治二十三年 明治25．6 N E

               （XA8008050）

     明治二十四年 明治26．5 N E

               （XA8008050）

     明治二十五年 明治27。5 N E

               （XA7908063）

     明治二十六年 明治28．6 N E

               （XA8108021）

     明治二十八年 明治30．1 N E

               （XA8108029）

     明治三十年分 明治32．3 N E

               （XA8108029）

     明治三十二年分 明治34，5 N E

               （XA8108029）

     明治三十三年分 明治35．6 N E

               （YE7403013）

     明治三十四年分 明治36，3 N E

               （XA7908095）

     明治三十五年 明治37．5 N E

               （XA8108021）

岡山県 勧業年報

 第五回 明治十五年 〔明治   〕 N E
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                 （XA8108021）

   第十二回 明治二十二年 〔明治   〕 N E

                 （XA8008046）

   第十三回 明治二十三年 明治25，5 N E

                 （XA7908064）

   第十四回 明治廿四年 明治26．7 N E

                 （XA7908094）

   第十八回 明治廿八年 明治30．5 N E

    回次・年次は「目次」による （XA7908094）

   第十九回 明治二十九年 明治31．5 N E

                 （XA7908094）

   第二十一回 明治三十一年 明治33．1 N E

                 （XA7908094）

3241広島県 勧業年報

   第一回 明治十五年六月刊行 〔明治15．7〕N

    E           （XA7915001）

   第二回 明治十六年分 明治17．12 N E

                 （XA7915001）

   第三回 明治17年  〔明治18．12〕 N E

    年次は「例言」による    （XA8015001）

   第四回 明治18年  明治20．1 N E

    年次は「凡例」による    （XA8015001）

   第五回 明治十九年 〔明治21． 〕 N E

                 （XA8108021）

   第六回 明治20年  明治22．3 N E

    年次は「緒言」による    （XA8108021）

   第七回 明治二十一年 明治23．6 N E

                 （XA8108021）

   第八回 明治二十四年四月 明治24，5 N E

                 （XA8008050）

   第九回 明治二十五年十二月 明治26．3 N E

                 （XA8015001）

   第十二回 明治廿六年分 明治28．9 N E

                 （XA7908082）

   第十三回 明治二十七年分 明治29，12 N E

                 （XA8008015）

   第十四回 明治二十八年分 明治30，11 N E

                 （XA8108038）

   第十五回 明治廿九年分 明治31，12 N E

                 （XA8108038）

   第十六回 明治三十年分 明治33，3 N E

                 （XA7908095）

   第十八回 明治三十二年分 明治34．6 N E

                 （XA7908082）

   第十九回 明治三十三年分 明治35．5 N E

                 （XA8108022）

   第二十回 明治三十四年分 明治36．8 N E

                  （XA8108022）

   第二十一回 明治三十五年分 明治37．4 N E

                 （XA8108022）

   第二十二回 明治三十六年分 明治38．6 N E

                 （XA8108023）

   第二十三回 明治三十七年分 明治39．4 N E

                 （XA8108023）

   第二十四回 明治三十八年分 明治40．4 N E

                 （XA8108023）

   第二十五回 明治三十九年分 明治41，5 N E

                 （XA8108012）

   第二十六回 明治四十年分  明治41，12 N E

                 （XA7908088）

   第二十八回 明治四十二年分 明治44．4 N E

                 （XA7908088）

   第二十九回 明治四十三年分 明治45．3 N E

                 （XA7908087）

3242 山ロ県 勧業年報

   第一回 〔明治15年〕 〔明治15．12〕 N E

                 （XA8008017）

   第二回 〔明治16／18年〕 明治20，3 N E

    年次は「緒言」による

          （XA7908092，YE7403014）

   第三回 明治十九年 明治21．7 N E

                 （XA7908092）

   第四回 明治二十年分 明治22．7 N E

                 （XA7908092）

   第五回 明治二十一年分 明治22．12 N E

                 （XA8108024）

   第六回 明治二十二年分 明治24．5 N E

                 （XA8008050）

   第七回 明治廿三年分 明治24．12 N E

                 （XA8008050）

   第八回 明治廿四年分 明治25．12 N E

                 （XA8008050）

   第九回 明治廿五年分 明治26，10 N E

                 （XA8108024）

   第十回 明治廿六年分 明治28．2 N E

                 （XA8108024）

   第十一回 明治廿七年分 明治29．1 N E

                 （XA8108024）

   第十二回 明治廿八年分 明治30．4 N E

                 （XA7908092）

   第十三回 明治廿九年分 明治31．4 N E

                 （XA8108024）

   第十四回 明治三十年分 明治32．4 D E

                （XA7908078D）

   第十五回 明治三十一年分 明治33．3 N E

                 （XA7908092）

   第十六回 明治三十二年分 明治34，4 N E

                  （XA8108024）
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3243

3244

 第十七回 明治三十三年分 明治35．3 N E

               （XA8108024）

 第十八回 明治三十四年分 明治36．4 N E

               （XA8108024）

 第十九回 明治三十五年分 明治37．6 N E

               （XA7908092）

 第二十回 明治三十六年分 明治38．6 N E

               （XA7908092）

 第二十一回 明治三十七年分 明治39．9 N E

               （XA7908092）

 第二十二回 明治三十八年分 明治40．10 N E

               （XA7908093）

 第二十三回 明治三十九年分 明治41．9 D E

              （XA7908078D）

 第二十四回 明治40年    明治42，7 D E

年次は「凡例」による    （XA7908079D）

 第二十五回 明治四十一年 明治44．ユ N E

               （XA7908093）

 第二十六回 明治四十二年 明治44．9 N E

               （XA7908093）

 第二十七回 明治四十三年 明治45．6 D N

  E   （XA7908079D，YE7403015）
 第二十八回 明治四十四年 大正元．12 N E

               （XA7908093）

徳島県 勧業年報

 第四回 明治十六年 明治17，9 N E

               （XA7908099）

 第六回 明治十八年 明治19，5 N E

               （XA7908099）

 第七回 明治十九年 明治20，5 N E

               （XA7908099）

 第八回 明治廿年 明治21．6 N E

               （XA8108024）

     明治廿四年分 明治25．10 N E

               （YE7403016）

    明治廿五年分 明治26．12 N E

               （XA8108029）

    明治三十六年 明治38．4 N E

               （XA7908096）

     明治三十七年 明治39．5 N E

               （XA7908096）

香川県 勧業年報

     明治廿五年分 明治26，4 N E

               （XA8108024）

     明治廿七年 明治29．1 N E

               （XA8108024）

     明治三十一年 明治33．2 N E

               （XA7908095）

       明治三十二年 明治34．1 N E

                 （XA7908095）

       明治肘三年 明治35，1 N E

                 （XA8108025）

       明治三十四年 明治36．3 N E

                 （XA8108025）

       明治三十五年 明治37．3 N E

                 （XA8108025）

       明治三十六年 明治38，5 N E

                 （XA7908095）

       明治三十七年 明治39．5 N E

                 （XA7908099）

3245愛媛県 勧業年報

   第三號 明治十三年 〔明治   〕 N E

                 （XA7908122）

       〔明治18年〕 明治19．12 N E

                 （XA7914001）

       明治十九年分 明治21．5 N E

                 （XA7914001）

       明治二十年分 明治22．3 N E

                 （XA7914001）

       〔明治26年〕 明治28．4 N E

                 （XA7908096）

       明治27年 明治29．5 N E

    年次は「凡例」による   （XA7908096）

       明治三十年 明治32，5 N E

                 （YE7403017）

       明治三十二年分 明治34，7 N E

                 （YE7403018）

       明治三十三年分 明治35。6 N E

                 （XA8108025）

       明治三十四年分 明治36．5  N E

                 てXA8108025）

       明治三十六年 第一報 明治37．5 N

    E             （XA7908097）

       明治三十六年 第二報 明治38．5 N

    E           （XA7908097）

       明治三十七年分 明治39，6 N E

                 （XA8108025）

       明治三十八年分 明治40．3 N E

                 （XA8108025）

       明治四十年調査 明治41．2 N E

                 （XA7908068）

       明治四十一年 明治42，5 N E

                 （XA8108011）

       明治四十二年調査 明治42．12 N E

                 （XA8108011）

       明治四十三年調査 明治44．6 N E

                 （XA8108025）
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3246高知県 勧業年報

    第一回 自明治四年至全十三年 〔明治   〕

     NE     （YE7403019）

3247福岡県 勧業年報

   第一回 從明治十一年一月至同年十二月

    〔明治   〕 N E   （XA7608006）

    第二回從明治十二年一月至明治十二年十二月

    〔明治   〕 N E   （XA7608006）

   第五回目自明治十五年一月至論年十二月

     明治17，5 N E    （XA7908097）

   第六回 自明治十六年一月至同年十二月

    明治18．9 N E    （XA8108012）

   第七回 自明治十七年一月至同年十二月

    〔明治   〕 N E    （XA8108026）

   第八回 自明治十八年一月至同年十二月

    〔明治   〕 N E    （XA8108026）

   第九回 自明治十九年一月至同年十二月

    明治21．3 D E   （XA7908079D）
   第十回 自明治二十年一月至同年十二月

     明治22．11 N E    （XA8108012）

   第十一回 自明治廿一年一月至同年十二月

     明治24．5 D E    （XA7908079D）
   第十二回 自明治廿二年一月至同年十二月

    明治25．1 N E    （XA8008050）

   第十六回 明治27年目明治29．4 N E

    年次は「例言」による    （XA8108026）

   第二十回 明治31年 明治33．5 N E

    同上          （XA7908097）

   第廿二回目明治三十三年・明治三十四年分

    明治35，11N E    （XA8108026）
   鴬野三回目明治三十五年分 明治37．4 N E

                  （XA8108027）

   第廿四回目明治三十六年分 明治38，4 N E

                  （XA8108027）

3247刊 福岡県 農商工統計表

   第一回 明治十九年 明治20．7 D E

                 （XA7908079D）

   第三  明治21年  明治22．9 D E

    年次は「凡例」による  （XA7908079D）

32鵯 佐賀県 勧業年報

       明治廿三年 明治25．6 N E

                  （XA8008050）

       明治廿四年 明治26．3 N E

                  （XA7908096）

       明治廿七年 明治29．7 N E

                  （XA8108012）

       明治廿八年 明治29．11 N E

3249長崎県

   第一回 〔明治15年〕 〔明治

    回次は「目次」による

   第二回目明治十六年 〔明治

3250熊本県 勧業年報

   第七回 明治十八年 〔明治

   第拾回 明治廿一年分 〔明治

   第拾壷回 明治廿二年分

   第二威回 明治廿三年分

   第拾三回 明治廿四年分

   第拾四回 明治廿五年分

   第拾五回 明治廿六年分

3251大分県
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           （XA8108027）

 明治二十九年 明治31，3 N E

           （XA8108027）

 明治三十年 明治33．1 N E

           （XA7908098）

 明治三十一年 明治33．5 N E

            （XA7908122）

 明治三十二年 明治34．1 N E

           （XA7908122）

 明治三十四年 明治35，12 N E

    （XA8008016，YH7403002）
 明治三十五年 明治37．4 N E

           （XA8108028）

 明治三十六年 明治38，6 N E

           （XA7908098）

勧業年報

勧業年報

  明治二十二年

  明治二十四年

  明治三十一年

  明治三十二年

  明治三十四年

  明治三十五年

  〕 N E

（XA7908098）

 〕 N E

（XA7908098）

明治24．3

明治25．3

明治26，5

明治27．5

明治29．4

 〕 N E

（XA8108028）

  〕 N E

（XA7908068）
   N E

（XA8008050）
   N E

（XA8008050）
   N E

（XA8108012）
   N E

（XA8io8012）
   N E

（XA8108028）

明治24．4 N E

   （XA8008050）

明治26．6 N E

   （XA8008050）

明治33．4 N E

   （XA7908096）

明治34．3 N E

   （XA7908096）

明治36．5 N E

   （XA8108012）

明治36，4 N E



3252

3253

       （XA7908068， XA7908096）

      明治三十六年 明治38．3 N E

               （XA7908068）

      明治三十七年 明治39．5 N E

               （XA7908068）

      明治三十八年 明治40．4 N E

               （XA7908068）

宮崎県 勧業年報

      明治三十年 明治32．3 N E

               （XA7908098）

      明治三十一年 明治33．5 N E

               （YE7403020）

      明治三十四年 明治36．3 N E

               （XA8108013）

      明治三十五年 明治36．11 N E

               （XA8108013）

      明治三十六年 明治37．12 N E

               （XA8108013）

      明治三十七年 明治38．12 N E

               （XA8108013）

      明治三十八年（明治39．12） 正誤表

  N E         （XA7908068）

      明治三十九年 明治41．1 N E

               （XA7908085）

      明治四十一年 明治42．12 N E

               （XA8108013）

      明治四十二年 明治44．2 N E

               （XA7908070）

      明治四十三年 明治44，12 N E

               （XA7908070）

鹿児島県 勧業年報

 第薫回 明治十三年分 明治15．4 D E

              （XA7908079D）

 第三回 〔明治14・15年〕 明治18，6 D E

  回次は「目次」による  （XA7908080D）

 第四回 明治十六年・明治十七年分 明治19，3

  DE    （XA7908080D）
 第五回 明治十八年分 明治20．4 D E

              （XA7908080D）

 第六回 明治十九年分 明治21．8 N E

               （XA7908089）

 第七回 明治二十年分 明治22．7 N E

               （XA7908089）

 第八回 明治廿一年分 明治23．6 N E

               （X・A7908089）

 第九回 明治廿二年・明治廿三年分 明治25．6

  NE     （XA7908089）
 第拾回 明治廿四年分 明治26，4 N E

白埴壷回

3254沖縄県

明治廿五年分

明治三十四年

忌  （XA7908089）

明治27．7 N E

   （XA7908089）

明治36．10 N E

   （XA7908090）

勧業年報

 明治三十一年

 明治三十三年

 明治三十四年

 明治計五年 明治37．7

 明治淵七年 〔明治

 明治計八年 明治41．3

 明治四十年 〔明治

 明治四十一年 〔明治

 明治四十二年 明治44．3

 明治四十三年 明治45．3

5． 「営業報告書」

明治34．3 N E

    （XA7908068）

明治35．10 N E

    （XA8108028）

明治36．5 N E

    （XA8108028）

 N E

（XA7908082）

 〕 N E

（XA8108096）
 N E

（XA7908128）

 〕 N E

（XA8108096）

  〕 N E

（XA7908113）
  N E

（XA8108096）
  N  E

（YE7403021）

 当文献センターで1972年ごろより1981年にかけて断続的に

所謂「営業報告書」を利用しての企業財務分析一主として

明治期について一の作業を手がけた折に収集した各社の営

業報告書を業種別  社名で一括して収める。

 営業報告書については雄松堂フィルム出版の販売している

「営業報告書集成」があるが，当文献センターでこの作業を

手がけた当時は第二集までが刊行されていた。作業対象とし

た企業の分で，この市販フィルムに収録されていない年次

（決算期）のものもかなりの数あり，これらについては神戸

大学経済経営研究所をはじめ東京大学経済学部・名古屋大学

経済学部および国立国会図書館の蔵書を，さらには各当該企

業にまで調査を行い，マイクロフィルムで収集を行った。

（この内国立国会図書館の分については雄松堂フィルム出版

が続巻として「第三集」 「第四集」を刊行している）

 これらの資料に基づく当文献センターの作業結果報告は

r統計資料シリーズ』中に発表されている。

 収集の過程では神戸大学の経営分析文献センターには種々

お世話をいた互いた。また，企業各社の調査部（または総務

部・法務部）には多忙の中をいろいろとご無理をお願いした。

 なお，補記すれば，こ、に収めた自家製分マイクロフィル
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ムによる営業報告書は，作業上に必要な部分で，上記雄松堂

版のマイクロフィルムの内に収録されていない年次または，

同フィルムで不備の部分について収集した訳である。また撮

影場所も時期も多岐にわたっており，フィルムの構成は多少

錯雑している。

 配列は業種の下は社名の五十音順。各企業の系譜によって

現存会社に統合してある。系譜については神戸大学経済経営

研究所経営分析センター刊行の『本邦主要企業系譜図集』に

依拠した。

 業種については合併等によって区分が大きく変更して了う

ものもあるが，便宜的区分であるので特に注記していない。

 自家製フィルム分の企業数は224社分ある。

    第113，121，122回（昭和24下）

              （XA7708029）

〔第35回（明治39下）社名変更〕

複製版：第1～25〔26～53〕104～111，U3，

    121，122回

3259三菱鉱業【現三菱鉱業セメント〕

       第15期（大正14．4／9），17，23，37期

               （XA7808014－P）

       第52，55，57，58期（昭和21．8／25．1）

                 （XA7708029）

       第54，56期   （XA7808013－P）

   複製版：第51～53，55，57，58期

1 自家製分

鉱業

（石炭）

3255 入山採炭

       第4回 （明治30．1／6）～5，7～27，

        30～43，45～51回

                 （XA7708028）

       第52，53，60，95回 （昭和17下）

                 （XA7708009）

       第54～59回   （XA7708017）

       第88回    （XA7808014－P）
    〔昭和19．3 磐城炭砿と合併して，常磐炭砿〕

   複製版：第4，5，7～26，27，30～43，45～60，95

       回

3256 常磐炭砿

第1回  （昭和19．3／．9）

        （XA7708051－P）

3257本山炭砿（大日本炭砿）

       第1回 （大正5．12／6，5）～8回

                 （XA7708029）

       第9，10回     （XA770800白）

       第11～23回   （XA7708017）

       第46～55回 （昭和19．4／9）

               （XA7808014－P）

    〔第2回（大正6，6／．11）社名変更〕

   複製版：第1～23，54，55回

3258北海遵炭砿鉄進（北海道炭砿汽船）

       第1回（明治22．12現）～25，28，112，

        114～120回 （XA7808010－P）

       第104，108，109回  （XA7708009）

       第105～107、110，111回

                 （XA7708017）

3260九州炭砿汽船

       第1回（明治40．11／41．4）～23回

                 （XA7708028）

       第24回～28，57～65期（昭和14．11／

        15．4）       （XA7708029）

       第29～56回    （XA7708017）

   〔昭和15，9 三菱鉱業へ合併〕

   複製版：第1～65回

（非金属）

3お1ラサ島燐肥〔現ラサ工業〕

       第2期（大正2．10／3．3）～9，11～13，

        15～19，23，25，37，56期（昭和15．10

        ／16．3）     （XA7708009）

       第14期     （XA7708029）

       第20～22期   （XA7708017）
   複製版．：第2～9，11～23，25，37，56期

3262 大阪晒粉

     第5回（明治28下），7回，8期～24，

      26，27、30 ～38期

             （XA7708051－P）

    第39～53期（大正8下）

             （XA7708052－P）

 〔大正9．9 ラサ島燐砿へ合併〕

建設業

3263門司築港

第3回（大正10上）

        （XA7708054－P）

第4～14，42回   （XA7708063）

第36，43，44回（昭和18年度）

          （XA7708060）
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3264 若松築港〔現若築建設）                        第69回        （XA7708011）

       第4回（明治25．7／26．3），5，7，8，10，        第77，79，83，85回  （XA7708018）

        43～75，89回（昭和10，4／，9）       複製版：第1～8，69，76～90回

                 （XA7708063）

                           3270加富登麦酒（日本麦酒鉱泉）

製造業                                  第21回（明治41上）～40回

                                             （XA7708029）

（食料晶）                        第41～48，70回  （XA7708030）

3265日清製粉                        第49～56，59，60，65～69，71回（昭和

       第68回（昭和15．6／ユ1）             8上）     （XA7708011）
                 （XA7708009）     〔第47回（大正10上）社名変更，昭和8．7 大日

       第69～76，79，80回（昭和21、4／8）     本麦酒へ合併〕

                 （XA7708018）     複製版：第21～56，59，60，65～71回

       第77．78回   （XA7808013－P）

   複製版：第68～76，79，80回            3271帝国麦酒（桜麦酒）

                                  第1回（大正1下）～3，13～17回

3266 日本製粉                                    （XA7808013－P）

       第37回（大正4上），39～49，51～62、         第4～12，18，19，22～28，30～32回

        64～89回     （XA7708010）                      （XA7708011）

       第50，98，100～102回                第20，21，29，33～62回（昭和18上）

                 （XA7708029）                 （XA7708018）

       第63，97．103回（昭和25．4／26．3）       〔第34回（昭和4上）社名変更，昭和18．11 大

               （XA7808012－P）      日本麦酒へ合併〕

       第90～96，99回   （XA7708018）      複製版：第4～12，18～62回

   複製版：第37～62，64～96，98～102回

                           （繊維）

3267東亜製粉                      3272 片倉重事紡績（片倉工業）

       第1回（明治39．10／。11），2，21，23          第5期（大正12．4／13．3）

        ～25，28～33，38回（大正14上）                       （XA7708065）

               （XA7808012－P）      〔昭和18，11社名変更〕

       第3～20回    （XA7708009）

       第34～37回    （XA7708018）  3273倉敷絹織（倉敷航空化工一倉敷絹織一倉敷レイヨン）

   〔大正14．7 日本製粉へ合併〕                 第37回（昭和19第2上）

   複製版：第1～20，34～38回                            ’（XA7808002）

                               〔昭和18．12社名変更 倉敷航空化工，昭和20．10

3268 麟麟麦酒                           倉敷絹織，昭和24．4 倉敷レイヨン〕

       第6回（明治42下），10，13回

                 （XA7708029）  3274郡並製練（郡是工業一郡是製練）

       第38，44～46，76回                   第49期（昭和20．3現在）

               （XA7808014－P）                 （XA7808002）

       第77．78，81，83～87回（昭和24．12／       〔昭和18．4社名変更 郡是工業．昭和21．5 郡是

        25．5）    （XA7808013－P）     製綜〕

       第80，82，83回   （XA7708018）

   複製版：第6，10，13，80～83回          3275上海製造絹練（鐘紡公大実業）

                                  第32期（大正11．6／．12）～74期（昭

3269大日本麦酒〔現サッポロ，朝日麦酒〕              和18．4／10）  （XA7808002）

       〔第1回〕（明治39．6現）～〔8〕，78      〔第72期（昭和17．4／．10）社名変更〕

        ～90回（昭和25．7／12），第9回

        補撮     （XA7808008－P）  3276帝国撚練織物

       第33回    （XA7808014－P）       第11回（明治45前）～14，16，19～21，

                        一ユ01一



24，26～38回，39期～41期 （昭和

2上）       （XA7708067）

五年下半期） 30P

 （XA7708057－P）

3277福島精練製練（福島紡織一日東紡績）

       第1回（大正7上），2，4～9回

                  （YE7808006）

       第11回，12期，13～15回，16，17期

         （大正15上）   （YE7708016）

    〔大正8．9社名変更 福島紡織，大正12．4社名変

   更 日東紡績〕

3278大阪紡績（西創刊）

       第2期（大正9上）～5期

                  （XA7708076）

       第6～15期    （XA7708068）

       第28，32期（昭和10上）

                （XA7708055－P）

3279寺田紡績工廠

        清算第1回（昭和18．4／．6）

                  （XA7708068）

    〔昭和18．3解散〕

   準） 上記大阪紡績と寺田紡績工廠は同一人物と思

    われる代表取締役が就任している。国立国会図書

    田所蔵本では両社は一括されているが，相互の関

    係については不明。仮にこ、に入れた。

3％0 大阪紡績（三軒家）

       第1回（明治16下）～62回（大正3上），

        沿革史（大正3～6年）

            （XA7709001D～004D）

3281三■紡績

       第1回（明治19下）～25回（明治31下），

        創立規約・定款他．

            （XA7809001D／002D）

       第7～9，17．19，24，27～31，33～50，

        52回       （XA7708075）

       第53～56回（大正2．12／3，6）

                （XA7708054－P）

    〔大正3．6 大阪紡績（三軒家）・三重紡績合併し

   て，東洋紡績〕

   複製版：大阪紡績 第1～62回

       三重紡績 第1～56回

3283大阪合同紡績

       第1期（明治33．1／．6），2，22～27期

         （大正2上）    （XA7808007）

       第3～18期   （YE7709001D）

       第19，21期    （XA7708062）

       第20期    （XA7708054－P）
    〔昭和6．3 東洋紡績へ合併〕

   複製版：第1～27回

3284 昭和レーヨン

       第1回（昭和3．3／．5），2，13回（昭和

         9上）      （XA7708067）

    〔昭和9．6 東洋紡績へ合併〕

3285和泉紡績

       第1期（大正1下）～23，48期（昭和11

        上）        （XA7708065）

    〔昭和11．9 東洋紡績へ合併〕

3田6伊丹製絨所

       第7回（大正14下）～13回

                  （XA7808002）

       第23，31，32回   （YE7808004）

       第34～37回（昭和15下）

                  （XA7708067）

    〔昭和16，3 東洋紡績へ合併〕

3勿7谷ロ綿布（吉見紡織）

       第12期（大正8下），13，16期

                  （XA7708076）

       第14，15期    （YE7708022）

       第17～27期   （XA7708068）

       第52，53期（昭和15上）

               （XA7708057－P）

    〔第9期（大正7上）社名変更，昭和16．5 東洋

   紡績へ合併〕

   複製版：第1～11期目大正3上～8上）

3288 内外紡績

       第1期（大正9上），3～15期（昭和2

        上）        （XA7708066）

    〔昭和16．5 東洋紡績へ合併〕

3圏2東洋紡績

第61回（昭和19下）

        （XA7708054－P）
貸借対照表及損益計算書各期表 自第一期

至第六十八期（大正三年下半期一昭和二十

3％9 東洋毛練紡績

       第4回（昭和8下）～6回（昭和9下）

                  （YE7808005）

    〔昭和17．3 東洋紡績へ合併〕
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3290五二会京都綿ネル（京都綿ネルー日本当布）

       第1回（明治29上）～21，33～46回

        （大正12，7／．12）

               （XA7708057－P）

   〔第8回（明治32，7／．12）社名変更 京都綿ネ

   ル，第17回（明治41，1／，12）社名変更 日本製

   布，昭和12．7 東洋染工へ合併一昭和24．10 東

   洋紡績へ合併〕

   〔呉羽紡績〕

    〔昭和4L4 東洋紡績へ合併〕

3291富山紡績

       第4期（大正11．11／12．5）～5期，6，

        7回      （XA7708068）

       第8，9回（大正14．6／、12）

                 （YE7708015）

   〔昭和9．3 呉羽紡績へ合併〕

3292愛知織物

       第7回（大正9，5／，10），8，10～ユ5

        回（XA7708076）
       第16～20回   （YE7708009）
       第32，33回（昭和13年度）

                 （YE7708025）

   〔昭和14．5 呉羽紡績へ合併〕

3293大阪織物

       〔第1回〕（明治44下）～13，15～25回

                 （XA7708066）

       第ユ4回，56期（昭和14上）

               （XA7708055－P）

   〔昭和16．4 呉羽紡績へ合併〕

3294 足利紡績

       第8回（大正12下）～15回（昭和2上）

                 （XA7708066）

   〔昭和18．10 呉羽紡績へ合併〕

3295東京綿商社（鐘淵紡績）

       第1回（明治20，2／．6）～22，24～26，

        48～53回    （XA7809003）

       第1回～22，54～77回（大正13．12／

        14，6）    （XA7808011－P）

       第23，27回   （YE7809002D）

       第23，30回    （XA7708075）

       第27～29，31～35，41～43，45，47回

                 （X會A7708062）

       第36～40，44，46回

                （YE7709002D）

   〔第4回（明治21．8／，12）社名変更〕

複製版：第1～53回

3296 日本絹布

       第3回（大正7．6／．11）～7回

        （大正9．6／，11） （XA7708065）

   〔大正11，6 鐘渕紡績へ合併〕

3297 日本人造羊毛

       第13期（昭和14．12／15．5），14期

        （昭和15．6／．11）（XA7708065）

   〔昭和16．一己紡績へ合併〕

3298関東紡績

3299紀陽織布

第9回（大正11下），1ユ～14，38～

 43，46～50回（昭和18上）

第15～22回

（XA7708068）

（YE7708013）

第5期（明治44，12／45．5）～14期

          （XA7708076）

第15～29，42期（昭和5．6／．11）

          （XA7708065）

3300 倉敷紡績所（倉敷紡績）

       第1期（明治22下）．明治24上，下，9，

        10，19回（P．12－17）（XA7808007）

       第26期    （YE7709003D）

       第38～42回  （XA7708054－P）

       第115，116回（昭和21．8／24．6）

               （XA7708057－P）

   〔第9回（明治26下）社名変更〕

   複製版：第1期，明24上・下，9，10，19，22～42回

3301長崎紡織（国光紡績）

       第1回（大正2上），6回

                 （XA7708076）

       第1，9回     （YE7809001D）

       第2～5，7～11，13～22回（大正12下）

                 （XA7708067）

       第12回    （XA7708056－P）
   〔昭和12．12社名変更，昭和16．6倉敷紡績へ合併）

3302旭紡織

       第5回（大正11上）～10回

                 （XA7708068）

       第11，12回（大正14下）

               （XA7708055－P）

   〔昭和14．8 国光紡績へ合併〕
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3303

3304

三光紡績（三光航空工業）

     第4回（大正10．11／11．4）～9，11，12

      回（XA7708068）
     第10回    （XA7708076）

     第13～15回   （YE7708014）

     第38～48回  （XA7708056－P）

     第49回（昭和19下）（XA7808007）
 〔昭和18．8社名変更〕

福島紡績（敷島紡績）

     第7回（明治28下）～36回

             （XA7708055－P）

     第104～107回  （XA7708068）

     第109回，110期，111期（昭和24，7／

      。10）    （XA7708057－P）

 〔昭和19．3社名変更〕

 複製版：第7～36回

   〔朝日紡績〕

    〔昭和18．12 福島紡績へ合併〕

3305天満織物

       第16回（明治28下）～39，56～58，61，

         107回（昭和16上）

                （XA7708055－P）

       第40～47，49～55回

                  （XA7708076）

       第59，60，62～72，106回

                  （XA7708066）

3306三国紡績

       第2回（大正9下）～7回（大正12上）

                  （XA7708066）

    〔大正13．4 天満織物へ合併〕

3307近江帆布

       第51回（大正11上）～54回

                  （XA7808002）

       第58～60，64回（昭和3下）

                  （YE7808002）

    〔昭和16．7 天満織物と近江帆布合併して，朝日

   紡績，昭和18，12 福島紡績へ合併〕

3308宇部紡織（宇部紡績）

       第12回（大正13上），14，15回

                 （YE7709006D）

       第16～18回   （YE7708011）

       第40～47，49回（昭和17．5／．10）

                  （XA7708068）

    〔大正15．9社名変更，昭和18．福島紡績へ合併

    （神戸大学経営分析文献センター『営業報告書目録

   集覧』に拠る）〕

3309尼崎紡績（大日本紡績）

       第15回（明治31上），19～34回

                  （XA7708075）

       第36，37回   （YE7809003D）

       第50～54回（大正6．5／。11）

                  （XA7808007）

    〔大正7．6 撮津紡績を合併して，大日本紡績〕

   複製版：第15，19～34，36，37，50～54回

3310揃津紡績

       第16回（明治31．1／．6），20～42，44，

        46，54，55回（大正6下）

                  （XA7708075）

   複製版：第16，20～42，44，46，54，55回

3311日本絹毛紡績

       第2回（大正6．11／7．5）～10回（大

        正10．12／1L5）（XA7708065）
    〔大正12．7 大日本紡績へ合併〕

3312岸和田紡績

       第9回（明治31上），13～21，25～

        34，44，62回（大正13下）

                 （YE7709004D）

       第22～24回   （XA7708076）

       第47～60回 （XA7708057－P）
    〔昭和16，7 大日本紡績へ合併〕

   複製版：第9，13～34，44，47～60，94，95回

3313 日本絹織

       第8期（大正11上）～15期（大正14下）

                  （XA7808002）

    〔昭和14．10 日本レーヨンへ合併一昭和44．10

   ユニチカへ合併〕

3314

〔大和紡績〕

 〔昭和16．4 和歌山紡織，錦華紡績，日出紡織，

 出雲製織が合併して設立〕

和歌山織布（和歌山紡織）

     第31回（明治43上），32回

             （XA7708055－P）

     第45～58，74，77．79回（昭和9上）

               （XA7708066）

 〔明治44，3社名変更〕

3315金沢紡績（錦華紡績）

       第4回（大正7．12／8．5），13期
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              （XA7708076）

   第5～8回，9期～12，14～19期（大正

     15．5／。11） （XA7708056－P）

〔大正15．3 浪速紡織を合併して，錦華紡績〕

3316浪速紡織

       第1回（明治45上）～13，15～24回

               （XA7708055－P）

       第25～28回（大正14．5／，11）

                 （XA7708066）

   〔大正15．3 金沢紡績へ合併〕

3317佐賀紡績

       第7回（大正9．5／．1Q）

       第20回（大正15．11／昭和2．4）

                 （XA7708066）

   〔昭和3，1 解散，錦華紡績へ譲渡〕

3318 日出紡織

3319出雲製織

第10回（大正6上） （XA7708076）

第3回（大正10下）～11，14，15回

          （XA7708076）

第12，13，16回（昭和3上）

          （YE7708024）

   〔中央紡績〕

   〔昭和17．2 内海紡織，協和紡績，中央紡織，豊

   田押切紡織，豊田紡織が合併して設立〕

33⑳内海紡織

       第4回（大正4上）～18回

                （YE7709005D）

       第19～23回   （XA7708068）

       第24～30回   （YE7708010）

       第52～57回（昭和16下）

               （XA7708055－P）

3323豊田紡織

（XA7708055－P）

第3回．（大正7．10／8．3）～6，9～14

 回．（大正13，4／．9）

          （XA7708076）

3324菊井紡織

       第8回（大正10．4／．9）

                 （XA7708066）

   〔昭和6．5 豊田紡織へ合併〕

3325辻紡織

第1期（大正10，2／．11）～9，12，17

 期（XA7708076）
第10，11期   （YE7708023）

第38期     （XA7808007）
第47期（昭和19下）（XA7708068）

   〔帝国産業〕

    〔昭和18，9 関西製綱，東洋麻糸紡織，泉州織物，

   佐野紡績が合併して設立〕

3326 泉州織物

       第17回（大正4．1／。6）～23，26～

        42，68回（昭和15下）

               （XA7708056－P）

3327 貝塚紡織

       第21回（大正10上），22，24～26回

        （大正12下）   （XA7708065）

       第23回     （XA7708076）
   〔昭和16．4 泉州織物へ合併〕

33％ 佐野紡績

   〔協和紡績〕

   〔昭和10．10 大和田紡織と天満紡織が合併じご設

   立〕                      3329

3321大和田紡織

       第13回目大正13上）～23回（昭和4上）

                 （YE7708012）

3322天満紡織

第1回（大正9下），

第2回

第30回（昭和10上）

3～16回

（XA7708065）

（XA7708076）

第2期（大正10．7／。12），7，14期

          （XA7708076）

第3～6，8～13，28～34期（昭和17年

 度）        （XA7708068）

内外綿（旧）

    第7回（明治23．7／．12）～10，36，39

     回         （XA7708076）

    第16～35，37，i15～120回（昭和22

     上），清算事務報告書 第1～5回（昭

     和26年度）他   （XB7908001D）

    第38，40～44，116回

             （XA7708054－P）

    第45～51回 （XA7708057－P）
 〔昭和24．2 解散〕
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   複製版：第7～10，16～51回           33訪 東華紡績

                                   第1期（大正9上），2，43～45期

3330 日清紡績                                      （XA7708056－P）

       第77回（昭和19」2／20．5）～80回        第3～15，41，42期  （XA7708066）

                  （XA7708068）       第46，47期（昭和18上）

       第81，82回（昭和24．9／25，4）                  （XA7708068）

                （XA7708055－P）

                            3337同興紡織

3331富士紡績（富士瓦斯紡績一富士紡績）                第1期（大正9．5／10，4）～13，43～

       第1回（明治29．3／．6），31～33，           46期目      （XA7708066）

         61，73，89～93，95，99回（昭和19．12       第47，48期（昭和19下）

        ／20．5）   （XA7808010－P）                （XA7708056－P）

       第2～11，13～19，21～30回

                  （XA7708065）  3338 日華紡織

       第12，20回   （XA7708076）      第1回（大正7．7／。11）～19，46～53
    〔明治39．9社名変更 富士瓦斯紡績，昭和20．12           回（昭和19，6／，11）

    富士紡績〕                                   （XA7708056－P）

   複製版：第1～33回

                            3339大阪毛織

3332 相模紡績                              第62期（大正11上）～65，107期 （昭和

       第1期（大正5．11／6．5）～4，9期            19下）      （XA7808002）

                  （XA7708076）      〔日本フランネル製造，明治40．日本フランネル，

       第5～8，10，11期，12回             大正4．大阪毛織〕

                （XA7708055－P）

       第13，14，38回（昭和10後）        〔東亜紡織〕

                  （XA7708065）      〔昭和16．6 中央毛綜紡績と錦華毛糸が合併して

    〔昭和10．2 富士瓦斯紡績へ合併〕           設立〕

                            3340中央毛綿紡績

3333大阪莫大小紡織（明正紡織）                    第3回（大正12上）～6回

       第11回（大正6上），16～31，57、58               （XA7808007）

        回（昭和15下）  （XA7708067）         第7，8回（大正14下）（YE7808003）

    〔昭和6．5社名変更，昭和16．7 富士瓦斯紡績へ

    合併〕                      3341満望毛織

                                   第1回（大正8上）～12回（大正13下）

（外地紡）                                           （YE7808001）

（朝鮮）                             〔昭和18．東亜紡織へ合併（神戸大学経営分析文

3334朝鮮紡織                         献センター「営業報告書目録集覧』に拠る）〕

       第1回（大正6．11／7．7）～20，49～

         53回（昭和18．12／19．5）      3342日本毛織

                （XA7708056－P）       第22回（明治44下） （XA7708067）

（満洲）                       3343共立モスリン

3335満洲紡績                             第22回（昭和13上）～29回（昭和16下）

       第5回（大正14．5／．10），7，8，10～                    （XA7808002）

         12回       （XA7708076）      〔昭和16．7 日本毛織へ合併〕

       第6，9回     （YE7708008）

       第32～40回（康徳9．11／10，4）     3344帝国製麻（帝国繊維）

                  （XA7708068）       第70回（昭和17上），71，73～75回

                                     （昭和19下）   （XA7808002）

（中国）                                第71回       （XA7708067）

                         一ユ06一



〔昭和16．8社名変更〕

3345大正製麻

       第1期（大正9．3／．9），2期，4回～

        7，13，15，17～29，31～42回 （昭和

         15．12／16．5）  （XA7708067）

    〔昭和17．10 帝国繊維へ合併〕

3346 台湾製麻

       第1回（大正1．12／2，3），3，6，8～

         13，15～47回目昭和10．10／11．3）

                  （XA7708067）

    〔昭和19．8 帝国繊維へ合併〕

3347東京麻糸紡績

       第ユ1回（大正11上），12，14～20回，

         55期（昭和19．5現在）

                  （XA7808002）

3348東洋麻糸紡績（東洋航空繊維一東洋繊維）

       第9期（大正10．12／11．5）～12，21～

        23，28，29，31～38，40期（昭和18．9

        ／19．2）     （XA7808002）

    〔昭和19，3社名変更 東洋航空繊維，昭和20．東

   洋繊維〕

3349 日湊亜麻紡織（東亜麻工業一日本繊維工業）

       第20回（昭和19上） （XA7808002）

    〔昭和17．社名変更 東亜麻工業，昭和20．日本

   繊維工業，昭和50．3 倒産〕

3350第一ラミー紡績

       第20期（昭和2上）～32期（昭和7．11

        ／8．4）      （YE7708007）

       第32期     （XA7808002）

    〔昭和17．日満亜麻紡織へ合併〕

3351帝国人遺絹絹

       第11回（大正12，6／，11）

                  （XA7808002）

3352東京人造絹糸

       第5回（昭和3．5／．11），31～33回，

        清算第1，2，36回（昭和18．12／19．5）

                  （XA7808002）

3353東洋レーヨン

       第38回（昭和19上） （XA7808002）

33馴延岡アンモニア絹締（旭ベンベルグ絹糸一日墾化学工

  業一旭化成工業）

       第1期（昭和6．5／，10）～4期（昭和7．

        11／8，4）    （XA7808002）

3355 日東捺染（昭和染工）

       第13回（大正11上）～20，22～29，31

        ～33，43～56回（昭和18下）

                  （XA7808002）

    〔昭和17．8社名変更〕

3356 日本引染

第36回（大正10．12／11．5）～39，42

 ～46，66～72，74～81回（昭和19．6

 ／．．11）      （XA7808007）

第41回      （XA7708066）

3357 日本フェルト幅体（日本フェルト工業）

       第10回（大正11下）～22，39～51回

         （昭和18上）    （XA7808002）

    〔昭和11．社名変更〕

33蘭 福助足袋

第5期（大正12年度） （XA7808002）

（パルプ・紙）

3359王子製紙

       第138（昭和18上），140〔回〕

                  （XA7708011）

       第139，142～145（昭和21上）

                  （XA7708018）

   複製版：第138～140，142～145〔回〕

3360朝鮮製紙 第2期（大正7下）～7期（大正10上）

                  （XA7708061）

    〔大正10．12 王子製紙へ合併〕

3361  ’」、倉製紙所

       第22回（大正11，12／12．5），23回

        （大正12，6／11）（XA7708058－P）

    〔大正13．4 王子製紙へ合併〕

3362北海工業

       第9回（大正12上）～12回（大正13下）

                  （XA7708058）

    〔大正13．12 王子製紙へ合併〕

3お3東洋製紙

       第1期（明治39下）～30期

                （XA7708051－P）

       第32～37期（大正13．6／．11）
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〔大正14．4

     （XA7708058－P）
王子製紙へ合併〕

3364富士製紙

       第47回（明治45．6／大正1．11）， 49

        ～61回      （XA7708030）

       第64～68回    （XA7708019）

       第69～73，83，85回（昭和6．6／．11）

                  （XA7708011）

    〔昭和8．5 王子製紙へ合併〕

   複製版：第47，49～61，64～73，83，85回

3365樺太工業

       第9回（大正7上）～14，16，19，36回

                  （XA7708030）

       第15，32，35，37．38回（昭和7．4／．9）

                  （XA7708011）

       第17，18，20～23回 （XA7708018）

    〔昭和8．5 王子製紙へ合併〕

   複製版：第9～23，32，35～38回

3366九州製紙

       第38回（大正10，10／11．3），39，41

        ～46回（大正14．10／15．3）

                （XA7708058－P）

    〔大正15．4 樺太工業へ合併〕

3367中央製紙

       第1回（明治39下），3，6～9，11～

         19回     （XA7708051－P）

       第29～38回忌大正14上）

                  （XA7708061）

    〔大正15．4 樺太工業へ合併〕

    第66回（明治45．7／大正1．12）～74，

     76～78，80回  （XA7708030）

    第81～83回    （XA7708031）

    第84～91回（大正ユ4，1／．6）

              （XA7708019）

    第2回（大正15．12／昭和2．5）～21回

            （XA7708058－P）

    第22～33回（昭和17．6／．11）

            （XA7708051－P）

〔大正15，7社名変更 大阪アルカリ土地 回次変

更，新23回（昭和12．6／，11）社名変更  大阪

アルカリ肥料，昭和17．11石原産業海運へ合併〕

複製版：第66～74，76～78，80～91回

3372東京人造肥料（大日本人造肥料）

       第44回（明治43上） （XA7708031）

       第46回    （XA7808013－P）

       第77，78，84，85，91回

                （XA7808014－P）

       第97回目昭和11下） （XA7708011）

   〔明治43．7社名変更，昭和12，4 日本化学工業

    （日産系）へ合併〕

   複製版：第4497回

3373 日半舎密製造（日本舎密肥料一日半化学肥料）

    第15回（明治30．7／．12），16，21，23，

      24，26，27，30，31，35，38，40～48，51

     ～53，55～65回（大正11下）

             （XA7708052－P）

 〔大正8．7社名変更 日本舎密肥料，大正9，7社名

 変更 日本化学肥料，大正12，5大日本人造肥料へ

 合併〕

                            3374関東酸口

3％8中之島製紙                            第32回（明治45上）～50，52，53回（大

       第32期（大正11上）～39期（大正14        正11下）  （XA7708052－P）

        下）     （XA7708058－P）     〔大正12．5 大日本人造肥料へ合併〕

    〔大正15．4 樺太工業へ合併〕

                            3375北陸人造肥料

3369 日本人絹パルプ                          第19期（大正11下），20，22，～31期

       第20（昭和17下），21（昭和18上）           （昭和3下）  （XA7708058－P）

                （XA7708051－P）      〔昭和4，1 大日本人造肥料へ合併〕

    〔昭和18．6 王子製紙へ合併〕

                            3376電気化学工業

（化学工業）                        第61期（昭和19下）～64期

3370石原産業（石原産業海運 改称）                             （XA7708019）

       第23期（昭和20．4／．9）            第65～67期（昭和25上）

                （XA7708054－P）                  （XA7808013－P）

                               複製版：第57～64期

獅1大阪アルカリ（大阪アルカリ土地一大阪アルカリ肥料）
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3377 日本酷酸製造

       第43期（大正12．7／．12）～75期（昭

        和14．7／．12） （XA7708061）

   〔昭和16．3 電気化学工業へ合併〕

3378 日本化学工業

     （旧）第2回（明治42．12／43．5）～19，22，

        23回      （XA7708031）

       第20，21，24～27回（大正11．5／．10）

                 （XA7708012）

     （新）第61回（昭和20下），62，66回 （昭和

        24下）    （XA7708052－P）

   〔昭和10．10 日本製錬へ合併，昭和12，7 亀戸

   工場分離して日本化学工業，昭和19．3 再度合併

    して日本化学工業〕

   複製版：第2～27回

33了9日本製錬

第14回（大正10．12／11，5）～38回

 （昭和9上）  （XA7708058－P）

3380日本染料製造

       第1回（大正5．3現），2回

                 （XA7708012）

       第56回（昭和18下） （XA7708019）

   〔昭和19．7 住友化学工業へ合併〕

   複製版：第1，2，56回

3381日本窒素肥料

       第9期（明治43．1／．6）～13，27，79～

        83，清算第1期（昭和25．1／．3）

                 （XA7708031）

       第44，46，48，75，77，78期

                 （XA7708019）

       第51，59，60，70～74，76期

                 （XA7708012）

       第63期    （XA7808014－P）
   複製版：第9～13，27，44，46，48，51，59，6070～

       83，清算1回

3382朝鮮輩素肥料

       第2回（昭和2」1／3．4）～5回

               （XA7708058－P）

       第6，7回，8期～12期（昭和7」1／8．4）

                 （XA7708061）

       〔以下は日本窒素肥料に附録として併載さ

       れている〕

       第16，17，27～29期（第59，60，70～72

        期附録）     （XA7708012）

   〔昭和16．12 日本窒素肥料へ合併〕

3383長津江水電（朝鮮水力電気）

       〔朝鮮窒素肥料の場合と同じく日本窒素肥

       料に附録として併載されている分〕

       第15～19期（第70～74期附録）

                 （XA7708012）

       第20期（第75期附録）（XA7708019）

3384日本ペイント製造（日本ペイント）

       第24回後（明治43．5／．10），27，30，

        32，34，35，38～42，45，94回

                 （XA7708031）

       第36，37、43，44，46～54回

                 （XA7708012）

       第92，93，95回，99期（XA7708020）

       第96～100期（昭和25上）

               （XA7808009－P）

   〔昭和2．11社名変更〕

   複製版：第24，27，30，32，34～54，89～95，99期

（石油製品）

3385日本石油

    第28回（明治40．1／。6）～30，89，111，

     112回（昭和25．10／26．3），〔総括表〕

            （XA7808012－P）

    第34，108～110回 （XA7708032）

    第35，5L52回   （XA7708012）

    第89回    （XA7808014－P）

    第104～106回   （XA7708020）

総括表内容：1．財務総括表 第1～115回 〔内

      第1～32回抜率撮影〕

      2，日石宝田両社合併時に於ける貸借

      対照表（大正10．9．30現在）

       日石小倉両社合併時に於ける貸借

      対照表（昭和15．10．31現在）

       日石愛石両社合併時に於ける貸借

      対照表（昭和16．12．31現在）

      3．資本推移図表（第1～112回）

      4．資本社債比較一覧表（第65～111

      回）

      5．利益率配当率比較対照表（第1～

       111回）

複製版：第28～30，34，35，51，52，101～110回

3386宝田石油

       第18回（明治34．10／35．3）～21，23

        ～2529，30，36，39～47回

                 （XA7708061）

       第31，37，38，48～55回（大正9，4／．9）

               （XA7708051－P）

   〔大正10．10 日本石油へ合併〕
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銘87愛国石油

       第11期（昭和15．1／．6）～13期（昭

        和16．1／．6）  （XA7708061）

   〔昭和17．6 日本石油へ合併〕

（ガラス・土石製品）

3388浅野セメント（日本セメント）

       第47回（昭和10．7／．12）

               （XA7808σ14－P）

       第56，66，67回  （XA7808009－P）

       第66，67回    （XA7708020）

       第70，71回目昭和25上）

                 （XA7708032）

   〔昭和22．5社名変更〕

   複製版：第63～71回

3詔9浅野スレート（旧）

       第16回（大正11．6／．11），17回（大

        正11．12／12．5）

               （XA7708058－P）

   〔大正12．10 浅野セメントへ合併〕

3390 日本カーリット

       第5回（大正1L6／。11）～6回（大正

        11．12／12．5）（XA7708058－P）

   〔大正12．10 浅野スレートへ合併〕

3391大阪木津川セメント

       第15回（大正2．12／3．5）～20，26～

        34回（大正12下） （XA7708061）

   〔大正13．6 浅野セメントへ合併〕

   〔小野田セメント〕

詔95愛知セメント

       第53回（大正8．4／．9）

               （XA7708052－P）

       第54～63回（大正13．4／．9）

                 （XA7708061）

   〔大正14．1 小野田セメント製造へ合併〕

3396中央セメント

       第4回（明治29．4／．9）～6，8～13，

        16～26，28～40回

               （XA7708052－P）

       第41，42，44～56，58～62，64，66，67回

        （昭和2．10／3．3）

               （XA7708053－P）

       第63，65回   （XA7708058－P）

   〔昭和4．1 小野田セメント製造へ合併〕

3397大分セメント

       第1回（大正7．12／8．5）～11回 （大

        正12．12／13．5） （XA7708061）

   〔昭和13。7 小野田セメント製造へ合併〕

3398桜セメント

       第8期（明治43．7／，12）～13，15～

        20，41期（昭和2．1／．6）

               （XA7708052－P）

       第21～39期    （XA7708062）

       第40期    （XA7708058－P）

   〔昭和2．8 大分セメントへ合併〕

3392 日本セメント

       第61回（大正10上），65～68回

                 （XA7708013）

       第71，78回目 （XA7808014－P）

       第84回（昭和7下） （XA7708020）

   〔昭和14．10 浅野セメントへ合併〕

   複製版：第61，65～68，84，97回

3393土佐セメント

       第1回（明治41．12現）～23，34，51，54

        回（昭和12上）（XA7708053－P）

   〔昭和15．5 浅野セメントへ合併〕

33田東亜セメント

       第6期（明治42．6／．11）～28，55期

               （XA7708053－P）

       第29～37，39～54，56～69期（昭和16

        上）       （XA7708062）

   〔昭和17．3 浅野セメントへ合併〕

3399東北セメント

       第1回（昭和11．4／10）～10回（昭和

        15．12／16．5）（XA7708058－P）

   〔昭和17．4 小野田セメント製造と合併〕

3400三河セメント（東洋産業）

       第47回（大正10．1／．6）～54，56～

        64，67～70回，71期～85，93期 （昭

        和19上）    （XA7708062）

   〔昭和15．5 東海セメント等と統合して東洋産業，

   昭和18．7セメント部門小野田セメント製造へ譲渡〕

3401大阪窯業

第44回（明治40上）～62，64，65，67．68，

 121．122回     （XA7708032）

第63，66，69～81回目（XA7708013）

第109～114，116回

        （XA7808014－P）

第115，119回   （XA7708020）
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    第124～128回（昭和25．6／．11）

            （XA7808013－P）

複製版：第44～81，105，115，117～119，121，

    122回

3402大阪窯業セメント．．．．．

       第4回（昭和3下），34，37，39回（昭和

        21上）    （XA7708053－P）

    〔昭和1．12 大阪窯業のセメント部分離独立，昭

   和38．7社名変更 大阪セメント〕

3403品川白煉瓦

       第1回（明治36．6／．9）～29回，設立

        趣意書・起業目論見書

                （XA7808009－P）

       第16，30～32，86回（昭和20．10／21．3）

                  （XA7708032）

       第33～37，40，41，44，45回

                  （XA7708013）

       第38，39，42，43，56回（XA7708020）

   複製版：第1～45，56，81～87回

3404日本窯業

       第34回（明治45．6／．11），36～42

        回（大正5．6／．11）

                （XA7708053－P）

    〔大正5．12 品川白煉瓦へ合併〕

（鉄鋼）

3405神戸製鋤所

       第68回（昭和19．12／20．6）～71回

                  （XA7708020）

       第72期（昭和21．8／24．10）

                  （XA7708033）

   複製版：第1～43，65～72期

3406尼崎製鋼所

       第7回（昭和10下）～19回

                  （XA7708032）

       第20～24回（昭和18」0／19．3）

                  （XA7708033）

    〔昭和19．4 尼崎製鉄へ合併，昭和21．5分離独

   立，昭和33．10 再合併，昭和40．4 神戸製鋼所

   へ合併〕

   複製版：第7～24回

（神戸大学経営分析センター『営業報告書目録集覧』

に拠る）〕

3408住友鋳鋼所（住友製鋼所）

       第1期（大正4．12現），3～5，16期（大

        正12．1／．6）（XA7808013－P）

       第2，6，7期   （XA7808009－P）

    〔第11期（大正9．7／．12）社名変更〕

3409住友伸銅鋼管

       第1期（大正15．7／昭和1．12）～14期

                  （XA7708014）

       第15期     （XA7708020）

       第16期（昭和9．3）

                （XA7808013－P）

    〔昭和10．9 住友製鋼所と住友伸銅鋼管合併して，

   住友金属工業〕

   複製版：住友製鋼所 第2，6～15，17～23，40

       期

       住友伸銅鋼管 第1～15期

3410住友金属工業（扶桑金属工業一新扶桑金属工業…住友

  金属工業）

       第35期（昭和18．10／19．3）～41期

         （昭和21．8／24，5），第1～3期

         （昭和25上） （XA7808013－P）

    〔第38期（昭和20．4／，9）社名変更 扶桑金属

   工業，第1期（昭和24．7／．9）社名変更 新扶桑

   金属工業，昭和27．5 住友金属工業〕

   複製版：第34期

3411浅野小倉製鋼所（小倉製鋼一浅野■工業一小倉製鋼）

       第1回（大正8上）～4，7～10，12㌧14回

                  （XA7708014）

       第5，6，18，53回（昭和19．10／20．3）

                  （XA7708032）

       第11，52回    （XA7708020）

       第43，47回   （XA7808014－P）

    〔昭和11．12社名変更 小倉製鋼，昭和19．2 浅

   野重工業を合併して，浅野重工業，昭和20．12社名

   変更 小倉製鋼，昭和28．7住友金属工業へ合併〕

   複製版：第1～18，22～28，50～53回

3412浅野■工業

3407大阪シヤリング（大阪製飯）

       第26回（昭和7．11／8，4），27回（昭  3413

        和8．5／．10） （XA7708053－P）

    〔昭和9。社名変更，昭和14．尼崎製鋼所へ合併

                        一111一

第3回（昭和15下）

        （XA7708058－P）

大同製鋼（大同電気製鋼所一大同製鋼一新大同製鋼…

大同製鋼…大同特殊鋼）

     第1回（大正11上）～22回



              （YE7708006）

    第23～37、47～50回

              （XA7708020）

    第39，40，43回 （XA7808014－P）

   第51，新1～2回（昭和25．4／．9）

            （XA7808013－P）

〔第2回（大正11下）社名変更 大同電気製鋼所，

昭和13．6社名変更 大同製鋼，昭和25．2 新大

同製鋼〕

複製版：第23～37，44～50回

3414帝国発條

       第1回（昭和6．12／7．5），2回（昭和

        7．6／．11）    （XA7708059）

    〔昭和9．5発條部門 大同電気製鋼所へ合併〕

3415富永鋼業

       第6期（昭和12．12／13，11）～8期

        （昭和14．11／15．10）

               （XA7708053－P）

   〔昭和16．10 大同製鋼へ合併〕

3416  日本鋼管

       第10期（大正5．12／6．5）

                 （XA7708033）

       第23，24，40，55期

               （XA7808014－P）

       第65～69期（昭和21．4／．8）

                 （XA7708020）

   複製版：第9～12，63～69期

341了川崎窯業

       第3期（昭和6．5／．10）～11期 （昭和

        10．5／．10） （XA7708058－P）

       第27期（昭和18．5／。10）

               （XA7708053－P）

   〔昭和19．7 日本鋼管へ合併〕

3418 日本製鋼所

       第1回（明治40．11／．12）～15回

               （XA7808009－P）

       第16～29，80回  （XA7708033）

       第30～37，76～79，81回（昭和24下）

                 （XA7708020）

   複製版：第1～37，71～81回

3419九朔製鋼

3420三菱製鉄

第1期（大正6．11／7．4）～34期 （昭

 和9．4／．9）   （XA7708059）

   〔昭和9．2 八週製鉄，富士製鋼，九州製鋼，三菱

   製鉄合併して，日本製鉄〕

3421日本製鉄

       第7期（昭和11．10／12．3），12期

               （XA7808014－P）

       昭和18下～第30期（清算第3期） （昭

        和26．4／．9）  （XA7708033）

   複製版：昭和18上～26．4／．9

3422東洋製鉄

       第1期（大正6．11／7，5）～4，6～10，

        12～15期（大正13，12／14．5）

                 （XA7708015）

       第5期      （XA7708033）

       第11期       （XA7708020）

   〔昭和9，3 日本製鉄へ合併〕

   複製版：第1～15期

3423大阪製鉄

       第1回（大正5上），2，5回

                 （XA7708033）

       第3，4，6～40回，事務報告書昭和11～

        13年度      （XA7708014）

       第1～40回，事務報告書 昭和11～13

        年度     （XA7708053－P）

   〔昭和11．5 日本製鉄へ合併〕

   複製版：第1～40回，事務報告書 昭和11～13

       年度

3424日本炉材製造（日鉄炉材製造）

       第6期（昭和15．11）～12期（昭和18

        上）     （XA7708058－P）

   〔昭和18．1社名変更 日鉄炉材製造，昭和19．2

   日本製鉄へ合併〕

3425東京鋼材（三菱鋼材）

       第1回（大正6上）～17回

                 （XA7708014）

       第21期（昭和2下）

               （XA7808014－P）

   〔昭和15．12社名変更，昭和17．12三菱製鋼へ合

   併〕

   複製版：第1～17，45～51期

第6回（大正11．3／12．2）～14，16～

 18．20～22回（昭和12，4／13．3）

        （XA7708058－P）
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（外地製鉄）                          併して， （新）東洋製罐〕

3426 昭和製鋼所

       第1回（昭和5上）～12，16～20回，21 （機械）

        期（康徳10上）   （XA7708020）  3433 大阪機械製作所

       第13～15回   （XA7708014）       第44期（昭和16．4／．9），47，50期

   複製版：第1～21期                                   （XA7708021）

                                  第52／53，55期（昭和21．8／23．10）

342了本渓湖煤鉄公司                                   （XA7708033）

       第4回（康徳5年）～6回（康徳6下）       〔昭和35．10 オーエム紡機製作所と合併，オーエ

                 （XA7708015）      ム製作所〕

   複製版：第4～6回                   複製版：第44，47～50，52，53，55期

3428 鞍山鋼材                      3434 栗本鉄工所

       第1回（昭和9．7／10．3）～5，7～14，         第22期（昭和19下），25～3Q期（昭和

        17～20回（昭和19．4／．9）              25．4／．9） （XA7808013－P）

                 （XA7708020）        第23／24期    （XA7708033）

       第6，15，16回    （XA7708033）     複製版：第19～21，23，24期

   複製版：第1～20回

                           3435 大日本兵器（日平産業）

（金属製品）                      第1回（昭和13下），7～11，13，16，17

3429東京製綱                            回（昭和21下）  （XA7708021）

       第57回（大正4．6／．11）～62，65，116，       第2～6回     （XA7708016）

        123～126回（昭和24．11／25．4）          第12，15回      （XA7708033）

                 （XA7708033）      〔昭和20．12社名変更〕

       第78～105，112，115回             複製版：第1～13，15～17回

                 （XA7708021）

       第73，109，114回（XA7808014－P）  3436 月島機械

   複製版：第57～62，65，78～105，112～116，         第1期（大正6．6／．10）～9，57～66期

       123～126回                        （昭和26．4／．9）

                                           （XA7808008－P）

3430横浜製綱                           第10，13～48期   （XA7708016）

       第1回（明治44．3／，11）～19回         第11，12，49～53，55，．56期

               （XA7708053－P）                    （XA7708022）

       第22～24回（大正12前）               第54期       ’（XA7708033）

                 （XA7708059）      〔元東京月島機械製作所 大正6，6社名変更〕

    〔大正13．12 東京製綱へ合併〕             複製版：第1～66期

3431東洋製躍（新）                  343了東京瓦斯工業（東京瓦斯電気エ業）

       第1回（昭和16下）～4回              第5回（明治45．6／大正1．11）～18，

                 （XA7708015）         20回      （XA7708034）

       第5～8回     （XA7708021）        第19，21～31回  （XA7708016）

       第9～11回  （XA7808013－P）       第44，45回   （XA7808014－P）

       第12回（昭和21．8／24．12）          第57回（昭和13．11現 P．4・11）

                 （XA7708033）                  （XA7808013－P）

   複製版：第1～8，12回                   〔大正2．6社名変更，昭和14．5 日立製作所へ合

                              併〕

3432日本製諸                        複製版：第5～3i，43回

       第4回（昭和2，11／3．10）～17回（昭

        和15．11／16．4） （XA7708059）  3438豊田式織機（豊和■工業一豊和工業）

    〔昭和16．7  （旧）東洋製罐，日本製罐等8社合          第1期（明治40上），3～9，11，14～24，

                        一113一



     29～38期    （XA7708016）

   第1，2，10，12，13，25，28，40，87～89期

     （昭和25，10／26．3）

            （XA7808011－P）

    第26，27，76～80，81／85，86期（昭和

     24，3／，9）     （XA7708034）

    第75期      （XA7708022）

〔昭和16．9社名変更 豊和重工業，昭和20，10

社名変更 豊和工業〕

複製版：第1～38，74～86期

3439昭和重工業

       第11期（昭和14．4／．9）～14期 （昭

        和15．10／16．3）

               （XA7708054－P）

   〔昭和16．9 豊田式織機へ合併〕

3440豊田自動織機製作所

       第7回      （XA7708022）

       第1回（大正15．11／昭和2．3），5，33，

        36，37，47回（昭和24．10／25．3）

               （XA7808013－P）

       第34，35，38～46回 （XA7708034）

   複製版：第2～4，6～14，26～32，34，35，38～

       46回

3441新潟鉄工所

       第1回《明治43．6／．11）～3，70～79

        回（XA7808008－P）
       第4，5，22，27．30，69回

               （XA7808012－P）

       第24，26，29，78回，85期（昭和28．4／

        9）        （XA7708022）

       注） 第74／75回は作成セズ

   複製版：第1～6，24，26，29，67～79，85期

銅42日本精工

       第1期（大正5．11）～17．19～21，32～

        34，65，66期（昭和25．11／26．4）

               （XA7808012－P）

       第18，22～31，58～61期

                 （XA7708022）

       第56期    （XA7808014－P）

       第62～63期，64回 （XA7708034）

   複製版：第1～33，55，57～64期

鰯3樫田製作所（日本兵機製造一大阪機械工作所一大阪機

工）

    第5回，10期，1L31，37．39，57．60，62，

     65～67期（昭和24．12／25．5）

              （XA7708033）

    第59期  ．  （XA7808014－P）

〔大正5．12社名変更  日本兵機製造，大正9．2社

名変更 大阪機械工作所，昭和13．12社名変更 大

阪機工〕

複製版：第3～23，31，39，57，58，60，62，65～67

    期

（外地企業）

3444大連機械製作所

       第8回（大正10．12／11．5）～40回

         （昭和19下）   （XA77Q8Q22）

   複製版：第8～40回

3445満洲工廠

       第1回（昭和9．5／．11）～21回（康徳

        11．4／．9）    （XA7708022）

   複製版：第1～21回

3446 満洲鋳物 第5回（康徳6．2／．7）～12回 （康徳

        9．8／10．1）   （XA7708059）

    〔康徳10．1 満洲工廠へ合併〕

（電気機器）

344了東京白熱電燈球製造（東京電気）

       第1回（明治29上）～19，21～25回

         （明治43．6／．11）（XA7708062）

   〔明治32．1社名変更 東京電気，昭和14．7 東京

   芝浦電気へ合併〕

3448大阪電球

       第12回（大正1下）～18，20～29，31～

        35，37～41，44～48回（昭和5下）

               （XA7708054－P）

   〔昭和5．12 東京電気へ合併〕

3449

3450

第3回（大正5．6／11），4，6～9回，

 12期～31，39期  （XA7708015）

                一114一

帝国聯合電球

    第2回（大正9．12／10．5）～7，9回（大

     正13．6／．11） （XA7708062）

 〔昭和5，12 東京電気へ合併〕

芝浦製作所（東京芝浦電気）

    第82期（昭和19．10／20．3），87期

      （昭和25．1／．9）

             （XA7808013－P）

    第85，86期    （XA7708034）
 〔昭和14．5社名変更〕

 複製版：第79～81，83／84，85，86期



3451東邦鋼業

       第2期（昭和14上）～6期（昭和16上）

                （XA7708053－P）

    〔昭和16．8 東京芝浦電気へ合併〕

3452芝浦マツダ工業

       第9回目昭和15．5／．10），ユ0回 （昭

        和15．11／16．4）

                （XA7708054－P）

    〔昭和17．10 東京芝浦電気へ合併〕

3453東京電気無線（東京電気）

       第2回（昭和11．6／，11）～15回 （昭

        和17．11／18．4）（XA7708Q59）

    〔昭和14．9社名変更，昭和18．7 東京芝浦電気N

   合併〕

3454東洋耐火煉瓦

       第24回（昭和5上）～50回（昭和18上）

                （XA7708058－P）

    〔昭和18．7 東京芝浦電気へ合併〕

（輸送用機器）

3455浦賀舶渠

       第1回（明治29，9／30．6）～9．11～

        35回     （XA7808008－P）

       第98～100回   （XA7708022）

       第101～104回（昭和25．7／．12）

                  （XA7708034）

    〔昭和37．11社名変更 浦賀重工業，昭和44．6

   住友重機械工業へ合併〕

   複製版：第1～9，11～35，94～104回

3456大阪鉄工所（（新）大阪鉄工所一日立造船）

       第21回（昭和19上） （XA7708013）

       第22～25回  （XA7808013－P）

       第26回     （XA7708034）

       第27回，28期（昭和24．10／25．3）

                  （XA7708022）

    〔昭和9．7 日本産業に吸収，昭和9．8（新）大阪

   鉄工所，昭和18．3社名変更 日立造船〕

   複製版：大阪鉄工所（旧） 第19，20回

       日立造船 第21～28期）

3457向島船渠

       第9期（大正11下）～49期（昭和17下）

                  （XA7708059）

    〔昭和18．9 日立造船へ合併〕

3458川崎造船所（川崎■工業）

       第1／5期類纂（明治29．10／31．1n

        6／10，11／ 15，16 ／ 20，21 ～ 31，

        58，61，63，74期（XA7808011－P）

       第52～55，66期  （XA7708013）

       第98～101期   （XA7708022）

       第102期（昭和21．8／25．6）

                  （XA7708034）

    〔昭和14．12社名変更〕

   複製版1第1／5～31，52～55，66，95～1Q2期

3459東京石川島造船所（石川島重工業）

       第55回（大正11上），60，61回

                  （XA7708013）

       第57，99，100，104回（昭和21下）

                  （XA7708022）

       第102／103回  （XA7708034）

    〔昭和20．6社名変更，昭和35．12 石川島播磨重

    工業〕

   複製版：第55，57，60，61，98～100，102／103回

3460播磨造船所

       第1期（昭和4．11／。12）～8，31期

                  （XA7708059）

       第36～39期（昭和25，6／．12）

                （XA7708054－P）

    〔昭和35，12 石川島重工業へ合併，石川島播磨重

   工業〕

糾61横浜船渠

       第1回（明治26．12／27．12）附．設計

        書目予算書（追加），2，3，11回

                （XA7808009－P）

       第4～10，12～20回（XA7708034）

       第21～50，56，57回 （XA7708035）

       第51～55，58～84回（昭和11．5．31現

        在）       （XA7708013）

    〔昭和10．11 三菱重工業へ合併〕

   複製版：第1～84回

海運業

3462大阪商船

       大正3下，12上，下期（XA7708063）

       昭和18上，19上期  （XA7708060）

       昭和19下期   （XA7708054－P）

    〔昭和39．4 大阪商船三井船舶〕

糾63 国際汽船

大正13年度，昭和5上期
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              （XA7708063）

   昭和14下，16上・下期

            （XA7708054－P）

〔昭和18．11 大阪商船へ合併〕

3464川崎汽船

3465神戸商船

3466朝鮮郵船

第2期（大正8．10／9．3）～6期

        （XA7708054－P）

第7～12，17，20，21，29，56期第2次（昭

 和22．4／9），昭和21．8．10現在

 財務諸表      （XA7708060）

第2期（大正7．1／1．6）～22，24～31

 期（昭和13年度） （XA7708063）

第23期      （XA7708060）

第1期前（明治45，4／大正1．9）～10

期後      （XA7708057－P）

第11人前～i3前，15前，16後，18前

 ・後，19後，20後，25後，28期前

          （XA7708060）

第31前，32前～33前半年度（昭和19．4

 ／．9）    （XA7708054－P）

3467東京湾汽船（東海汽船）

       第9回（明治26下）～31，33～46，64，

        69，71～73，107回 （XA7708064）

       第66，67，70，111，113～115回（昭和21

        下）       （XA7708060）

    〔昭和17．9社名変更〕

3468東洋汽船

       第4期上（明治33」／．6）～5下，6下，

        8上， 20回目26，28～30回

                  （XA7708064）

       第6期上，7上・下，14回～19，27，31～

        34回    （XA7708054－P）

       第91，92，94回（昭和19．7／．12）

                  （XA7708060）

    〔昭和24．9 解散，昭和25．1（新）東洋汽船，昭

   和35．4 日本油槽船へ合併〕

3お9 日本産業汽船（日産汽船）

       第1回（昭和9上）～6回（昭和11下）

                （XA7708054－P）

    〔昭和12．11社名変更 日産汽船，昭和39．4 日

   本油槽船へ合併して，昭和海運〕

3470樺太汽船

       第8回（大正11上）～13，16，33，35回

                  （XA7708060）

       第14，15，17～32，34，36～38回（昭和

        12上）       （XA7708063）

    〔昭和12．11 日本産業汽船へ合併〕

3471南洋郵船

3472日清汽船

3473日本郵船

陸運業

第15期（大正10．10／1L3），16，18，

 27～29，33，35～41期（昭和9．10／

 10．3）       （XA7708060）

第17、19～26，30～32，34期

           （XA7708064）

第18前期（大正13．4／．9）～19前，

 29前期      （XA7708060）

第29年度後～32年度前期（昭和13．4／

  9）      （XA7708064）

第51期前（昭和10．10／11．3）～57期

 前（XA7708064）
第57後～59期後  （XA7708060）

第61期前～62期後（昭和24．6／，9）

        （XA7708054－P）

3474大津電車軌道（琵琶湖鉄進汽船）

       第32回（大正15上期）（YE7708021）

    〔昭和2．1 太湖汽船・湖南鉄道を合併して，社名

   変更，昭和4．4 軌道線を京阪電気鉄道へ譲渡〕

3475湖南鉄道

       第29回（大正15，4／．9）

                  （YE7708020）

    〔昭和2．1 大津電気軌道へ合併〕

3476上州鉄道

       第26回（大正15下期），30回（昭和3上

        期）       （YE7708019）

    〔昭和12．1 東武鉄道へ合併〕

3477長谷鉄道

       第16回（大正14．4／15．3）

                  （YE7708017）

    〔昭和3．1 大阪電気軌道（現近畿日本鉄道）へ合

   併〕
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34了8 碧海電気鉄道

       第1回（大正14．11）～7，10～12回

        （昭和6．5）    （YE7708018）

   〔昭和19．3 名古屋鉄道へ合併〕

匿 市販版

雄松堂フィルム出版  「営業報告書集成」 （マイクロフィ

ルム版）の内

 〔第一集〕 （203リール）

明細：

 第一集

，第二集  （22リール）

3479 R2            （XA7203025N）

    0106東北振興水産 1－6（昭12－18）欠3

    0107東洋捕鯨4－28（大8一昭9）
    0108日本水産14－26（昭8－15）

    0109日本捕鯨1－4（昭9－11）
    0110日魯魚業1－55（大3一昭19）
  R3           （XA7203026N）

    0201釜石鉱山22－54（昭3－19）欠24，
             28

    0202金馬鉱業（忠南金馬鉱業） 7－17（昭12

              －17）

    0203久原鉱業1－33（大1一昭3）
  R8             （XA7708078P）

    0217古河鉱業20－53（昭2－19）

    0218明治鉱業11－26（昭3－19）
    0219ラサ工業（旧） 26－55（大14一昭15）

      欠37（ニーR1参照）

    0220輪西鉱山6－16（昭9－14）
             欠7－15

  R9          （XA7708079P）
    0301入山採炭62－96（大14一昭18）
      欠71－73，95（ニーR1参照）

  R10          （XA7203027N）

    0302磐城炭磧51－118（明42一昭18）

  R11          （XA7708080P）

    0303宇部鉱業1－17（昭10－18）欠2
    0304茅沼炭破14－29（昭11－20）

    0305九州採炭5－18（昭12－19）
    0306九州炭破汽船63－65（昭13－15）

    0307常磐炭礫3－5（昭20－23）
    0308住友炭磧1－14（昭5－11）

    0309大同石油2－10（昭14－18）
  R12            （XA7708081P）

    0310大日本石油鉱業 1－52（太5一昭17）

    0311大日本炭礫24－55（昭3－19）

  R14           （XA7203028N）

    0315東邦炭礪1－33（大8一昭10）

                      一117一

  0316日本炭業1－15（昭11－19）
  0317東見初炭磧12－17（昭16－19）

  0318豊礪石油2－4（明41－43）欠3
R15          （XA7203029N）
  0319北海道炭磧汽船（1）26－50（明35一大3．6）

R16           （XA7203030N）

  0319北海道炭磯汽船（2）51－103（大3．7一昭

            15）

R18         （XA7708082P）

  0321三菱鉱業1－57（大7一昭21）
           欠52，54－56

R19           （XA7203031N）

  0401大阪製粉4－45（大12一昭19）
           欠5，7，29，44

  0402顧麟麦酒1－81（明40一昭22）
           欠6，10，13，76，80

R21          （XA7203032N）
  0406大日本製糖23－98（明42一昭19）欠

           43－47， 49，52，55，76

R22          （XA7203033N）
  0407大日本麦酒 9－76（明43一昭18）

           欠69

R24            （XA7203034N）

  0410台 湾 製 糖 12－72（明44一昭19）

           欠32－38

R26          （XA7203035N）

  0414東洋醸造14－32（昭7－19）

  0415東洋製糖3－25（明41一昭2）
R27          （XA7203036N）

  0416二  幸11－29（昭7－17）欠15，

           22－28

  0417日 英 醸 造 2－40（大8一昭14）

           欠26，27（昭15解散）

  0418日清製粉1－58（明40一昭10）
    （ニーR1参照） 館林製粉㈱第一回（明34）

R29           （XA7203037N）

  0422日本製粉1－78（明30一昭10）
    （ニーR1参照） 欠46－58

  0423福泉1食品工業 1－7（昭16－19）

           欠4，5

R31          （XA7203038N）

  0428明治製糖1－60（明39一昭14）
           欠16－21

R32          （XA7203039N）
  0429森   永 1－21（昭8－18）欠20

  0430森永製菓1－67（大1一昭18）
0431森永乳業（森永練乳）1－30（昭2－17）

         欠2，5－8，10，11，22，

         29



R33           （XA7708083P）

  0501朝日毛糸紡績34－50（昭8－17）欠47

  ．0502旭 絹 織3－22（大12一昭8）

           欠4

  0503旭産業（旭シルク）1－19（大14一昭18）

R34            （XA7708084P）

  0504旭 紡 績13－39（大15一昭14）

  0505朝 日 紡 績 2－5（昭16－18）

  0506足利紡績33－47（昭11－18）
R35            （XA7203040N）

  0507綾羽紡績1－3（昭10－12）
  0508和泉紡績48（昭10－11）

  0509出雲製織32－41（昭11－15）
  0510近江絹綜紡績34－54（昭8－19）

  0511大分紡績6－19（大3－10）
  0512大阪毛織90－106（昭11－19）

R36          （XA7708085P）
  0513大阪合同紡績53－62（大14一昭5）

  0514大阪紡績16－46（大15一昭17）

           欠28，32

R37           （XA7708086P）

  0515貝塚紡績28－60（大13一昭15）

           欠33，43，47

  0516片倉工業1－37（大10一昭21）
    （片倉二三紡績）欠5

R38          （XA7203041N）
  0517鐘淵紡績（1）32－90（明35一昭6．12）

           欠33，35－77

R39           （XA7708087P）

  0517日目紡績（2）91－105（昭6．12－14．6）

R釦          （XA7708088P）

  0517鐘淵紡績（3）106一改1（昭14．6－

           19）

R41          （XA7708089P）

  0518岸和田紡績65一95（大15一昭16）

  0519共同毛織14一改8（昭8－14）欠
           17

R42           （XA7203042N）

  0520京都織物49－117（明45一昭21）

           欠62，63，115

R43           （XA7708090P）

  0521四目紡績18－47（大14一昭15）欠
           19

R44          （XA7708091P）

  0522倉敷絹織1－36（大15一昭19）
R弱           （XA7203043N）

  0523倉敷紡績2－111（明23一昭19）
           欠4，5，9，10、26，38－52，

           57，59，83

一118一

R46          （XA7708092P）

  0524呉羽紡績1－30（昭4－19）
R47          （XA7708093P）

  0525郡是製綜30－50（大14一昭21）

           欠49

  0526郡是繊維工業 1－14（昭10－17）

  0527合同毛織1－22（昭2－13）
R48           （XA7708094P）

  0528国光紡績（長崎紡績） 27－57（大14一昭

           16）欠47，48

R49          （XA7708095P）

  0529相模紡績19－38（大14一昭10）
           欠27－29）

  0530昭和毛糸紡績 1－27（昭3－16）

           欠8，9

R50          （XA7708096P）

  0531新興毛織1－14（昭5－11）
  0532泉州織物24－73（大7一昭18）
           欠26－42，46，48，55，60，

           63，64，68

R51』         （XA7708097P）
  0533第一毛綜紡績 1－9（昭9－13）

  0534第一ラミー紡績 34－50（昭8－17）

  0535大正製麻32－44（昭10－17）

R52            （XA7203044N）

  0536大日本紡績（1）35－90（明39－10．11）

           欠36．40－61

R53            （XA7708098P）

  0536大日本紡績（2）91－112（昭10．11）

R54            （XA7708099P）

  0537台湾製麻27－46（大14一昭10）

           欠31

  0538中央毛糸紡績 9－38（大14一昭15）

R55            （XA7708100P）

  0539中央紡績1－4（昭17－18）
  0540辻紡績30－46（昭10－19）欠38
  0541帝国毛糸紡績 1－15（昭8－15）

R56            （XA7708101P）

  0542帝国製麻27－65（大9一昭14♪
R57            （XA7708102P）

  0543天満織物77－107（大14一昭16）

R58            （XA7708103P）

  0544東亜町工場（日満麻紡績） 1－19（昭9

           －19）

  0545東海毛糸紡績 1－16（昭8－15）

R59            （XA7708104P）

  0546東海紡績4－27（昭6－18）
  0547東京麻縣紡績21－56（大15一昭19）

           欠37，38，55



R60          （XA7708105P）
  0548東京モスリン紡績 61－80（大14一昭10）

  0549東洋麻工業29－48（昭6－16）欠32，

           33，37，43

  0550東洋絹織6－10（昭13－16）

  0551東洋毛糸9－19（昭7－13）
R61          （XA7708106P）
  0552東洋毛綜紡績 17－20（昭14－16）

  0553東洋毛織工業 2－16（昭9－16）

  0554東洋紡織工業67－69（昭14－16）

R62          （XA7203045N）

  0555東洋紡績1－65（大3一昭21）
           欠9，61，62

R63          （XA7203046N）
  0556東洋モスリン 1－66（明40一昭14）

           欠36

R64          （XA7708107P）

  0557富山紡績10－25（大14一昭8）

  0558豊田紡織7－48（大9一昭16）
           欠9－14

R65          （XA7203047N）

  0559内外紡績15－42（昭2－15）

  0560内外綿50－115（大1一昭19）
R66          （XA7708108P）

  0561長尾産業9－20（昭8－19）欠11
  0562名古屋紡績2－39（大7一昭12）

R67            （XA7203048N）

  0563日清紡績1－75（明40一昭19）
R68             （XA7708109P）

  0564日東毛綜紡績 4－7（昭14－15）欠6

  0565日東毛綜紡績 2－7（昭12－15）

  0566日東紡績18－45（大15一昭15）
  0567日本絹糸紡績 18－49（大15一昭17）

R69          （XA7708110P）
  0568日 本 絹 織 16－42（大14一昭14）

  0569日本毛糸紡績 26－41（昭8－16）

R70          （XA7203049N）
  0570日本毛織（1｝24－60（明45一昭5．11）

           欠46

R71          （XA7708111P）
  0570日本毛織②61－91（昭5．12－21）

           欠88－90

R73          （XA7203050N）

  0574日出紡績1－57（明45一昭15）
           欠10，29

R74          （XA7708112P）

  0575福島紡績68－103（大14一昭18）

R75          （XA7203051N）
  0576富士瓦斯紡績 34－99（明45一昭20）

           欠44－47

                   －119一

R76          （XA7708113P）
  0577富士繊維工業 1－9（昭10－14）

  0578満蒙毛織27－42（昭6－15）

  0579御幸毛織39－43（昭12－15）

R77          （XA7203052N）
  0580宮川毛織（宮川モスリン）26－39（昭8－

           15）

  0581モスリン紡績17－57（明40一昭2）

           欠18，20，22、23，25－32

R78          （XA7708114P）

  0582大和毛織24－32（昭8－13）欠30

  0583吉見紡織45－54（昭10－15）

  0584理研紡織3－16（昭11－18）欠11，

           12，15

  0585和歌山紡織83－92（昭10－15）

R79           （XA7708115P）

  0601近江帆布77－89（昭9－16）
  0602関 西 製 綱 20－63（大10一昭18）

           欠2324，27，28，3L34

R80

R81

R82

R83

R84

R85

R86

0603錦華人絹
0604国光レイヨン

0605新興人絹

0606新日本レイヨン

0607太陽レーヨン

0608第二帝国人絹

0609帝国産業
0610帝国人造絹糸

0611帝国燃綜織物

0612東京人造絹糸

0613東京製綱

0614東京毛布

0615東洋ファイバー

0616東洋ランル
0617東洋レーヨン

0618内外編物

0619新潟人絹工業

0620日清レイヨン

0621日窒化学工業

 （XA7708116P）
1－10（昭8－13）

1－2（昭9）

1－18（昭8－17）

 （XA7708117P）
1－13（昭12－19）

1－15（昭9－16）

 （XA7708118P）
13－14（昭15－16）

1－2（昭18－19）

8－53（大11一昭19）

欠9，11

 （XA7708119P）
59－75（昭10－19）

6－30 （曜3－15）

 （X今7708120P）

騨翻∫昭19）

22－47（昭4－17）

欠28，43，44，46

1－18（昭9－18）

 （XA7708121P）
2－16（昭11－19）

12－41（昭6－21）欠38，

39

 （XA7708122P）
5－24（大15一昭12）

欠6

2－14（昭9－16）

1－10（昭8－13）

5－26（昭8－19）



    （旭ベンベルグ絹糸）

R87           （XA7708123P）

  0622日本加工織布28－44（昭8－16）欠41

  0623日本人造羊毛 1－12（昭9－14）

  0624日本心乱71－72（昭11）
R88           （XA7708124P）

  0625日本レイヨン 1－35（大15一昭18）

  0626福島人絹5－17（昭9－16）欠7，
           11，14，

R8g           （XA7708125P）

  0627福助足袋1－32（大8一昭19）
           欠2，5

R96           （XA7203053N）

  07ユ0合同油脂1－30（大14一昭10）
    （合同油脂グリセリン）

  0711三     共 1－67（大2一昭21）

           欠5－25，63－66

  0712昭和合成化学工業 1－19（昭9－19）

           欠2，16

R101           （XA7203054N）

  0721大同燐寸12－24（昭8－14）欠17

           －20
  0722大日本人造肥料 46－96（明44・一昭11）

R102          （XA7203055N）．

  0723大日本製薬｛1）31－70（明45一昭6．11）

           欠36，38

R107           （XA7203056N）

  0734電気化学工業 1－60（大4一昭19）

R115           （XA7708235N）

  0749日本化学工業34－52，改5－16（大15

           上一昭18下）欠43

    噺旧本化学工業58，59 （昭19上）

    （一一R171，ニーR4参照）

R117          ．（XA7708126P）

  0754日本染料製造（1） 3－30（大5．一昭5，ユ2）

R118          （XA7708127P）

  0754日本染料製造（2）31－55（昭6．1－18）

R119           （XA7708128P）

  0755日本曹達1－49（大9一昭19）
  0756日本窒素火薬 7－24（昭8－17）欠14

R120           （XA7203057N）

  0757日本窒素肥料〔14〕一69（明45後一昭15）

           欠27，40－60

      附．朝鮮窒素（61回附録）18回～（69

        回附）26回

        長津江水電（62回附録）7回～

        （69回附）14回（S11，11／12．

        4）

  0758日本燃料工業 3－9（昭12－16）欠8

  0759日本肥料1－5（昭14－19）

                    一120一

  0760日本ペイント 55－91（大14一昭19）

    （日本ペイント製造） 欠82

R123          （XA7203062N）

  0801王子製紙（1）1－90（明5一大8．5）

R124         （XA7708129P）
  0801王子製紙（2》91－137（大8．6一昭17）

R1％          （XA7203063N）
  0812日本加工製紙 49－55（昭15－19）欠50

  0813日本紙業1－63（大2一昭19）
R130          （XA7203064N）

  0816富士製紙39－48（明41一大2）
           欠40，44，47

  0817北越製紙31－75（大11一昭19）

R134          （XA7203058N）

  0905日本石油（1）31－60（明41一大12．3）

           欠34，35，51，52

R135          （XA7708130P）

  0905日本石油（2｝61－107（大12．4一昭

           21）欠104－106

R136          （XA7203059N）

  0906早山石油1－15（昭10－17）

  0907扇田石油33－35（明42－43）

  0908丸善石油11一ユ9（昭15－19）欠17

  0909明治石油33－66（大15一昭17）
           欠39，42－48，50－53，

            55，56

  0910理研護誤工業 1－14（昭12－19）欠13

R137          （XA7708131P）

  1001浅野セメント 9－69（大5一昭21）

           欠14，66，67

  1002旭 硝 子30－66（大14一昭19）

R138          （XA7203060N）

  1003伊奈製陶21－29（昭8－13）
  1004磐城セメント 1－78（大5一昭21）

           欠6，19－26，29－30，73

           －75

R139           （XA7708132P）

  1005宇部セメント製造 6－37（大14二昭16）

  1006大分セメント 15－39（大14一昭13）

  1007大阪製煉13－39（大14一昭14）

R140          （XA7708133P）

  1008大阪陶業33－49（昭11－19）欠402
           41

  1009大阪窯業82－118（大14一昭19）

           欠115

R141          （XA7708134P）

  1010大阪窯業セメント 1－35（昭元一19）

            欠4，34

R142           （XA7203061N）

  1011小野田セメント製造 1－118（明13一昭



           9）

R書43          （XA7708135P）

  1012川崎窯業12－26（昭10－18）

  1013品川白煉瓦46－87（大14一昭21）

           欠56

R147            （XA7708136P）

  1022東洋カーボン45－46（昭15－16）

  1023東洋セメント工業 1－20（昭9－19）

  1024土佐セメント 52－59（昭10－14）欠54

  1025名古屋製陶29－50（昭6－17）

R1娼          （XA7708137P）
  1026七尾セメント 12－29（昭7－16）

  1027日東セメント 3－15（昭8－15）欠41

R151          （XA7708138P）

  1033日本精器13－32（昭9－19）欠24，
           27

  1034日本石綿盤製造 37－58（昭8－19）欠52，

           57

  1035日置セメント 71－97（大15一昭14）

           （ニーR6参照）

R155         （XA7708139P）
  1101秋田製鋼1－12（昭13－19）
  1102浅野小倉製鋼所 15－51（大15一昭18）

    （小倉製鋼）   欠18

  1103浅野重工業4－7（昭16－18）

  1104吾嬬製鋼所18－23（昭16－19）

R156          （XA7708140P）

  1105尼崎製鋼所12－24（昭12－19）

  1106尼崎製鉄14（昭19）
  1107梅田製鋼所32－49（昭9－18）

  1108大阪製鋼5－13（昭15－19）欠6
  1109大阪製飯28－39（昭8－14）
  1110大阪特殊製鋼 1－11（昭13－19）

R158          （XA7708141P）

  1112日半製鉄32－33（昭8－9）
  1113関西重工業7－12（昭12－15）

  1114関東製鋼7－16（昭14－19）
  1115九州特殊鋼1－3（昭14－16）
  1116久保田鉄工所20－28（昭15－19）

  1117栗本鉄工所 1－21（昭9－19）

R160          （XA7708142P）

  1120神戸製鋼所16－67（大8一昭19）

  1121三徳工業8－14（昭16－19）

R161          （XA7708143P）

  1122山陽製鋼10－19（昭14－19）
  1123昭和特殊製鋼 2－14（昭12－19）

  1124住友金属工業 17－34（昭9－18）

    （住友伸銅鋼管）

  1125住友製鋼所 2－40（大5一昭10）

          欠3－5，16

                   －121一

R162          （XA7708144P）

  1126第一製鋼1－8（昭9－13）欠2，
    （第一重鋼業） 5，6，7

  1127大同製鋼38－46（昭15－19）

  1128大和製鋼5－14（昭14－19）欠9，

           11，13

  1129高砂鉄工22－42（昭8－19）
  1130帝国特殊製鋼 14－21（昭15－19）欠15，

    （日本ステンレス） 16

R167          （XA7708145P）

  1142中山鋼業4－12（昭11－16）欠11
  1143中山製鋼所14－28（昭11－19）

  1144日目製鋼33－54（昭8－19）欠45，
           53

  1145日曹製鋼38－42（昭11－13）
    （米子製鋼所）

R168          （XA7203065N）
  1146日本鋼管（1）1－45（明45一昭9．11）

           欠10，31（ニーR5参照）

R169          （XA7708146P）
  1146日本鋼管（2）46－64（昭9．12－19）

R170          （XA7708147P）
  1147日本高周波重工業 7－17（昭13－19）

  1148日本砂鉄鋼業 6－19（昭12－19）

    （日本砂鉄工業）

  1149日本製鋼所38－75（大14一昭19）

R171          （XA7708148P）

  1150日本製鉄1－21（昭9－19）
  1151日本製錬39－57（昭9－18）

          儒：：室土轡）

R174          （XA7708149P）
  1157報国砂鉄製錬 8－10（昭18－19）

  1158三菱鋼材18－51（大15二昭17）
    （東京鋼材）  欠19，20

  1159三 菱 褻 鋼 1－4（昭17－19）

  1160理研鋼材1－10（昭11－16）
  1161理研特殊鉄鋼 1－7（昭10－13）

R178          （XA7203066N）

  1219日本電線59－75（昭10－19）
  1220日半ニッケル 3－15（昭12－19）

  1221藤倉電線1－69（明43一昭19）
           欠5，11，15，1820，27，

           51－64，66，67

R179          （XA7203067N）

  1222古河電気工業33－101（大1一昭21）

    （横浜電線製造）欠42，45，53

  1223三井軽金属 1－6（昭16－19）欠2

    （東洋軽金属）



  1224三谷航空金属26－48（昭8－19）欠32，

     （三谷伸鋼）  37，41，47

R181          （XA7708150P）

  1301エビス電球9－32（昭7－19）欠25，
            29

  1302国産電機1－13（昭6－14）
  1303澤藤電機6－21（昭12－19）欠19
  1304芝浦マツダ工業 11－12（昭16－」7）

  1305東京瓦斯電気工業32－57（大15一昭13）

R182           （XA7203068N）

  1306東京芝浦電気 1－80（明37一昭19）

     （芝浦製作所） （ニーR6参照）

R183            （XA7203069N）

  1307東京電気26－82（明43一昭13）

R191          （XA7708151P）

  1409遠洲機械17－49（昭2－19）欠19
     （遠州織機）  一26

  1410大阪機工22－58（大14一昭19）
    （大阪機械工作所） 欠31，37，39，57

R192            （XA7708152P）

  1411大阪機械製作所 28－49（昭8－19）欠44，

            47

  1412大阪金属工業 7－16（昭14－19）

  1413大阪製鎖造機 20－54（大15一昭18）

     （大阪禦見所）

R196           （XA7708153P）

  1425島津製作所24－54（昭3－19）欠47，

            50－53

  1426昭和重工業5－10（昭11－14）

R201           （XA7708154P）

  1441東洋製罐1－48（大6一昭16）
  1442東洋製鋼37－53（昭11－19）欠44，
            50

  1443東洋ベアリング 3－17（昭11－19）

R202           （XA7708155P）

  1444豊田式織機39－74（大14一昭18）
     （豊和重工業）

  1445豊田自動織機製 2－32（昭2－17）欠5，

    作所      7

R⑳3          （XA7708156P）

  1446新潟鉄工所☆4－69（明44一昭19）
            欠5，9，11，17，18，24，26，

            29

  1447日本光学工業 16－59（大14一昭21）

            欠56．57

  1448日本航空機材 36－37（昭18－19）

  1449日本スピンドル製造所 13（昭15）

R204           （XA7708157P）

  1450日 本 精 工 32－57（昭6－19）欠33，

一122一

  1451日本製鋼造機
     （日本製鋼）

R209

  1501浅野造船所

  1502新家工業
  1503浦賀船渠
R211

  1507川崎重工業
     （川崎造船所）

R215

  1517東京石川島造船

    所ω
R216

  1517東京石川島造船

    所（2）

R2盲9

  1525日本車輌製造

R2⑳

  1526画館船渠

R222

  1528播磨造船所

  1529日立造船
     （大阪鉄工所）

R225

  1601池上電気鉄道

  1602石原汽船
     （日本海運）

R226

  1603石原産業
    （石原産業海運）

  1604伊那電気鉄道

  1605岩手炭磧鉄道

  1606江ノ島電気鉄道

R227

  1607大阪商船（1）

R228

  1607大阪商船（2）

R229

  1608大阪鉄道

  1609大阪乗合自動車

R230

  1610青梅電気鉄道
     （青梅鉄道）

34

28－43（昭8－16）欠38，

41，42

 （XA7708158P）
25－41（昭7－15）欠26

41－49（昭14－19）

☆36－97（大3一昭20）

 （XA7203070N）
31－97（明44一昭19）

欠52－55，56

 （XA7203071N）
18－70（明36一昭4，11）．

欠22，48，55，57，60－62

 （XA7708159P）
71－98（昭4．12－18）

 （XA7203072N）
27－94（大1一昭21）

 （XA7203073N）
☆30－96（明44一昭19）

欠32

 （XA7708160P）
9－30（昭8－19）

☆1－41

改1－20（大3一昭19）

 （XA7708161P）
6－31（大8一昭7）

4－16（昭12－19）

 （XA7780162P）
7－21（昭12－19）

58－74（昭10－19）

44－46（昭17－19）

28－36（昭14－19）欠33

 （XA7203074N）
（明32一大5下）

 （XA7708163P）
（大6上一昭18下）欠大

3下，12上下，14上，昭

7，18上

 （XA7708164P）
46－87（大ユ0一昭17）

欠47，52，54

24－31（昭ユ0－14）欠29

 （XA7708165P）
67－94（大ユ5一昭15）



R231           （XA7708166P）

  1611小田急電鉄 6－63（大ユ4一昭16）

    （小田原急行鉄道）欠25－33，36－61

  1612小田原電気鉄道 57－64（大9－13）欠59

           －61

  1613蒲原鉄道20－28（昭6－11）
  1614川崎汽船13－48（大14一昭18）

           欠17，20，21，29

R232          （XA7708167P）
  1615関西急行鉄道 31－66（大ユ4一昭18）

    （大阪電気軌道）欠45

  1616関西急行電鉄 1－7（昭11－14）

R233          （XA7708168P）

  1617北日本汽船39－46（昭14－18）

  1618北大阪電気鉄道 8－9（大11－12）

  1619九州電気軌道 63－67（昭14－17）

  1620九州郵船40－49（昭14－19）

  1621近海郵船14－16（昭ll－14）
  1622草津軽便鉄道 12－13（大12－13）

  1623熊野自動車16－20（昭8－11）

R234          （XA7708169P）

  1624京王電気軌道 33－67（大15一昭18）

R235          （XA7203075N）
  1625京成電気軌道 6－70（明44一昭19）

           欠34－53

R236          （XA7708170P）
  1626京阪神急行電鉄 37－74（大14一昭19）

    （阪神急行電鉄）

R237          （XA7203076N）
  1627京阪電気鉄道 1－73（明39一昭18）

           欠15－33，61

R238          （XA7708171P）

  1628芸備鉄道49－51（昭10－12）
  1629京浜地下鉄道 1－10（昭12－16）

R239           （XA7203077N）

  1630京浜電気鉄道23－88（明41一昭16）

           欠24－28

R240          （XA7708172P）

  1631河東鉄道5（大11）
  1632神戸商船32－36（昭13－17）
  1633国 際 運 輸 13－26（昭8－19）欠21

  1634国際汽船（昭17上，下）

  1635国際通運100－109（昭7－12）
R241          （XA7708173P）

  1636相模鉄道21－45（昭6－19）
R2耳2          （XA7708174P）

  1637産業セメント鉄道 45－50（昭16－19）

  1638山陽電気軌道 6－23（大15一昭10）

  1639山陽電気鉄道 6－23（昭10－19）

  1640駿豆鉄道19－51（大15一昭17）

一123一

  1650鶴見臨港鉄道

  1651東亜海運
R247

  1652東海汽船
     （東京湾汽船）

R248

  1653東京急行電鉄

    （東京横浜電鉄）

R249

  1654東京高速鉄道
R250

  1655東京地下鉄道

    （駿豆鉄道箱根  欠27，31－38，48，49

    遊船）

R243          （XA7708175P）
  1641湘南電気鉄道 1－31（大14一昭16）

           欠21－28

  1642里中鉄道22－42（昭6－17）

  1643西武鉄道28－44（昭10－19）

R244          （XA7708176P）

  1644総武鉄道35－43（昭14－18）欠36

  1645大正海運7－57（大7一昭18）
           欠13－17，20，23－35，54

  1646大日本航空1一改6（昭13－17）

           欠3，4

  1647太洋海運18－37（大14一昭10）

R245          （XA7708177P）

  1648秩父鉄道56－90（大15一昭19）

R246          （XA7708178P）

  1649中国鉄道80－96（昭10－19）欠86，
           87

           32－40（昭14－19）欠39

           4－7（昭15－17）欠5

             （XA7708179P）

           74－110（大15一昭19）

           欠107

             （XA7708180P）

           28－43（昭10－18）

R251

  1656東京乗合自動車

  1657東京横浜電鉄
R252

  1658東武鉄道
  1659東洋海運
R253

  1660東洋汽船

R254

  1661東横乗合
  1662富山鉄道
  1663豊川鉄道
  1664豊橋電気軌道
R255

  1665名古屋鉄道
R256

  1666奈良電気鉄道

 （XA7708181P）
1一清1（昭9－16）

 （XA7708182P）
1－41（大9一昭16）

欠23－38

 （XA7708183P）
28－40（昭6」13）

32－58（大14一昭14）

 （XA7708184P）
58－94（大15一昭19）

3－13（昭12－18）

 （XA7203078N）
22－93（明41一昭19）

欠23，25－34，91，92

 （XA7708185P）
3－16（昭4－11）欠6

28－33（昭2－5）欠30

82－96（昭11－18）欠88

18－41（昭7－19）

 （XA7708186P）
1－46（大10一昭19）

 （XA7708187P）
22－39（昭10－19）



  1667南海鉄道61－96（大14一昭18）

            欠80－89

R257           （XA7708188P）

  1668南武鉄道2－47（大10一昭19）

R258          （XA7708189P）

  1669日産汽船7－20（昭11－18）欠8
    （日本産業汽船）

  1670日清汽船19－37（大13一昭19）
            欠25－30，32

  1671日東鉱業汽船 5－11（昭14－17）

R260           （XA7203079N）

  1674日本郵船（1）1－25（明20－43．9）

R261           （XA7203080N）

  1674日本郵船（2）26－50（明43．10一昭10）

R262           （XA7708190P）

  1675箱根登山鉄道24－29（昭15－18）

  1676阪堺電鉄6－42（大14一昭19）
  1677阪神国道自動車 23－29（昭15－18）

R263           （XA7708191P）

  1678阪神電気鉄道 大15前期一昭19前期（大

            15一昭19）欠昭18後期

  1679阪和電気鉄道 1－29（大15一昭15）
  1680富士山麓電気鉄造 2＆一36（昭14－19）

R264           （XA7708192P）

  1681富士箱根自動車 9－41（大10一昭19）

    （富士田自動車）欠39

  16団富士身延鉄道30－59（大15一昭16）

            欠38，39

  1683別府大分電鉄 7－34（昭5－19）

            欠13，14，23，26－29，31，

            32

R265           （XA7203081N）

  1684南満州鉄道（1）☆1－17（明39一大7．3）

R266          （XA7708193P）
  1684南満州鉄道（2）18－42（大7．4一昭18）

R267          （XA7708194P）

  1685武蔵野鉄道玉2－64（大6一昭18）

            欠29－48

R269          （XA7203082N）

  1701吾妻川電力 1－4（大11－13）欠3

  1702揖斐川電気27－46（大14一昭10）

  1703宇治川電気1－70（明40一昭16）

            欠40－43

R271           （XA7203083N）

  1710鬼怒川水力電気 1－61（明43一昭16）

           欠17，1820，21

  1711九州電気48－65（昭7－16）
     （熊本電気）

一124一

R273

  1721東京電燈（1）

R四1

  1808東京ガス

R339

  2110第一生命保険（1）

R347

  2123帝国生命保険

  2124東京海上火災保

    険（旧）

R348

  2125東京火災保険

    （東京火災海上運

    送保険）

R355

  2138日本生命保険（1）

R356

  2138日本生命保険（2｝

R361

  2143福寿生命保険

  2144富国徴兵保険

  2145富士生命保険

  2146豊国火災保険

R363

  2150明治生命保険（1）

R367

  2201安治川土地
  2202江戸堀土地建物

  2203大阪港土地
R368

  2204大阪土地建物

  2205大阪ビルヂング

  2206大阪北港

  2207関西土地

R369

  2208関西不動産
    （旭土地興工業，

    大阪国技館）

 （XA7203084N）
35－70（明36一大10。5）

 （XA7203085N）
36－123（明36一昭21）

欠37，40，42，44，46，52

－61，120

 （XA7203086N）
5－19（明39一大10．8）

欠17

 （XA7203087N）
55－59（昭15－19）

46－84（明38一昭i8）

欠60

 （XA7203088N）
20－50（明36一昭9）

欠35，36，40－44，49

 （XA7203089N）
1－25（明22一大2．12）

 （XA7203090N）
26－40（大3．1一昭3．

12）欠37

 （XA7203091N）
29－33（昭11－15）

17－22（昭14－19）

6－31（大3一昭14）

欠10－27，30

17－32（昭2－17）欠28，

29

 （XA7203092N）
22－42（明35一大11．12）

欠25－31，38

 （XA7708195P）
15－51（大14一昭19）

18－22（昭8－12）

50－62（昭11－17）

 （XA7708196P）
昭11上半期一昭18下半期

（昭10－18）欠昭16下半

期

16－42（昭6－19）欠18，

27，34，36，41

13－32（大15一昭10）

欠29

12－31（大14一昭10）

欠30

 （XA7708197P）
3－19（昭10－19）

欠7，8，11，13，15，18



  2209木津川土地運河 34－49（昭10－19）欠43

  2210京浜運河9－40（大11一昭12）

           欠14，15

  2211京浜土地11－18（大12一昭2）

R372          （XA7708198P）

  2221東京倉庫60－80（昭8－19）欠70，
           75

  2222東京建物5Q－97（大10一昭19）

           欠53

R375           （XA7708199P）

  2235日目不動産61－78（昭10－19）

  2236箱根土地6－48（大11一昭18＞
           欠12，21－36，38

  2237浜寺土地36－49（昭10－17）

R377          （XA7203093N）
  2242復興建築助成 2－37（大15一昭19）

           欠8，14

  2243伯刺西爾拓殖 2－4（大2－5）

  2244名港土地28一清3（大14一昭16）
           欠32，35，50

R378          （XA7708200P）

  2245安田倉庫27－49（昭7－19）
    （興亜起業，臨港倉庫）

  2246安田ビルディング 14－33（昭8－18）

           欠15－24，26－32

  2247日日土地建物27－49（大14一昭18）

  2248若松築港90－107（昭10－19）

R詔1           （XA7203094N）

  2310新橋演舞場12－21（昭8－18）

  2311第一ホテル8－15（昭15－19）
  2312大日本映画製作 1－5（昭17一ユ9）

  2313宝塚会館8－15（昭8－13）
  2314帝国キネマ演芸 30（昭9－10）

  2315帝国劇場14－61（大2一昭12）
           欠15－17，23，29－37，39

           －44，46，47，50－58

R382           （XA7203095N）

  2316帝国ホテル1－75（明40一昭19）

           欠3，6，30，31

R鈴5          （XA7708201P）

  2401浅野物産22－53（昭3一ユ9）
           欠24－25，27

  2402伊 勢 丹7－28（昭8－19）

R銘6           （XA7708202P）

  2403伊藤忠商事9一改6（大13一昭27）

           欠13，38一改4

  2404山回実業2－10（昭10－18）
  2405京阪デパート 2－23（昭8－19）

R388          （XA7708203P）

  2407白木屋1－50（大15一昭18）
     （東  横）  欠48，49

  2408神栄実業61－76（昭10－19）

R389          （XA7708204P）
  2409曹達工業薬品統制 1一改2（昭7－19）

    （晒粉販売）   欠5

  2410大   丸4－33（大12一昭19）

           欠29

R390          （XA7708205P）

  2411局  島  屋 7－49（大11一昭19）

           欠9－11

  2412東洋棉花13－50（大14一昭19）
           欠19，20，30，32，36，39

           －41，48

R392          （XA7708206P）

  2416松屋呉服店8－45（大14一昭18）

           欠12

  2417丸善産業6－14（昭14－19）欠11
     （丸善商事）

  2418丸紅商店9－41（大13一昭15）
           欠10－12

  2419丸    物 4－20（昭11－19）欠7，

           14

R393           （XA7708207P）

  2420三井物産20－68（大8一昭18）

  2421三  越2－76（明38一昭18）
           欠26－32，52

R3馴          （XA7203096N）

  2422三菱本社9－14（明17－19）欠11
    （三菱社）

  2423三菱商事1－53（大7一昭19）
           欠3r6，13－17，24－34

  2424明治商店21－35（昭5－13）欠25，
           26

  2425森永産業22－43（昭8－19）
  2426守谷商会46－50（昭15－17）

R397          （XA7203097N）

  2601秋田木材9－37（大4一昭18）
           欠12

  2qO2山陽皮革26－64（大15一昭18）
           欠33，36，38，39，46，63

第二集

3480 R1

   01水産業

    0103極洋捕鯨
    0105大日本塩業
   02鉱業（金属）

 （XA．7708208P）

16－19（昭20－22）

42－43（大14）

一ユ25一



  0201釜石鉱山21，24（昭2，3／4）

 0217古河鉱業57（昭21）
  0219ラサ島燐鉱24（大13／14）

 03石炭・石油磧業

  0301入山採炭61，71－73（大ユ4，昭5－

           6）

 0320三井鉱山67，70（昭19／20，21）
 04食  品

  0406大日本製糖76（昭8）
  0410台 湾 製 糖 33，35，37（大13／14，

           14／15，大15／昭2）

  0413帝国製糖23－42（大13一昭9）

  0418日清製粉59－67（昭10－15）

  0422日本製粉56－57（大13－14）
  0428明治製糖61－62，65－66（昭14－15，

           16－17）

R2           （XA7708209P）
 05絹・綿・毛・麻紡織

  0508和泉紡績31－43，45（昭2－8，9）

  0513大阪合同紡績51－52（大13－14）

  0517鐘淵紡績75－77（大12－14）

  0528日中紡織21－26，47－48（大11－

           14，昭10－11）

  0529相模紡績27－29（昭4－6）
  0548大東紡織（東京 81－90（昭10－15）

    モスリン紡織）

  0554東洋紡織工業 66（昭14）

  0574日出紡織29（大15）
R3            （XA7708210P）

  0578満蒙毛織13－22，25－26，43－49

           （大13一昭4，5－6，14

           －18）

  0585和歌山紡織60－63，67－73，75－76，

           78，80－82（大13－15，昭

           2戸6，6－7，8，9－10）

R4           （XA7708211P）
 06化学繊維，その他繊維製品（織物をのぞく）

  0601近江帆布61－63，65－67（昭元一

           3，3－9）

 0624日本製布66（昭8）
 07化学工業

  0721大同燐寸4－9，19（昭3－6，11）
  0749日本化学工業28－33，63－65（大11－14，

           昭21－24）

  0757日本窒素肥料40－43，．45，47，49－50，

           52－58（大14一昭2，2／

           3，3／4，4－ 5，6－ 9）

  0760日本ペイント 82（昭14／15）

  0765星  製  薬 大14年下期一昭4年下期

 08製紙・パルプ

一126一

  0816富 士 製 紙 74－82，84，86（大14一昭

           5，5／6，6／7）

R5            （XA7708212P）

 10セメント・窯業

  1006大分セメント 12－14（大13－14）

  1021東海電極製造 61（昭23／24）

  1024土佐セメント 24－33，35－50（大11一昭

           元，2－10）

  1030日中カーボン 65（昭23／24）

  1031日本硬質陶器ユ4－29，35（昭2－10，12

           ／13）

R6            （XA7708213P）

  1035日本セメント 69－70，80－83，85－90

           （大14－15，昭5－7，8

           －11）

  1038豊国セメント 13（大14）

 11鉄  鋼

  1111大島製鋼所28（昭6）
  1120神戸製鋼所 1－15（明44一大7）

  1146日本鋼管31（昭2）
  1158東京鋼材19－20（大15一昭2）
 12非鉄金属

  1212日電興業51（昭19－20）
  1218大阪電気分銅 63－65（大13－15）

  1219日 本 電 線 77（昭19／20）

  1220日本ニッケル 21．一22（昭2ユー24）

 13電気機器

  1306東京芝浦電気 81，83－84（昭19，20－21）

  1316日立製作所55（昭21／24）

  1320三菱電機40．42，52（昭15，16，21）

 14機械・精密機器

  エ401愛知時計電機55，61（大14，昭3）

 15輸送用機器・造船・車輌・航空機

  1517東京石川島造船所 62（大14）

  1534三菱造船2－3，7，27（大7－8，9
           ／10，昭5／6）

 16運輸（陸・海・空運）

  1604伊那電気鉄道 37－45（大14一昭4）

  1607大．阪商船大14上，昭7上一7下

R7           （XA7708214P）
  1611小田原急行鉄道 25－30，32－33（昭10－

           13， 13－14）

  1615大阪電気軌道45（昭7／8）
  1619九州電気軌道33－45，47，50，55－56

           （大13一昭6，6／7，8，

           10－11）

  1621近海郵鈴第3期後半，4期後半，
           5期後半一6期前半，10

           期前半一11期後半（大14

           ／15，大15／昭2，昭2



  1625京成電気軌道

R8
  1626阪神急行電鉄

  1628芸備鉄道
  1634国 際汽船

  1635国際通運
    （内国通運）

  1653目黒蒲田電鉄

  ユ655東京地下鉄道

R9
  1656東京乗合自動車

    （東京市街自動

    車）

  1667南海鉄道

  1670日清汽船

  1673日本通運
  1678阪神電気鉄道
R29

  2153有隣生命保険

 22不動産・拓殖・倉庫

  2203大阪港土地

  2204大阪土地建物

  2206大阪北港
  2207関西不動産
    （関西土地）

  2210京浜運河
R31

  2241不二興業

  2242復興建築助成

  2247千日土地建物

  2248若松築港
 23サービス

  2315帝国劇場

  2321日本活動写真

 24商  業

  2406江    商

一3，7－9）

34－37，39－53（大14一昭

2，3－10）

 （XA7708215P）
35（大13／14）

32－48（昭2－10）

昭3下（昭3）

84，86－87，89－9ユ， 94－

99（大13／14，14一ユ5，

昭2－3，4－7）

11－12，14－27（昭2－

3，3－10）

23－28（昭6－9）

 （XA7708216P）
2－18， 20，23，25，27

（大7一昭2，2／3、4、5，

6）

59，80－89（大13／14，昭

10－15）

第20年度前半一24年度後

半，25年度後半一28年度

後半（大15一昭6，6－10）

8，18（昭16，21）

大14後期（大14／15）

 （XA7708217P）
31－36，38－42（大13一

昭4、6－10）

31－32，34－35，37－42，

45，49（大15一昭2，3－4，

4－7，8／9、10／11）

30－37（大14一昭4）

12（大14）

30，32－40（昭9／10，

10－15）

15（大13／14）

 （XA7708218P）
11－15，17，19（大13一昭

4，5／6，7／8）

8，14（昭4，7）

26（大14）

76－88（昭3－10）

39－44， 46－47， 51－55

（大15一昭4，4－5，7－

9）

25，27－28，30（大13／

14，14－15，昭2）

17，19（大ユ3／14，14／

        一127一

  2412東洋棉花

R32

  2413日本綿花
  2416松屋呉服店
 25通信・新聞・印刷

  2501朝日新聞

 26その他
  2608日本楽器製造

  2610日本皮革

R36

  0438玉川水道

  0439新高製糖

  0440日本麦酒鑛泉

  0441豊年製油

 05絹・綿・毛・麻紡織

R37

  0586大阪織物

  0587上海紡織
  0588神栄生糸

  0589泉都紡織
  0590東京毛織
R38

  0591同興紡織
  0592日華紡織

  0593紀陽織布
 07化学工業

R39

  0771台自製脳

  0772東洋電気工業

  0773東硫化学工業

    （東京硫酸）

  0774北海曹達
    （北海道曹達）

 08製紙・パルプ

R41

  0821大分製紙

  0822樺太工業

15）

12，19－20，32，36（大

14，昭3－4，10，12）

 （XA7708219P）
67－85（大14一昭10）

12（昭2／3）

22－29，31－38（昭4－

8，9－13）

55（大13／14）

28－29，31－34（大11－

12， 12－14）

 （XA7708220P）
16－34（大14一昭9）

欠21，26，28，29，31，33

22－41（大13一昭9）

欠32，37

57－64（大15一昭4）

欠59，60

8－23（大14一昭9）

欠11

 （XA7708221P）
32－59（大15一昭15）

欠33，51，56

39－40（昭17－18）

41－47（大14一昭4）

欠43

15（昭2）

39－41（大14－15）

 （XA7708222P）
10－40（大ユ4一昭15）

24－45（昭4－15）欠31

－33，36

35－40（大ユ5一昭4）

 （XA7708223P）
13－29（大ユ4一昭9）

欠16，21，23，25

34（昭16）

50－68（昭5－14）欠55

19－48（昭2－17）欠29，

32，42，45－47

 （XA7708224P）
18－33（大15一昭9）

欠27，31，32

24－34（大14一昭5）



           欠32

  0823土佐紙2－31（明43一大14）
           欠3，5，8，14－22，25

 11鉄  鋼

R44          （XA7708225P）

  1162東洋製鉄16－32（大14一昭8）

  n63戸畑鋳物33－50（大15一昭10）

  1164三菱製鉄14－34（大13一昭9）
           欠20，27，31，33

 13電気機器

R46          （XA7708226P）

  1323大阪電球42－43（昭2－3）
  1324川北電気製作所 20－23（昭2－4）

  1325関東電気工業 19－26（昭17－21）欠23

    （関東電気興業）

  1326日本電気50－61（昭4－9）
 14機械・精密機器

  ユ465国産工業51－53（昭10－11）
  1466満 州 計 器 3（康徳5－6）

 16運輸（陸・海・空運）．

R47          （XA7708227P）
  1689伊予鉄道電気 1－30（大ユ4一昭15）

 ．1690宇和島運輸77－107（大14一昭15）

R綿          （XA7708228P）
  1691王子電気軌道33－64（大14一昭16）

           欠35－38，41－44，48－

           51，56

  1692小倉鉄道37－57（大13一昭9）

  1693九州商船35－60（昭2－15）欠40，
     （九州汽船）  45，47，54，58

R49            （XA7708229P）

  1694九州鉄道22－53（大14一昭16）
           欠24－28，32，34，35，37，

           39，40，47－49

  1695江若鉄道25占50（昭6－19）欠31，

           43，44

  1696国際運送5－9（大14一昭2）欠7
  1697渋谷急行電気鉄道 3－4（昭4－5）

  1698新京阪鉄道7－15（大14一昭5）欠10

R50          （XA7708230P）

  1699大連汽船1－41（大4一昭i7）
  169胴玉川電気鉄道 45－69（大14一昭12）

           欠47，57

R51          （XA7708231P）

  1699－2朝鮮鉄道21－54（大15一昭18）

           欠28－48，52

  1699－3朝鮮郵船 第13期後一30期前（大13

           一昭16）欠15前，16後，

           18，19後，20後，25後，

           28前

一128一

  1699－4帝都電鉄（東京山手急行電鉄，東京郊外

     鉄道）    1－23（昭3－14＞欠3，

           9，12

R52          （XA770δ232P）
  1699－5長崎電気軌道 23－60（大ユ4一昭19）

           欠33，55，56

  1699－6博多湾鉄道汽 54－77（昭2－14）欠58，

     船61，69，70、74－76
  1699－7広島ガス電軌 37－61（昭2－15）欠53，

           56

 22不動産。拓殖・倉庫

R106          （XA7708233P）

  2249青江土地建物14－i8（大15一昭4）

  2250市岡土地10－37（大14一昭17）

           欠16，19－33

  2251大分土地建物57－70（昭3一ユO）

  2252大浜土地10－11（昭7－9）

  2253九州土地12－25（大14一昭7）

  2254渋沢倉庫31－41（大13一昭4）
  2255城 東 土 地 25（昭16／17）

  2256スマトラ興業15－37（大14一昭12）

           欠16、18，20，22，25，30

  2257泉尾土地29一改22（大14一昭17）

           欠改8

  2258朝鮮興業21－39（大13一昭18）

           欠37

Rm7          （XA7708234P）

  2259朝鮮土地改良 8一清1（昭5－10）

  2260帝国蚕糸倉庫 1－28（大15一昭15）

           欠3－5，7，9－12，15，

           16，22，23

  2261東神倉庫42－61（昭5－14）欠50，

           55，56

  2262南洋興発36（昭17）

  2263日本拓殖5－10（大12一昭5）

  2264不動建築42－43（昭15－16）

  2265満州拓殖康徳3年度
  2266三菱倉庫87－108（昭5－15）
           欠101，107

  2267門司築港15－41（大15一昭15）

           欠36

  2268横浜横橋倉庫 13－32（大14一昭10）

           欠26－29



3481

3482

3483

3484

3485

瀬

3487

                 追

群馬県．内務部鯖四課

 農商工二関スル法規

   明治41，9 1116P

   国立国会図書館（議会法令資料室）所蔵 S60． 3488

   10．一 68コマ N

 農務一統計の内報告規程他抜奉撮影

               （XA8534001）

福井県，坂井郡大石村

 統計原簿 自明治四十一年至明治四十五年

   一 1冊（第117（第207丁）で了）    3489

   福井県県史編さん課所蔵フィルム 芙 117

   コマ D E

 内容：福井県訓令第53号（明治41年12月26日） 郡

    市町村統計原簿及郡市町村要覧設備規程，目

    次，原簿台帳

 抜華撮影         （XA8535002D）
                         3490

岐阜県．内務部第一課

 〔岐阜県統計書 明治二十八年〕

   n．d． 314丁稿本

   岐阜県総務部統計課所蔵 S56．2．19317＋

   1コマ N E     （XA8017001）

岐阜県．内務部第一課

 〔岐阜県統計書 明治二十九年〕

   〔明治31．7〕 327丁 稿本

   岐阜県総務部統計課所蔵 S56，2，19 301＋

   29コマ N E  （XA8017001／002）  3491

岐阜県．内務部第一課

 〔岐阜県統計書 明治三十年〕

   n．d． 323枚 稿本

   岐阜県総務部統計課所蔵 S56，2，19 324コ

   マNE   （XA8017002） 3492

福岡県．生葉竹野郡

 明治廿三年置福岡県生葉竹野郡統計書

   n．d． 46丁

   吉井町公民館所蔵 S60．1．28 54コマ N

   E（XA8408019）
北海道庁。拓殖部

 北海道拓殖統計書 第一回

   大正3．10 122P

   総務庁統計図書館所蔵 S54．8．3 78コマ

                      一129一

 補

   N E

 内容年：大正2年       （XA7908083）

北海道庁．拓殖部

 北海道拓殖統計書 第二回

   大正4．12 165P

   総務庁統計図書館所蔵 S54．8．3 101コマ

   N E

 内容年：大正3年      （XA7908083）

北海道庁．拓殖部

 北海道拓殖統計書 第三回

   大正6．7 176P

   総務庁統計図書館所蔵 S54．8．3 106コマ

   N E

 内容年：大正4年      （XA7908083）

福井県．遠敷郡

 福井県遠敷郡勧業統計書 第拾颪回（明治四十年現

 在）

   n，d． 53丁

   福井県県史編さん課所蔵フィルム 誓

   56コマ D

 内題：遠敷郡第拾颪回統計年報

 原本は小浜市千田九郎助文書にあり

 第20丁ウラ／21丁オモテ，22丁ウラ／23丁オモテ

 コマ落チあり       （XA8535003D）

奈良県．内務部第四課

 奈良県勧業統計表 明治三十六年

   n．d． 1葉

   京都大学経済学部所蔵 S54．8．7 2コマ

   N         （XA7908085）

鳥取県．鯖一部農商課

 生産力，物貨輸出入調査及農事統計表（鳥取県勧業

 雑報 号外）

   明治23，8 25丁 図表1葉

   北海道大学附属図書館所蔵 S54．10，1 32

   コマ N

 内容年：明治21年中〔農事統計は「農事調査」の摘

   要〕        （XA7908099）
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                 1  総         ．記

                                  明治38．2 15，134p 図4

 2．調査要綱（統計調査マニュアル）         国立公文書館（内閣文庫）所蔵 ＊81コマ
                                  D  E

 iii｝地方官庁                     表紙刊年：明治三十八年一月

                                内容：明治37年県訓令第724号他

3493佐賀県．内務部第四課                                （XA7908079D）

    勧業統計報告例規集

                 H明治期統計資料

                                  マN     （XA7908124）

 1，総括統計
                            3499東京市．統計課

3494滋賀県．内務部第一課                   東京市市勢調査原表 明治四十一年施行 第四巻

    滋賀県統計書 明治二十七年                 明治44．3 273p

      明湾30．9（凡例） 1冊 写・印刷             一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 S54．

      滋賀県庁所蔵 1980．11．26482コマ N E       1．23 142＋1コマ N   （XA7908131）

    先年刊行の統計書刊本に附箋添付または手稿を挿か

    えた稿本            （XA8008058） 3500東京市．統計課

                                東京市市勢調奪原表 明治四十一年施行 第五巻

3495 〔滋賀県〕                         明治43．556p

    〔滋賀県統計書 明治廿八／廿九年〕              一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 S54．

      n．d．1冊（798p） 写            12334＋2コマ N   （XA7908131）

      滋賀県庁所蔵 1980．11．26428コマ N E

    表紙・前付等なし      （XA8008059）  6．勧業関係資料

 3．．人口・衛生関係資料          3501佐賀県．基疑養父三根郡

                                農事調査 基疑郡之部

3496 東京市統計課                         n．d． 1冊（合4冊） 写

    東京市市勢調査原表 明治四十一年施行 第壷巻         九州大学経済学部所蔵 ＊ 4シート（100コ

      明治42．11 367p                      マ） N

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 S54．     内容：1．現況 54枚

      1．23 193コマ N      （XA7908130）        2． 沿革 4枚

                                  3．農業備考 28枚

3497 東京市．統計課                         4． 畜産及獣医 12枚   （YE7301029）

    東京市市勢調査原表 明治四十一年施行 第二巻

      明治44．3485p     ・      10．地方行政文書（集書）

      一橋大学附属図書館所蔵 S54。2．7250コ

      マ N          （XA7908130） 3502滋賀県．第四課商工掛

                                玄米平均価格表 明治三十一年五月ヨリ

3498 東京市．続計課                        一 1冊 写

    東京市市勢調査原表 明治四十一年施行 第参巻        滋賀県庁所蔵 1980．11．26128コマ N

      明治44．3 1089p                  大蔵省理財局宛進達原稿 明治41年9月分まで綴込

      一橋大学附属図書館所蔵 S44．1．23551コ                   （XA8008059）

                         一3一



11．統計局所蔵「古資料」より集書

（度量衡）

3504 狩谷望之

    本朝度量権衡孜 附録 巻上之上・下

     一  2冊 写

     総務庁統計図書館所蔵 ＊ 42＋37コマ N

      E                  （XA6402007）

3503 狩谷望之

    本朝度孜                     3505

      －  1冊 写

      総務庁統計図書館所蔵 ＊ 41コマ．N E

    巻頭に「原書二明治十一年四月以小島尚旧時本写之

    トアリ」「修史館本二拠リテ写ス」と添書あり

                    （XA6402007）

〔太政官〕

 度量衡取締條例

   一 14丁 写

   総務庁統計図書館所蔵 ＊ 16コマ N E

 裏表紙に「文部省達書 明治十五年一月 統計院」

 明治8．8太政官達第135号「度量衡取締條例」の写

                 （XA6402007）

皿 企業・労働関係等資料

3．証券関係資料

3506 東京株式取引所

    東京株式取引所報告

    一月至六月）

改正第拾六回（明治三十四年

  n．d．101p活

  東京大学経済学部所蔵 ＊ 2シート（53コマ）

   N

附 株主名簿

568に所載の該書は謄写刷の本文のみのもの

                （YE7301024）

IV 決 算 資 料

3507大蔵省

    歳入歳出決算書 大正十二年度

      n．d． 1冊（合綴）

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ ＊ K（P）

    内容；1． 大正十二年度歳入歳出総決算 169p

      2． 同     同参照 574p

      3． 同     各特別会計歳入歳出決算

       175p

      4．・同     同参照 429p

      5． 会計検査院検査報告 55p

    「総決算参照」撮影底本の落丁分補撮（XA7708003）

    にあり

    撮影逆流れ撮り        （XA6903047C）

3508大蔵省

    歳入歳出決算書 昭和十一年度

      n．d． 5冊

     一橋大学経済研究所所蔵 ＊ ＊ K（P）

    内容；2． 昭和十一年度 歳入歳出総決算参照

         歳入決算明細書 33p

         各省決算報告書410p

      国債計算書 7p

   4． 同      各特別会計決算参照

    774p

   3．．同      同    歳入歳出決算

    222p

   1． 同      歳入歳出総決算 222p

   5． 歳入歳出決算検査報告 56p

撮影逆流れ撮り        （XA6903057C）

3509大蔵省

   歳入歳出決算書 昭和十二年度

     n，d． 5冊

     一橋大学経済研究所所蔵 ＊ ＊ K（P）

    内容：1． 昭和十二年度 歳入歳出総決算 235p

      3． 同      各特別会計歳入歳出決算

       242p

      4． 同      同参照 813p

      5． 歳入歳出決算検査報告 64p

   「特別会計決算参照」撮影底本の落丁分 補撮

    （XA7708003）にあり

    撮影逆流れ撮り        （XA6903058C）

一4



注） 「総決算参照」は（XA7708002）、にあり

3510大蔵省
    歳入歳出決算書 昭和十三年度’

      n。d， 2冊

      一橋大学経済研究所所蔵 ＊ ＊ K（P）

    内容11． 昭和十三年度 歳入歳出総決算 246p  3514

       5． 歳入歳出決算検査報告 66p

    その他の資料はr第3．巻」に所収（XA6903059C）

3511大蔵省

    歳入歳出決算書 昭和十四年度

      n．d．5冊 （第七十六回帝国議会提出）

      一橋大学経済研究所所蔵 ＊ ＊ K（P）

    内容：2． 昭和十四年度歳入歳出総決算参照

          歳入決算明細書 37p

          各省突算報告書 502p

          国債計算書 8p

       1． 同     歳入歳出総決算 289p

       3． 同     各特別会計歳入歳出決算

        308p

       4，，同     同参照 901p

       5． 歳入歳出決算検査報告 49p

    撮影逆流れ撮り 「総決算」P．100～103，274／275 3515

    ダブリ撮りマ・       （XA6903060C）

3512大蔵省

    歳入歳出決算書 昭和十五年度

      n。d，5冊（第七十九回帝国議会提出）

      一橋大学経済研究所所蔵 ＊ ＊ K（P）

    内容12， 昭和十五年度歳入歳出総決算参照

          歳入決算明細書 37p

          各省決算報告書 527p

          国債計算書 7P

       I， 同     歳入歳出総決算 283p

       3， 同     各特別会計歳入歳出決算

        345p

       4． 同     同参照 1045p

       5， 歳入歳出決算検査報告 104p

                    （XA6903061C）

3513大蔵省

    歳入歳出決算書 昭和十七年度

      n．d．5冊（第八十四回帝国議会提出）

      一橋大学経済研究所所蔵 ＊ ＊ K（P）

    内容：2． 昭和十七年度歳入歳出総決算参照

          歳入決算明細書 34p

          各省決算報告書 397p

          国債計算書 8p

       3． 同     各特別会計歳入歳出決算

    164p

   1． 同     歳入歳出総決算 126p

   5． 歳入歳出決算検査報告99p

   4． 昭和十七年度各特別会計決算参照 788p

撮影逆流れ撮り        （XA6903063C）

大蔵省

 歳入歳出決算書 昭和十九年度

   n．d， 3冊（合綴） （第九十二回帝国議会提出）

   一橋大学附属図書館／不詳所蔵 ＊ 串 K（P）

内容＝1．

   2．

3，

昭和十九年度歳入歳出総決算 43p

同     同参照

 歳入決算明細書 34p

 各省決算報告書238p

 国債計算書 17p

同     各特別会計歳入歳出決算

    56P

   4． 同     同参照 456p

   5． 決算検査報告 57p

     附 弁明書 4p

「特別会計決算参照」P．26／27ダブリ撮りマ

                （XA6903065C）

大蔵省

 歳入歳出決算書 昭和二十一年度

   n．d， 3冊（合綴） （第二回国会提出）

   一橋大学附属図書館／〔大蔵省文庫〕所蔵 ＊

   ＊ K（P）

 内容＝1， 昭和二十一年度歳入歳出総決算47p

    2， 同      同参照（歳入決算明細書，

     各省決算報告書，元臨時軍事費特別会計歳

     入歳出整理額計算書）206p

     国債計算書 19P

    3． 同      特別会計歳入歳出決算

     46P

    4． 同      同参照 375p

    7． 自昭和十八年三月至同二十二年三月年度

     大蔵省所管特殊財産資金歳入歳出決定計算

     書 10p

    5． 歳入歳出決算検査報告 193p

    9， 特殊財産資金歳入歳出決算検査報告1p

    8， 自昭和十八年三月至同二十二年三月年度

     特殊財産資金歳入歳出決算 7p

                 （XA6903067C）

3516 大蔵省

    決算報告書 昭和22年度

      n．d． 4冊

      一橋大学附属図書館／大蔵省文庫所蔵 ＊ ＊

       K（P）

一5一



    内容：1． 昭和22年度一般会計歳入歳出決算 252p     r一般会計決算参照」補撮（XA7708003）にあり

       2． 同    同決算参照 1529p          撮影状態昭和22年度に同じ

       3． 同    特別会計歳入歳出決算76p                 （XA6gO306gC！070C）

       4． 同    同決算参照 456p

    「一般会計決算参照」「特別会計決算参照」補撮    3518 大蔵省

    （XA7708003）にあり                  決算報告書 昭和35年度

    撮影は横長本2p分を1コマ撮りにつき判読難あり         n． d． 5冊 （第40回国会提出）

                   （XA6903068C）       一橋大学附属図書館所蔵 ＊ ＊ K（P）

                                内容：4， 昭和35年度特別会計決算参照 779p

3517 大蔵省                             5。 同    政府関係機関決算書 228p

    決算報告書 昭和23年度                   2． 同    一般会計決算参照 551p

      n．d．3冊（合綴）                    1。 同    同歳入歳出決算 59p

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ ＊ K（P）          3． 同    特別会計歳入歳出決算 65p

    内容12。 昭和23年度一般会計決算参照 1657p       「特別会計決算参照」「政府関係機関決算書」「一般

       3．．同    特別会計歳入歳出決算 80p      会計決算参照」早撮（XA7708003）にあり

       4． 同    同決算参照 407p          撮影状態はやや良       （XA6903082C）

       1． 同    一般会計歳入歳出決算 292p

                 V 地方・村落関係資料

                                岩手県岩手郡松尾村村是調査

 1．「郡是・町村是」                 大jE 2。4（凡例）110p地図

                                 一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊

3519 岩手県農会                           3シート（62コマ） N    （YE8008002）

    岩手県岩手郡本宮村産業鯛査

      明治45，624p               3524 岩手県農会

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊      ．岩手県紫波郡徳田村産業調査

      1シート（16コマ） N    （YE8008005）        明治45。3 26p

                                 一柵大学日本経済統計文献センター所蔵 申

3520岩手県農会              ．          1シート（17コマ） N    （YE8008011）

    岩手県岩手郡簗川村産業細査

      明治45，・231p               3525岩手県農会

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 串       岩手県紫波郡古館村産業調査

      1シート（20コマ） N    （YE8008006）        明治45，1．28p

                                 一橋大学．日本経済統計文献センター所蔵 ＊

3521岩手県農会                         1シート（18コマ） N    （YE8008009）

    岩手県岩手郡太田村産業鯛査

      明治45．3 叩p                3526 岩手県農会

      一年大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊       岩手県紫波郡志和村産業調査

      1シート（18コマ） N    （YE8008004）        明治45．3 34p

                                 一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊

3522岩手県農会                          1セート（21コマ） N    （YE8008010）

    岩手県岩手郡大更村産業調査

      大正2．7 15p 地図             3527 岩手県農会

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊      岩手県紫波郡赤石村産業調査

      1シート（12コマ） N    （YE8008003）        明治45．3 31p

                                 一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊

3523岩手県農会                         1シート（20コマ） N    （YE8008008）

                         一6一



3528岩手県農会                         滋賀県庁所蔵 1980．11．26132コマ N

    岩手県紫波郡佐比内村産業調査                E             （XA8008058）

      大正1．1134p

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊   3533 滋賀県，野洲郡祇隣村農会

      1シート（21コマ） N    （YE8008007）      滋賀県野洲郡祇王村是

                                  n．d．64p 地図

3529 岩手県農会                          滋賀県庁所蔵 1980。11，26．38コマ N E

    岩手県和賀郡鬼柳村産業調査                明治35年9月調査完了       （XA8008057）

      大正2。5 18p 1葉 地図

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊  3534滋賀県．蒲生郡金田村農会

      1シ～卜（16コマ） N    （YE8008012）      滋賀県蒲生郡金田村是

                                  明治35．12（緒言） 107，49p 地図

3530岩手県農会                         滋賀県庁所蔵 1980．11．26’88コマ N E

     岩手県和賀郡小山田村産業調査                              （XA8008057）

      大正2．521p

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊  3535滋賀県，愛知郡稲枝村農会

      1シート（16コマ） N    （YE8008013）     滋賀県愛知郡稲枝村是

                                  n．d。92p地図 図

3531岩手県農会                          滋賀県庁所蔵 1980，11．2656コマ N E

    岩手県和賀郡沢内村産業調査                明治35年m月了          （XA8008057）

      大正2，1 18p 地図

      一橋大学日本経済統計文献センター所蔵 ＊  3536滋賀県．東浅井郡七尾村農会

      1シート（14コマ） N    （YE8008014）      滋賀県東浅井郡七尾村是

                                  明治35．12（緒言） 101p 地図

2532滋賀県．粟太郡葉山村                   滋賀県庁所蔵 1980，11．2663コマ 製 E

    栗太郡葉山村是                                     （XA8008057）

      明治45，7（〔序）） 224p 地図 図衷．

                 VI旧植民地等資料

                            3538  山本有造

 6．，満洲                    スタンフォード大学フーバー研究所所蔵張公権文

                                書チ呂ック・リスト

3537満洲国．経済郁                  1880．2 1冊手稿
    満洲（関東州ヲ含ム）国際収支調査書 康徳三年        山本有造氏所蔵 噛 60コマ N E

      〔康徳4，11〕384p 謄写              解題「スタンフォード大学フーバ研究所文書室所蔵

      石田興平氏1日蔵（山本有造氏保管） ＊ 405コ       張公掴文書について」あり   （XA8008100）

      マNE    （XA8008100）

                 粗 戦前経済紐i’計資料

                                専売局第十三回年報 明治四十三年度

 3．専売                       明治45．1304p地図3葉

                                 東京大学経済学部所蔵 S52．2 162コマ N

2539．大蔵省．専売局                       E            （XA7608094）

                         一7一



 4．財政・金融  ，

3540大蔵省．銀行局

    銀行局第二次報告

      不詳 180，〔57〕p 表6，図表6        3548

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 140コマ N E

    表紙，奥付欠につき，書名は目次書名による

    明治14年5月奉呈

    内容年：明治12年7月～13年6月

                     （XA7303001）

                             3549

3541大蔵省．銀行局

    銀行局第十一次報告 明治二十一年

      明治23．12 414p

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 212コマ N E

                     （XA7303001）

3542 大蔵省．銀行局

    銀行局第十二次報告 明治二十二年．

      明治24．3 379p                3550
        の      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 195コマ N

      E                  （XA7303001）

3543  大蔵省． 監査局

    第十三次銀行営業報告 明治二十三年

      明治24．10 365p 表1            35励

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 192コマ N

      E                  （XA7303002）

3544  大蔵省， 監査局

    第十四次銀行営業報告 明治二十四年

      明治26．2384p表1，図表1       3552

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 201コマ N

      E                  （XA7303002）

3545大蔵省．官房第三課

    第十五次銀行営業報告 明治二十五年

      明治27．4 346p 表1，図表2         3553

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 182コマ N

      E                  （XA7303002）

3546大蔵省．官房第三課

    第十七次銀行営業報告 明治二十七年上半期

      明治28．7 147p 図表2

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 83コマ N E

                    （XA7303003）  3554

3547木蔵省・官房第三課

    第十九次銀行営業報告

                          一8一

   明治29．12 204p 図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 109コマ N E

 書名は目次書名による

 内容年1明治二十八年上半期    （XA7303003）

大蔵省．監督局

 第二十次銀行営業報告

   明治30．9421p 図表3

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 222コマ N E

 内容年1明治28年        （XA7303003）

大蔵省，理財局

 第二十二次銀行営業報告

   明治32．5 385p 図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 200コマ N E

 書名は目次書名による

 内容年1明治30年

 P377～奥付部分フィルムにキズあり

                 （XA？303003）

大蔵省．理財局

 第二十三次銀行営業報告

   明治33．5448p 図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 242コマ N E

 内容年；明治31年         （XA7303004）

大蔵省．理財局

 第二十四次銀行営業報告

   明治34，5 424p 図表1

   」橋大学附属図書館所蔵 ＊ 229コマ N E

 内容年1明治32年         （XA7303004）

大蔵省，．堰財局

 第二十六次銀行営業報告

   明治36．5 585p 図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 申 313コマ N E

 内容年；明治34年        （XA7303005）

大蔵省．理財局

 第二十七次銀行営業報告

   明治37．4 597p 図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 319コマ N E

 内容年＝明治35年

 目次P．1コマ落チ 但し，複製本には補充あり

                 （XA7303005）

大蔵省．理財局

 第二十八次銀行営業報告

   明治38．3 620p 図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 326コマ N E



3555

3556

3557

3558

3559

3560

3561

 内容年’：明治36年

 注）目次P．6～11 ミスVoidあり 複製本には影響

 ナシ             （XA7303006）

大蔵省，理財局

 第三十一次銀行及楯保附社債信託事業報告

   明治40．12 611p 表2，図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 串 329コマ N E

 書名は目次書名による

 内容年1明治39年        （XA7303006）

大蔵省・理財局

 第三十二次銀行及搬保附社債信託事業報告

   明治41．12 565p 表4，・図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 串 307コマ N

 内容年1明治40年

 本文P．498／499コマ落チ 但し，複製版（市販本）

 は可    、        （XA7303007）

大蔵省．理財局

 第三十三次銀行及措保附社債信託事業報告

   明治42．10 525p 表4，図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 284コマ N

 書名は目次書名による・

 内容年＝明治41年

 複製本は市販本購入        （XA7303007）

大蔵省．自行局

 第四十次銀行局年報

   大正5，12 737p 衰2，図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 389コマ N E

 衷紙欠につき書名は目次書名による

 内容年1大正4年        （XA7303008）

大蔵省．銀行局

 第四十一次銀行局年報 大正五年

   大正7．2 757p 表2，図衷1

   東京大学経済学部所蔵 ＊ 400コマ N E

                 （XA7303009）

大蔵省．銀行局

 第四十三次銀行局年報

   大正9．3 845p 表2，図表1

   一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 442コマ N E

 表紙欠につき書名は目次書名による

 内容年＝大正7年        （XA7303010）

大蔵省．銀行局

 第四十六次銀行局年報 大正十年

   大正12．3 752p 表2，図表1

                      －9

      〒橋大学附属図書館所蔵 ＊ 397コマ．N

      E                  （XA7303011）

3562 東京銀行集会所

    銀行通信録 第二百三十五号～二百四十四，三百三

    十九～三百四十四，四百二十三～四百二十八，四百

    四十一～四百四十六号（明治三十八年五月～大正十

    一年十二月）

      東京商工会議所図書館所蔵 ＊ 8リール N

      （E）

    内容＝第39巻第235号～236号（明治38．5，6）

                    （XA7403096）

       第40巻第237号～244号（明治38．7～39．2）

                  （XA7403096！097）

       第57巻第339号～344号（大正3，1～6）

                  （XA7403098！099）

        第71巻第423号～428号（大正10．1～6）

                  （XA7403100！101）

        第74巻第441号～446号（大正11．7～12）

                  （XA7403102／103）

    第344号P．1，第427号P．68／69コマ落チあり（但し，

    ζの号復製版作製なし）

 5．軍事関連資料

3563 国民極星研究櫨会

    戦時国民動員史 第2編 兵力動員（戦時経済調査

    資料（国員動員） 第2号）

      国民経済研究協会，金属工業調査会共編 昭和

      21。9  101p

      一橋大学附属図書館所蔵 申 2シート（56コ

      マ） N           （YE7301028）

 6．社会

3564  三澤房太郎

    工場労務者の農繁期集団勤労奉仕

      昭和16．6 P．118～134（社会政策時報 第249

      号）

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 2シート（9コ

      マ） N      （YG7403003－1！2～212）

3565太田敏兄

    農民の家庭生活に関する調査

      昭和16．5 P．141～166（社会政策時報 第248

      号）

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 3シート（14コ

      マ） N      （YG7403002－2／4～4！4）



 7．生産

3566 農商務省．工務局工務課

    工場通覧 大正九年拾威月

      日本工業倶楽部 大正9．12 1211p 表，図表

      国立国会図書館所蔵 1981．6，16653コマ   3571

      N  E

    大正8年1月1日現在      （XA8108035）

3567 農商務省．工務局工務課

    工場通覧 大正拾年拾壷月

      日本工業倶楽部 大正11，12 1325p 表，図表

      総務庁統計図書館所蔵 1981。6．16706コマ

      N  E

    大正9年1月1日現在     （XA8108036）

3568薮 季光

    農村工業の性格とその時代的意義

      昭和16．5 P．129～140（社会政策時報 第248

      号）

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 2シート（7コ

      マ） N         （YG7403002－1！4～2！4）

3569 山中篤太郎

    日本工業に於ける零細性 （上）（下）．一昭和五年

    日本中小工業の産業的地方的分布及び労働力構成の

    統計的研究一

      昭和16，5／6 MO～90／97～117（社会政策

      時報 第248／249号）

      一橋大学附属図書館所蔵 申 7シート（41コ

      マ） N        （YG7403001－1／7～717）

12，戦時経済

3570 中央物価続制協力会議

    生活必儒物資配給実態調査府県別集計結果 自昭和

                D（ 戦 後 経

 2．経済

3575経済企酷経済研究所国民叩部国民翻計算調査

   室                  3576

    コモディティ・フロー法による生産。支出推計作業

    マニュアル

      昭和51．3 490p

                         －10一

    十八年三月至全年五月三ケ月分

      n，d． 14丁， 13葉

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 2シート（27コ

      マ） N）

    第9丁欠        （YE7301027－4／5～5／5）

   中央物価統制協力会議

    闇取引に関する調査概要

      昭和19，3 3枚，4葉 謄写

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 1シート（8コ

      マ） N         （YE7301027－1／5）

3572 中央物価統制協力会議，調査部

    闇取引に関する調査報告

      昭和18．10～20．4 7冊 謄写

      一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 4シート（110

      コマ） N

    内容：其一 昭和18，10 4＋6枚

       補遺 昭和19．2 12p

       其二 昭和19，2 2枚，19葉

      其三 昭和19．5 12葉

       其四 昭和19．9 15葉

       其五 昭和19．12 2枚，3葉

       其六 昭和20．4 2p，30葉

               （YE7301027－1！5～4／5）

3573 日本鍛行，颯査局

    日・北支物価比較表（昭和十八年三月末現在）

      n，d，4枚

      一橋大学附属図書館所蔵 申 1シート（4コ

      マ） N              （YE7301026）

3574 日本銀行，調査局

    目・満物価比較衷（昭和十八年三月末現在）

      n．d，5枚

      一極大学附属図書館所蔵 ＊ 1シート（5占

      マ） N              （（YE7301026）

 済 資 料

      経済企画庁国民経済計算調査室所蔵 1981，1．12

     252コマ N E

    原本も所蔵あり         （XA8008085）

   大蔵省．物価部

    主要物資新統制価格表

      昭和21．3 5葉 謄写

     一橋大学附属図書館所蔵 ＊ 1シート（5コ



      マ） N

    内容＝第一 食糧類，第二 日用品類，第三 基礎

       物資，第四 各種料金   （YE7301025）

 4．社会

3577労働省．婦人少年局

    農村出稼者の妻の生活と意識一出稼家庭に関する

    調査結果一

      昭和41．8 8p

      ＊ ＊ 1シート（8コマ） N H P

                   （YE7908001P）．

3578 労働省，婦人少年団

    農村婦人の生活実態調査結果報告（婦人関係資料シ

    リーズ 調査資料 No．7）

      昭和27．8 157p

      一橋大学経済研究所所蔵 ＊ 3シート（83コ

      マ） N P         （YE7908002P）

3579 労働省．婦人少年局

    山村婦人の生活実態調査結果報告書（婦人関係資料

    シリーズ 調査資料 No．18）

      昭和31．8 130p

      ＊ ＊ 3シート（71コマ） N P

                   （YE7908003P）

3580 労働省．婦人少年局

    全国の女世帯 第3次女世帯の生活実態調査結果報

    告（婦人関係資料シリーズ調査資料No．14）

     昭和29．3 130p

      ＊ ＊ 3シート（69コマ） N P

                   （YE7908004P）

X 特殊コレクション

5．各社「営業報告書」

3．府県統計書
製造業

3581維松営フイルム出版

    府県統計書集成 〔追加〕

      一4リーノレHP
    内容言明治年間 兵鷹県 追加分

       No 501 明治〔26〕年 明28，2 489p

        （291コマ） 明治25年統計書の刊本に書

        きこみまたは貼付等で訂正 破損甚しい

          明治〔27〕年明29．一1冊

        （422コマ） 前年次統計書または同年次

       勧業年報の刊本を利用した部分と手写原稿

        の部分とを同訓

       No．502 明治〔28〕年 明30．一 1冊

        （442コマ） 同上

          明治〔29）年 明31，一 1冊

        （414コマ 但し，刊本利用部分と手写の

       間で二度撮りあり） 同上

       No．503 明治三十年 n， d． 1冊（425コマ

       同上） 殆んど手写 「会社・銀行」の項

       に刊本利用あり

          明治三十一年 明33．3（凡例）

        1冊 （441コマ） 写

      No．504 明治三十二年 n， d．1冊（266コ

       マ） 写

    第3巻所収2223の増補フィルム

（食料晶）

3582 台東製糖

第28回（昭和14．7／15，6）

．〔昭和18，9 明治製糖へ合併〕

3583 斎国製糖

第5期（明治43．10／44．6）

〔昭和16．2 大日本製糖へ合併〕

（XA7908132）

（XA7908132）

3584東洋製糖

       第1，2回（明治40，2／6，7／41．6）

                    （XA7908132）

    〔昭和2．12 大日本製糖へ合併〕

3585南満洲製糖

第21，22期（昭和2．4／3．3，3．4／

4．3）            （XA7908132）

6．「大隈文書」

3586 早稲田大学．大隈研究室
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 大隈文書〔抜薬〕

   一 4リール 2N 〔E〕

内容：A官庁関係文書 5財政（10）地方財政 A

     2487～6法制・（1）総記 A2536（R65）

    同       12教育・社会（1）教育

     A4224～（2）社会 A4283 （R113）

    同      13軍事 A4355～14統計

     A4379  （R116）

    同       14統計 A4380～15外人関

     係（2）ハウス A4412 （R117）

 内（A2536）戸籍局年報並附録 明治九年七月至

  十年六月

  （A4361）府藩縣石高人口表 明治二己巳年調

  （A4363）東京府第五大恥戸籍表，職分表ノー，

  寄留表 明治四年御田

  （A4368）明治六年戸ロ反別増減比較表

  （A4392）全国人口〔米麦〕消費高概計表 地

   租改正事務局

 引伸し製本あり    （XA7408022N～025N）

注）「大隈文書」（市販版）全リール受入あり

外 国 資 料

 1．韓国

3587 〔韓国政府〕

    ［Manual for family income and expenditure

    8urvey in 1976＆cθn8us 8urvey in 1975］

      n．d，2冊（47p 8枚，57p）

      ＊ ＊ 40＋33コマ N

    全文韓国語           （XA7608096）

 2，中華民国

3588 台湾省政府，主計処

    台湾省家庭収支調査方案

      民国62，ユ 6p

      兆  ＊  6コマ  N        （XA7608096）

3589 台湾省敏府．圭計処糧食局

    台湾省家庭収支調査手冊 第一冊～第七冊（欠 二，

    四冊）

      民国60，10～63．6 5冊

      ＊ ＊ 97コマ N

    内容＝第一冊 調套内容与科目編号 民国63，6

       48P

       第三冊 一，賑簿格式日記賑説明，二．記賑

        実例 民国63，6 38p

       第五冊 一，調査員之避用与訓練計剛，二，

        督導計剛与督，指導人員須知 民国60。10

        30P

       第六冊 抽様設計綱要（民国六十r年）民

        国60．10 21p

       第七冊 一。訪問紀録表側表方法，二．訪問

        調査技術 民国61．10 16p

                    （XA7608096）

 3．香港

3590 Hong Kong． Census＆Statistical Dept．

    Hong Kong land cen3u8 1971， instruction for

    enUmera七〇r8．

      n．d．98P

      ＊ ＊ 56コマ N     （XA7608096）

3591 Hong Kong， Cθn8u8＆Stati8tical Dopt，

    Hong Kong m旦rine ce鳳8u8197ユ， in8truction for

    enuπ1erator8．

      n．d．86p

      申  ＊ 51＝rマ  N       （XA7608096）

3592 Hong Kong． Cgn8u8＆Stati8tlcal Dopt．

    In8truc亀ion8 for enumerator8， Iand by cen3u8

    ユ976．．

      n．d．70p

      ＊ ＊ 40コマ N     （XA7608096）

3593 Hong Kong、 Cer18u8＆Stati8tic81 Dept．

    Coding manua1，1and by・cen8u81976．附

    confidential Iand by－cen5us 1976．

      1975．1040，53p 1葉

      ＊ ＊ 53＋1コマ N

    中文書名：課碍手順 一九七六年香港陸上中期戸□

    統計              （XA7608096）

3594 Hong Kong． Cen8us＆Statistical Dept．

 Hong Kong marine by－censu81976， instructions

 for enumerators．

   n．d．44p

   ＊ ＊ 28コマ N     （XA7608096）
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3595 Hong Kong， Census＆Statistic81 Dθpt．

   Coding manual． marine by－census 1976．附

   confidenta！marine by－census 1976．

     1975．934，46p 1葉

     ＊ ＊ 47＋1コマ N

   中文書名：謬礪手冊 一九七六年香港水上中期戸口

   統計              （XA7608096）

3596 香港政府．続計処経済統計科

   家庭消費支出統計 逐日支出記録冊（continuous

   household expenditure survey． Daily expendi－

   ture record）［1973／74］

     n．d． 1冊

     ＊ ＊ 57コマ N     （XA7608096）

一あとがき一

 本編は先に刊行したr統計資料マイクロ・フィルム目録 第4巻』の補遺に相当する。

 先年度1月末現在の時点では，目録化が進行中であった決算書関係資料と1963～85年度受入

のもので第1～4巻に未記載のもの104アイテムを収める。

 決算書のフィルムは13リール，その他はロールフィルムで36リール（内4リールは収録資料

の一部を既に第4巻に収めてある），フィシュ等シートフィルムで26件（40枚）である。なお，

1985年度までのもので未目録化のフィルムは1963年度受入の初年度設備費等による「古資料」

関係の35リール以外に1979～85年度受入のもので102リール（内不明2リール）を残している。

その他，市販版（ポジフィルム）のr大隈文書』（186リール）がある。

（高 橋 益 代）
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「マイクロ・フィルム第4巻」

訂正・追加下

話 アイテム 行 誤 正

凡例 4 14リールー
35リールー

〃 〃
12リールー

13リールー

12 2324 28 大正3一八    一 大正3一六    一

19 2393 2 ・統計表『 ・総計表一

20 2402 7 同 上 （削除）

〃 2403 3 4冊一 2冊一

21 （2404） 3 「下」一 （削除）

22 2421 4 66コマー

65コマ
23 2441 2 …十二月光一   一  一c十二月三十一    一

〃 2442 2 …十二月光一   一 …九二月三十一
24 2451 9 （追加）           一〟F2498，2514，2516，2518～39，2563，2566
26 2468 2 …遺掛高  一 …遺上高  一

27 2479 2 紙幣製造高表 内容＝1）の表題にさしかえ
〃 〃 5 書名は外題による 製本題箋書名：紙幣製造高表
〃 〃 6 …至全十二年十二月 …田田十一年六月
28 2490 7 …P．1025－26    一 …p．1025～26    一

40 2658 6 （列訂正） 3列左へ上ル
41 2673 4 83コマ 47コマ

一 一42 2677 5 106＋1コマ 105＋2コマ

一43 2697 2
・・ ｢木町是 …黒木町是
一 『45 2727 4 （追加） …学部／名古屋大学農学部所蔵

〃 〃 〃 〃 91＋1一

48 2772 4 〃 N E
49 2795 1 総覧材料

一           一

ﾞ料

｝50 2814 2 …坂井部落 …坂本部落
一 一51 2823 4 （XA8408014） （XA8408012）

一 一62 2971 7 （XA8008102－P） （XA8008089－P）

一 一64 3000 1 （追加） ・・ ?E大阪市昭和信用組合
〃 〃 2 〃 大阪市労働共済会・大阪市…
66 （3021） 3 原本乱丁 訂正 原本乱丁訂正

〃 3029 2 〔第三冊〕大正… 〔第三冊〕大正…
73 31正1 7 …P。55－561部…   一         一 …P．55～56一部…  一         一

75 3142 4 103コ 102コ
一 一77 3166 3～4 〔昭… 度〕 〔 〕削除

一                                一

〃 〃 5 75コマ 75＋1コマ

一〃 〃 7～8 （削除）

92 3224 9 （追加） 原本乱丁撮影マ＼
93 3231 3 〃 撮影底本p．52以降落丁
95 3237 3 〃 原本p．1～4他落丁・破損あり

〃 〃 7 〃 「気象表」破損あり
96 3241 21 （追加） （XA8008015）

98 3246 3 〃 補撮（35mm）2コマ添付あり
p，100～116 営業報告書1 （自家製） のフィルム。ナンバーの内（XA7708059）～（XA7708068）， （XA7708075）

（XA7708076）には全資料に一P （ポジフィルムあり）を追加

100 3255 4 （追加） 第27回原本p．9～10落丁
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頁 アイテム 行 誤 正

100  〃

R259

R265

R266

R268

R269

R282

R300

R317

R331

R362

R364

R372

R376

R378

R381

R381

R382

R383

R384

R385

R388

R401

R403

@〃
i3413）

R416

R431

R433

R434

R437

R443

@〃

@〃
R450

R456

R458

R459

R461

R466

q53

 10

@5
@7
@9
@9
繧R
@2
@2
Q～3
@6
@3
@8
@9
@6
@11

@10

@11

@8
@7
@11

Q2

@9
@3
@5
@10

@10

@8
@8，
@8
@5
@6
@4
繧P

@8
@7
@10

@10

@9
@10

@4
@2

 …～26，27…   一

@  （追加）

@   〃

@   〃

@   〃

@   〃

@   〃
c22下）・明治     一

@・・／10）第20回

@  （追加）

@（XA7708058）

@  （追加）

@   〃

@   〃

@   〃

@   〃

@  旦
@  （欠）

@  （追加）

@…89～95，99期

@第28～30，34…

@  （追加）

@   〃
@ …32，86回    一

@  （追加）

@  第23～
謔X～亘63…

@  （追加）

@…52，53，・

@ ・・23，24期

@…P．4・11）    一

@12期～31，39期   一

@ …60，旦●”31、一39’”60，旦

@  第79～
@ 第21～28期・    一

謔P／5～31，52…      一

@第55，…103回

@  （追加）

@・15前，16後…   一

@ …昭10．11）

      ～27 …        ，

@   第52回原本破損あり

@   第〔1～18〕68～…

@  第〔1～36，38〕37～…

@   第〔1～18〕6，…

@第1～8（9）〔10～19〕69，…
ｴ本破損〔表紙と第一項目みあり〕

@    …22下） 明治        一一

@   …／10）～第20回        一

@    第4回原本不良
@   （XA7708058－P）          『

@   第〔39～48〕47，…

@   第44〔46～55〕97回

@   第〔1～2〕57…
@    （新）5～正6回

@ 第9～13〔14～20〕27，…

@      墨
@     複製版：

@   複製版：第15～20期
@    …89～100期       一

濠√¥1，第28～35〔36～45〕51，…
@     第56，63…      一

@  第65回株主名簿原本不良

@    …32，85／86回

@     設立趣意書
@      第1～        一

@ 第〔1～8〕9～盤63…
@  （旧） 第1～19，25～31回

@    …52／53，…

@     …23／24期
@    …P．4～11）        一

@   12期：塑L39期
@    …60，61／62，
@ … 31， 37， 39… 60， 61／62，    一

@   第〔1～24〕79…
@    第21，26～28期       一

@ 第1／5～31〔32～40〕52…
@第〔18～42〕55，…103，104回            一

@     附設計書
@    …15前～16後…        一

@    …昭10．11－18）         一
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