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リール1

昭和4年 度以前

5A-1

5A-2

5A-3

5A-4

5A-5

5A-6

〔新満蒙四鉄道建造並 ビニ西原借款二関スル指令〕

外務大臣幣原喜重郎 ・大蔵大臣浜口雄幸発、満鉄社長安広伴一郎宛 「亜二

機密第一二四号」 大正13.9.18(昭 和7.10.5村 上印)(3枚)

延海鉄道建造請負契約(付 属文書とも)

張作森、満鉄社長山本条太郎間 昭和3.5.13(23枚)

吉敦鉄道延長建造請負契約(表 題のみ)(1枚)

(D敦 老鉄道建造請負契約 ・(2)老 図鉄道建造請負契約(表 題のみ)(1枚)

(D敦 老鉄道建造請負契約(付 属文書とも)

交通部代理次長趙鎮 満鉄社長山本条太郎間 昭和3.5.15(26枚)

長大鉄道建造請負契約(付 属文書とも)

交通部代理次長趙鎮、満鉄社長山本条太郎間 昭和3.5.15(24枚)

(2)老 図鉄道建造請負契約(付 属文書とも)

交通部代理次長趙鎮、満鉄社長山本条太郎間 昭和3.5.15(25枚)

吉会鉄道完成二関スル協議会

時日:昭 和3.9.20・ 同9.24場 所:外 務省第一会議室 出席者:務 書記

官中山詳一、大蔵省理財局長富田勇太郎、陸軍省軍務局長阿部信行、参謀

本部第二部長松井石根、海軍省軍務局長左近司政三、海軍軍令部第三班長

米内光政、内閣拓殖局長成毛基雄、朝鮮総督府財務局長草間秀雄、同鉄道

局長大村卓一、満鉄副社長松岡洋右、同参事穂積哲三、東拓理事岡田信、

同調査課長谷川浩、他(昭 和7.2.27村 上印)(8枚)

【以下は本文書 に合綴 】

吉会鉄道 ノ完成二関スル案説明(11枚)

吉会鉄道 ノ完成二関スル件(第 一案 ・第二案 ・附表とも)

昭和3.9.15(15枚)

朝鮮鉄道予想純益 ト補助金 トノ関係(1枚)

日支官民合弁天図軽便鉄道会社改定契約

吉林省公署代表察運升、大 日本帝国駐奉天総領事赤塚正助、日商株主代表

人飯田延太郎間 中華民国11.10.12(9枚)

41



5A-7

中 日合弁天図軽便鉄路公 司契約書

支那側代表文禄、南満州太興合名会社社長飯田延太郎、代理人大内暢三間

大正7.3.16(4枚)

図椚江架橋協定

間島総領事、延吉道サ間 大正15.6.9(2枚)

図個江架橋協定二関スル件

朝鮮総督齋藤実発、外務大臣幣原喜重郎宛 大正14.12.28(3枚)

図個江架橋問題二関スル件

幣原大臣発、齋藤朝鮮総督宛 「亜二機密第一七号」大正15.1.26(3枚)

大正十五年一月二十八 日著幣原外務大 臣宛齋藤朝鮮総督来電写(1枚)

日支合弁老頭溝煤砿契約

日商飯田延太郎代理大内暢三、吉林実業庁長陶昌善間 大正7.9.21(4枚)

朝鮮鉄道純益予想(2枚)

天図鉄道純益予想(2枚)

天図軽鉄公司資金勘定(2枚)

老頭溝煤砿公司資金勘定(2枚)

天 図鉄道及老 頭溝炭鉱関係 南満 州太興 合名会社 借入金蚊其 ノ延滞利 息及

違約金調(昭 和三年七 月末現在)(2枚)

大蔵省預金部資金二対スル延滞利息 二関 スル件(昭 和三年七 月末 日現在)

(4枚)

昭和三年九月ノ会議二於 テ天 図改築線 ヲ採用セル主要事項(1枚)

財団法人東亜経済調査局設立趣意書及寄附行為(表 題のみ)(1枚)

【以下 は本文 書 に合綴 】

財団法人東亜経済調査 局設立趣意書

東亜経済調査局設立者満鉄社長山本条太郎 昭和4.3.31(2枚)

財団法 人東亜経済調査局寄附行為(5枚)

覚 書(経 費不足額補助)

満鉄社長山本条太郎、東亜経済調査局理事長大川周明間 昭和4.6.11(1枚)

預 り証(金 萱百万円也、但 シ東亜経済調査局基金)

満鉄社長山本条太郎発、東亜経済調査局理事長大川周明宛 昭和4.6.11

(1枚)

基金利子及補助金支払期 日拉室割二関スル覚書

満鉄総裁仙石貢、東亜経済調査局理事長大川周明間 昭和4.12.10(2枚)

42



5A-8

5A-9

撫順炭砿十年計画書(自 昭和四年度至昭和十四年度)

撫順炭砿 昭和4.9.18(1冊=17枚)

撫順炭砿10年 計画説明書(1冊=17枚)

甜盧島海港建設契約(中 華民国十九年 一月二十四 日天津二於テ締結)

北寧鉄路管理局局長高紀毅、和蘭築港会社駐華総代表 ドボス間(平 野訳)

(12枚)

昭和5年 度

5B-1

5B-2

5B-3

5B-4

5B-5

5B-6

当社鉄道 ノ貨物運 輸二就テ

伊澤委員 昭和5.6(26枚)

昭和3年 度輸送噸数(米 屯)及 運賃(等 級別)調

鉄.貨.配 車係 昭和5.8.8(1枚)

最近二於ケル東北四省 ノ鉄道敷設計画

一
、東北交通委員会ノ統一計画

二、各支線敷設説二就テ

三、工事中ノ各支線二就テ

資料課 「交資綜第十四号」昭和5.9.26(24枚)

対支鉄道交渉案要綱(鉄 道部原案)昭 和5.10.4(24枚)

報告(昭 和五年度鉄道収入状況)(上 京中 ノ総裁二送付セ シモ ノ)

鉄道部長発、総裁 ・理事宛 昭和5.12.30(16枚)

貨物輸送 ノ減少原 因(1枚)

昭和5年 度貨物輸送予想数量

鉄.貨.配 車係 昭和5.12.26(1枚)

自昭和五年四月至昭和六年一 月上旬期間 ノ貨物輸送概況(付 表とも)

貨物課長(19枚)

昭和6年 春対中国鉄道交渉

5C-1 目次(昭 和六年春対支鉄道交渉)q枚)

【以下(5E-8ま で)は 本文書に合綴】

支那借款鉄道経営参加条件ノ変改案骨子(1冊=8枚)
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5C-2

5C-3

5C-4

5C-5

5C-6

5C-7

5D-1

5D-2

5D-3

5D-4

5D-5

5E-1

5E-2

5E-3

5E-4

5E-5

5E-6

5E-7

5E-8

鉄道輸送貨物数量配分二関スル協定案

鉄道部連運課 昭和6.3.3(1冊=8枚)

連絡運輸及運賃協定案要項(1冊=7枚)

数量協定案要項(4枚)

鉄道輸送貨物数量配分二関スル協定案(15枚)

吉林 ヲ中心 トシ海港 二至ル特定運賃協定 ノ必要(12枚)

連絡運 輸、運賃、並行線 又ハ競争線二関スル協定案 骨子(4枚)

満蒙鉄道 問題二関スル議案及参考資料送附 ノ件(目 次とも)

交渉部長発、各重役宛 昭和6.3.4(2枚)

満蒙鉄道問題二関スル協議要領

時 日:昭 和5.3.18場 所:外 務大臣官邸 出席者:外 務省側 ヨリ幣原大

臣、永井政務次官、吉田次官、織田参与官、有田亜細亜局長、谷亜細亜局

第一課長 満鉄側 ヨリ仙石総裁、穂積参事(5枚)

満蒙二於ケル将来 ノ鉄道二関スル方 針(付 図とも)(4枚)

四挑鉄道会計主任権限二関スル実際(2枚)

会社 ノ借款鉄 道二対スル派遣 員改正案 並二諸外 国 ノ在支 借款鉄 道二対ス

ル経営参加権調査(1冊=39枚)

支那鉄道 ト満鉄 トノ運輸上二於 ケル対抗 関係調(昭 和六年二 月現在)

渉外課鉄道係(1冊=26枚)

満蒙主要地 ヨリ各港二至ル距離(昭 和 六年三 月調)

交渉部渉外課(1枚)

距離表(1枚)

支那側計画鉄道 ノ社線及社 関係鉄道二及 ボス影響調

交渉部渉外課鉄道係 昭和6.2(1枚)

満鉄 関係鉄道借款一覧表

昭和6.1.20(1枚)

対支外国主要鉄道借款利率参考資料(満 鉄調査資料第140編 其 ノ他)

経理部会計課 昭和6.2.16(2枚)

四挑鉄路財政予想表

交渉部渉外課 昭和6.2(2枚)

昭和六年三月運賃協定資料

鉄道部連運課(13枚)

満蒙主要地点 ヨリ海港二至ル運賃比較 表

交渉部渉外課 昭和6.3(1枚)
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リール2

昭和6年 度

6A-1

6A-2

6A-3

6A-4

6A-5-1

6A-5-2

6A-6

6A-7

6A-8

6A-9

6A-10

6B-1

6B-2

6B-3

6B-4

6B-5

北寧鉄路開櫟炭鉱紛糾原因(十 三 日天津カ ラ帰奉 シタ程式峻 ノ談)

奉天公所長発、資料課長宛 「奉公資第五五号」 昭和6.4.14(3枚)

昭和五年度下半期貨物輸送 ノ概観(付 表とも)

鉄道部貨物課配車係(昭 和6.5.9村 上印)(5枚)

支那側 ノ大連港及満鉄二対 スル経済封鎖策(6/5木 村 理事 ヨ リ受領 、

一定 ノ時期二宣伝)(附 録とも)(9枚)

東支提案第二問題二就テ

(昭和6.6.8村 上印)(5枚)

電報訳文(正 副総裁 ノ説明資料作成指示)(電 文とも)

鉄道部長(村 上)発 、鉄道部次長宛電 昭和6.7.8(4枚)

【以 下(6A-10ま で)は 説 明資料】

鮮満軍事輸送計画 ノ大要

昭和6.7.9(4枚)

現行満烏数量協約 ノ大要及経過(付 属文書 ・表とも)(22枚)

東支各線主要駅発、4品 二対スル東南両径路向運 賃料金比較 表(2枚)

甜藍島築港工事ノ経過(12枚)

奉天 クロス問題(付 図とも)(22枚)

満蒙五鉄道建設請負工事 ノ概 況(10枚)

北寧鉄路関係事項梗概(昭 和六年 九月三十 日山領工務課長手記)(18枚)

【欠番】

昭和二、三年 ノ満蒙五鉄道二関スル経緯(昭 和 六年十月七 日穂積哲三調)

(別紙第一号～第八号とも)(31枚)

鉄道委任経営並新線建設等二関スル指示

関東軍司令官本庄繁発、満鉄総裁内田康哉宛 「関参発第二八号第一」

昭和6.10.10(1枚)

藩海鉄路開通準備委員会

委員長奉天市政公所市長土肥原大佐 、委員嘱託山口重次 ・他4人

(昭和6.10.13村 上印)(1枚)

委員会事務分担(1枚)
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6B-6

6B-7

6B-8

6B-9

6B-10

6B-11

6B-12

6B-13

6B-14

6B-15

6C-1

(別紙)請 願 書(1枚)

奉天市政公所布告(1枚)

藩海鉄路派遣員(2枚)

藩海鉄路保安維持会訓令(第 一号～第三号)(3枚)

COMMENTSONTHEMANCHURIANSITUATIONBYTHEAMERICANPRESS.

Dairen,October14,1931「No.777」(3枚)

JAPANFOREIGNJOURNALSCOMMENTONMANCHURIANSITUATION.

Dairen,October16,1931「No.776」(7枚)

〔今回 ノ事変 ヲ有効二解決セ ン トシ将来 ノ鉄道問題 二対 シ満鉄 トシテ採ル

ベキ方針〕

佐藤俊久発、村上理事宛書簡 昭和6.10.18(11枚)

満州事変二際 シ鉄道関係 トシテ対処 スヘ キ事項(表 題のみ)

満鉄鉄道部芳賀千代太 昭和6.10.18(1枚)

事変 二際 シ鉄道関係 トシテ対処 スヘキ事項二関スル件

満鉄鉄道部車務課芳賀千代太発、鉄道部長宛 昭和6.10.21(27枚)

行政機関邦人顧問及諮議服務 要領(附 録第一 ・第二 とも)

昭和6.10.20(6枚)

10月23日 発電総裁宛 西側状況報告

奉天事務所長(2枚)

〔新線二関スル根本方針案 ノ件〕

総務部長発、総裁 ・副総裁宛 昭和6,10.31(1枚)

新線建設実施二関スル根本方針案(11枚)

〔新線二関スル根本方針案 ノ件〕

総務部長発、総裁 ・副総裁宛 昭和6.10.29(1枚)

新線建設実施 二関スル根本方針案(10枚)

満蒙諸懸案解決大綱案

昭和6.10(昭 和6.10.20村 上印)(22枚)

新臨時政府幹部一覧表(17枚)

満鉄及満州商工界根本建直 シニ関スル要請書

満州商工会議所連合会 昭和6.10(1冊=18枚)

吉林省関係鉄道契約、覚 書及往復文 書

吉長吉敦鉄路貸金及経営契約(満 鉄総裁内田康哉、吉林省政府長官煕治間、

昭和6.11.1)・ 他12件(87枚)
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6C-2

6C-3

6C-4

6C-5

6C-6

6C-7

6C-7-1

6C-7-2

6C-8

6C-9

6C-10

6D-1

〔吉林省関係新線建設往復文書〕

吉林省政府長官煕治、満鉄総裁内田康哉間 昭和6.口.1(13枚)

〔吉敦延長線拉長大線建造請負契約記載 ノ請負金額 ノ更正 ノ件〕

満鉄総裁内田康哉発、吉林省政府長官煕治宛 昭和6.11.1(1枚)

吉長吉敦合併並延長線二関スル件

総務部長発、東京支社総裁宛電 昭和6.11.2(2枚)

吉長吉敦合併並新線建設承諾経緯(昭 和六年十一月三 日迄)(別 紙第一 号

～第二十一号とも)(45枚)

〔吉会鉄道問題二関スル件〕

加来美知雄発、村上理事宛書簡 添付:飯 田延太郎発、加来宛書簡

昭和6.11.16(6枚)

昭和六年十一月十七日打合事項(会 社貸金額譲歩減額 限度 ・他3件)

列席者:内 田総裁、江口副総裁、山西理事、村上理事(2枚)

測量開始二関スル件

総裁発、東京支社長宛暗号電 昭和6.11.16(1枚)

新線建設及経営二関スル会議

時 日:昭 和6.11.15場 所:奉 天ヤマ トホテル 列席者:内 田総裁、江 口

副総裁、山西理事、村上理事、佐藤次長、山崎次長、宇佐美所長、奥村外

事課長、田辺技師長、穂積技師(7枚)

吉海鉄路経営契約

満鉄総裁内田康哉、吉林省政府長官煕沿間 昭和6.11.28(4枚)

吉海鉄路経営二関スル覚書

満鉄総裁内田康哉、吉林省政府長官煕治間 昭和6.ll.28(2枚)

社線連絡貨物増加輸送計画

鉄道部車務課 昭和6.11(39枚)

満鮮 各鉄道連結器 高統一二関スル調査

車務課 昭和6.11(14枚)

四挑鉄路貸金及経営契約

満鉄総裁内田康哉、四挑鉄路管理局局長閾鐸間 昭和6.12.1(5枚)

四挑鉄路借款及経営合同

四挑鉄路管理局局長閾鐸、満鉄総裁内田康哉間 昭和6 .12.1(4枚)

四挑鉄路貸金及経営契約附属往復文書及貸金償還 表(21枚)

四挑鉄路貸金及経営契約

満鉄総裁内田康哉、四挑鉄路管理局局長閾鐸間 昭和6.12.1(4枚)

〔四挑鉄路貸金及経営契約関係 メモ ・付属文書 とも〕(9枚)
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6D-2

6D-3

6D-4

6D-5

6D-6

6E-1

6E-2

6E-3

天図鉄道処理案(満 鉄案、局案)

(昭和6。12.2村 上印)(5枚)

天図鉄道歴年損益計算書

総.外 事課 昭和6.12G枚)

十二 月四 日協議事項(朝 鮮国内鉄道 、港湾経営二関 スル件 ・他7件)

場所:鉄 道部長室 列席者:山 崎、石川次長、奥村外事課長、穂積技師、

羽田、佐藤次長、伊藤連運課長、山領工務課長、根橋次長、郡審査役(2枚)

「斉克挑昂四挑南満」 ノ経路二 由ル大連営 口向収貨政策二関スル私見

四挑足立長三発、総務部長 ・鉄道部長宛 「四鉄車情二〇第五六号」

昭和6.12.4(25枚)

吉敦延長線測量員遭難情報

臨時奉天鉄道部出張所長佐藤磨次郎発、村上鉄道部長 ・関東軍参謀長三宅

光治宛 昭和6.12.9(1枚)

吉敦延長線測量隊遭難 報告

吉長、吉敦鉄路技師長田辺利男発電(7枚)

満蒙経済政策要綱(軍 司令部)

(昭和6.12.11村 上印)(51枚)

昭和六年十二 月十五 日午後総裁室二於テ敦 図線及長大線建造二関スル会議

出席者:総 務部:石 川次長、山崎次長、奥村外事課長、穂積技師

鉄道部:羽 田次長、山領工務課長 吉長吉敦局:田 辺技師長(2枚)

吉長吉敦鉄路局新線建設部組織G枚)

新線建設二関 シ会社技師長 同事務処理手続(2枚)

関東軍 司令官 ノ満鉄総裁二対スル要望

関東軍司令官本庄繁発、満鉄総裁内田康哉宛 「関統発第二四三号」

昭和6.12.16(昭 和7.2.6村 上印)(2枚)

敦 図線拉長大線 建造二関スル件(昭 和六年十 二月十八 日会議決定案)

吉長吉敦鉄路管理局局長金壁東発、満鉄総裁内田康哉宛 中華民国20.12

(2枚)

同

満鉄総裁内田康哉発、吉長吉敦鉄路管理局局長金壁東宛 昭和6.12(2枚)

敦 図及長大線建造 二関スル覚書

満鉄代表技師長田辺利男、吉長吉敦鉄路管理局局長金壁東間 昭和6.12

(3枚)
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6E-4

6E-5

6E-6

6E-6-1

6E-7

6E-8

6E-8-1

鉄道関係問題処理方針拉現状(番 外一)

村上理事 昭和6.12.24(39枚)

吉林省関係鉄道建造費一覧表(7年1月3日 訂正)(1枚)

秋木荘駅兵匪襲撃事件報告(附 図とも)

(昭和6.12.26村 上印)(13枚)

〔鉄道部附鉄道建設関係職員勤務指定 ノ件〕

鉄道部長 「鉄庶甲第六六号(内 達)」 昭和6.12.24(3枚)

鉄道部二係設置

鉄道部長 「鉄庶甲第六七号(内 達)」 昭和6.12.24(1枚)

〔鉄道部取扱文書記号ヲ定ム〕

鉄道部長 「鉄庶甲第六八号」昭和6.12(1枚)

黒省関係鉄路協定(板 垣 参謀及駒 井部長 ガ姶爾賓ニ テ張 景恵 ト締結セ シ

覚書)

中華民国20.12.28(昭 和7.1.20村 上印)(1枚)

敦図線並長大線建造二関スル件(昭 和六年十二 月十八 日会議決定案)

吉長吉敦鉄路管理局局長金壁東発、満鉄総裁内田康哉宛 中華民国20.12

(2枚)

敦図線並長大線建造二関スル件

満鉄総裁内田康哉発、吉長吉敦鉄路管理局局長金壁東宛 昭和6.12(2枚)

敦図及長大線建造二関スル覚書

満鉄代表技師長田辺利男、吉長吉敦鉄路管理局局長金壁東間 昭和6.12(3枚)

リール3

6F-1

6F-2

呼海鉄路経営契約(本 契約ハ総裁名二変更スルコ ト)

満鉄総裁代理宇佐美寛爾、黒龍江省省長張景恵間 昭和7.1.9(5枚)

呼海鉄路経営合同

黒龍江省省長張景恵、満鉄総裁代理宇佐美寛爾間 昭和7.1.9(4枚)

呼海鉄路経営契約(呼 海鉄路経営合同とも)

満鉄総裁代理宇佐美寛爾、黒龍江省省長張景恵間 昭和7.1.9(9枚)

黒龍江省官銀号復業資金貸借契約(本 契約ハ総裁名二変更スルコ ト)

満鉄総裁代理宇佐美寛爾、黒龍江省省長張景恵間 昭和7.1.9(3枚)

黒龍江省官銀号復業資金借款償還表(8枚)
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6F-3

6F-4

6F-5

6F-6

6F-7

6G-1

6G-2

6G-3

黒龍江省官銀 号復業資金借款 合同

黒龍江省省長張景恵、満鉄総裁代理宇佐美寛爾間 昭和7.1.9(3枚)

〔黒龍江省官銀号復業資金貸借契約 ・黒 龍江 省官銀号復業資金借款 合同 ・

黒龍江省官銀号復業資金借款償還表3部 とも)(30枚)

吉長吉敦鉄路管理局技師 長職務専決内規

鉄道部長 「鉄庶甲第六九号」昭和7.1.10(昭 和7.1.18村 上印)(3枚)

朝鮮北東岸二於ケル北 満及蒙古 二対 スル物 資呑吐港 二関 スル海軍側意見

送付

海軍次官左近司政三発、満鉄総裁内田康哉宛 「官房機密第九二号 ノ三」

昭和7.1.26(昭 和7.2.6村 上印)(1枚)

朝鮮北東岸二於ケル北満及蒙古二対スル物資呑吐港二関スル海軍側意見

(昭和七年一月十九 日)(6枚)

敦図線長大線建造実行予算(田 辺技師長二通牒セル モ ノ)

(昭和7.1.22村 上印)(1枚)

吉敦延長線建造請負金額内容

(昭和7.1.22村 上印)(4枚)

長大線建造請負金額内容(4枚)

吉敦延長線(4枚)

吉敦延長線建造実行予算(5枚)

東北交通委員会管轄各鉄路局長事務経伺規程制定 ノ件

東北交通委員会主席顧問宇佐美寛爾発、満鉄総裁内田康哉宛

民国21.1.26(1枚)

東北交通委員会管轄各鉄路局長事務経伺規程(3枚)

時局対策 トシテ ノ満蒙経済政策二関スル考察 ノー節

富永能雄 昭和7.1.28(23枚)

吉敦延長線二関スル朝鮮側 ノ希望条件要綱(朝 鮮 鉄道 局)(別 紙付図とも)

昭和7.1(17枚)

満蒙産業計画委員会章程案送附 ノ件

地方部長発、村上理事宛 「地方庶秘第一一三号」 昭和7.2.3

(昭和7.2.3村 上印)(1枚)

満蒙産業計画委員会章程案(133枚)

挑昂斉克挑索鉄路貸金及経営契約(付 属文書 とも)

黒龍江省政府長官、奉天省政府長官、満鉄総裁内田康哉間 昭和7.2.15(8枚)

50



6G-4

6G-5

6G-6

6G-7

6H-1

6H-2

〔斉克鉄道 ノ終端駅克 山鎮 ヨリ海倫二至ル鉄道 ノ建造請 負金額及購地費其

ノ他 ノ金額二関スル往復文書〕

満鉄総裁内田康哉、黒龍江省政府省長張景恵間 昭和7.2.15(2枚)

吉敦鉄道延長線敷設二関スル件

朝鮮総督府鉄道局長大村卓一発、満鉄副総裁江口定條宛 「鉄 工第 一〇 一

号ノニ」 昭和7.2.19(1枚)

吉会鉄道(吉 敦延長線)敷 設二関スル件

朝鮮総督府政務総監発、陸軍次官 ・参謀次官 ・関東軍司令官 ・海軍次官 ・

外務次官 ・拓務次官宛 「鉄工第一〇一号」 昭和7.2.18(1枚)

吉会鉄道敷設二関スル意見(7枚)

黒龍江省鉄道関係契約(未 調印)(表 題のみ)(1枚)

【以下は本文書 に合綴 】

斉克鉄路貸金及経営契約

満鉄総裁内田康哉、黒龍江省政府省長馬占山間 昭和7.2.26(5枚)

斉克鉄路借款及経営合同(付 属文書とも)

黒龍江省政府省長馬占山、満鉄総裁内田康哉間 昭和7.2.26(16枚)

吉会鉄道経由地及終端港二関スル意見、建議及陳情(目 次)(1枚)

【以 下は本文書 に合綴】

朝鮮北東岸二於 ケル北満及蒙古二対スル物資呑吐港二関スル海軍側意見

(昭和七年一月十九日附、海軍次官 ヨリ拓務次官宛)(4枚)

吉会鉄道敷設二関 スル意見(昭 和 七年二月十八 日附 、朝鮮総督府 政務総

監 ヨリ拓務次官宛)(2部=8枚)

満鮮交通線二関スル北鮮港湾 ノ件(昭 和七年一 月二十 六 日、港 湾協会長

水野錬太郎 ヨリ大臣宛建議)(1枚)

吉会鉄道敷設二関 スル請願(昭 和 七年一月十五 日附 、南満州 太興合名会

社社長飯 田延太郎 ヨリ大臣宛)(5枚)

吉会鉄道敷設二関 スル陳情書(昭 和 七年二月二十二 日附 、北鮮 及間島地

方在住民 ヨリ大臣宛)(付 図とも)(3枚)

鉄道関係問題処理方針拉現状

昭和7.3.1(37枚)

時局後 ノ満蒙鉄道経営二関スル件

満鉄総裁内田康哉発、拓務大臣秦豊助宛 「満鉄総外三一第二四号ノ三」

昭和7.3.3(4枚)
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6H-3

6H-4

6H-5

6H-6

6H-7

鉄道港湾河川 ノ委託経営拉新設等 二関スル協定(附 表第一・・第二 とも)

関東軍司令官、満鉄総裁間 昭和7.3.10(9枚)

第十条二関スル協定(1枚)

満蒙鉄道 ノ状況(拓 務省へ提 出セ ルモ ノ、三 月十 九 日)(26枚)

敦 図鉄道建設二伴 ヒ天図鉄道 及老頭溝炭砿処置 ノ件(別 表A～Hと も)

拓務省殖産局 昭和7.3.31(28枚)

〔経済調査会〕各部立案項 目(第 一回委員会提出案)

第一部:一 般経済政策及一般経済事情二関スル調査立案項目 第二部:研

究項目 第三部:交 通二関スル立案項 目 第四部～第五部:立 案項 目

昭和7.3(昭 和7.6.3村 上印)(33枚)

吉敦延長線建設二関スル方針要綱(昭 和七年三 月)

拓務省(3枚)

昭和6年 度中の作成文書と推定され るもの

61-1

6卜2

61-3

61-4

61-5

61-6

対支懸案事項(一)

第一項:土 地関係 第二項:教 育関係 第三項:商 工業関係 第四項:鉱

業関係 第五項:農 業関係 第六項:其 ノ他 地方部(84枚)

同(二)(一 、撫順県下撫東造林社 ノ件 ・他18件)

地方部(24枚)

同

第一項:土 地関係 第二項:附 属地外諸施設関係 第三項:教 育関係

第四項:商 工業関係 第五項:鉱 業関係 第六項:農 業関係 第七項:雑 件

地方部(28枚)

満蒙交通 ノ現 勢二就テ(44枚)

大橋私見(満 蒙経済問題)(16枚)

対支鉄道関係懸案事項(主 ナルモ ノ)

第一:連 運関係事項 第二:車 務関係事項 第三:港 湾関係事項

第四:工 務課関係事項 第五:経 理課関係事項 古山編(12枚)

請藍島築港問題従来 ノ経過(3枚)

北寧鉄路預金調書(4枚)

請藍島築港事情

嘱託山井格太郎(15枚)
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61-7

61-8

61-9

61-10

61-11

61-12

61-13

61-14

61-15

61-16

61-17

61-18

第四号書類(築 港資金二就テ)(7枚)

奉山線 ノ平年収支 ノ目標(説 明 とも)(3枚)

対英借款現存額(大 同元年三月一日現在)(3枚)

昭和七年三月 ヨリ十二月迄二必要ナル応急資金見積(参 考一～三とも)

(7枚)

奉山車輌現在表(2月25日 現在)(1枚)

復旧計画二対スル車輌 ノ過不足(1枚)

北寧鉄路預金調書(4枚)

奉海支線(西 安線)建 設二関 スル経緯(二 年六月二十 日社長 ヨ リ奉 天総

領事二抗議方請願 シタル要旨 ・同二十二 日蜂 谷総領事代理 ノ照会)(2枚)

〔吉海線抗議 ノ要点 ト経緯〕(6枚)

〔打通線抗議 ノ要点 ト経緯〕(10枚)

北鮮 ノ港湾 ト吉敦延長線 トノ関係(極 秘)(15枚)

東北交通委員会 ノ満鉄委任経営鉄道監督方法(1枚)

委任管理二関スル 日支交渉事項(伊 藤案)(2枚)

日本借款鉄道委任経営契約(伊 藤案)(2枚)

藩海鉄路貸金及経営契約(付 属文書とも)

満鉄総裁内田康哉、奉天省政府省長藏式毅間 昭和7(13枚)

新邸運鉱線建設経営 ノ件

満鉄総裁内田康哉発、交通委員会委員長丁鑑修宛 昭和7(3枚)

開西鉄道外四鉄道建設経営 ノ件

満鉄総裁内田康哉発、交通委員会委員長丁鑑修宛 昭和7(4枚)

清津、雄基、羅津、三港概況(2枚)

吉敦延長線建設二就テ(穂 積調)(6枚)

リール4

昭和7年 度

7A-1

7A-2

満蒙鉄道二関スル閣議説明案(四 月一 日審議会幹事会決定)(3枚)

敦図鉄道建設二伴 ヒ天図鉄道及老頭溝炭砿処 置 ノ件(4月15日 北島局

長室会議決定)(附 表一～五 ・別表Fと も)

拓務省殖産局 昭和7.4.6(12枚)
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7A-3

7A-4

7A-5

7A-6

7A-7

7A-8

7A-9

7A-10

7A-11

7B-1

7B-2

7B-3

満蒙 委員会幹事会 了解事 項(四 月十五 日閣議二於テハ 別紙各項 ト共二 了

解事項 トシテ満鉄二指 令スルコ トニ決定)

署名者:外 務省亜細亜局長谷正之 ・他6名 昭和7.4.7(2枚)

別紙第二号二関スル了解事項(3枚)

四 月七 日五省審議会決定(1枚)

五省会議説明資料(3枚)

四 月七 日五省会議決定(四 月十五 日閣議修正決定)(5枚)

満蒙新 国家二対スル帝 国 ノ具体的援 助及指導 二関 スル件(昭 和七年四 月

十一 日閣議決定)(3枚)

満州新国家成立 ノ経過現状其 ノ他二関スル件(11枚)

敦 図鉄 道建設二伴 ヒ天 図鉄道及老頭 溝炭砿処 置 ノ件(四 月十 二 日拓相官

邸ニテ拓務次官(議 長)、 拓務省、大蔵省 、外務 省、陸軍省、朝鮮局、東

拓、満鉄)(附 表一～五 ・別表Fと も)

拓務省殖産局 昭和7.4.11(13枚)

吉敦延長線建設二関スル方針要綱 第六項訂正案(終 端施設 ノ築造)(四 月

十五 日殖産局長室会議決定)

昭和7.4.15(3部=3枚)

海軍省意見(六 、終端施設 ノ築造)

昭和7.4.14(1枚)

満州国鉄道港湾河川二関スル処理方針(昭 和 七年 四月十五 日閣議決定)

(付属文書とも)(20枚)

増資案説明書(四 月十八 日狸穴会議案 、拓務大 臣官邸説明)(8枚)

吉敦延長線 建設二関スル 方針要綱(四 月二十 一 日五省会 議本会議決定 、

四月二十五 日閣議決定)

拓務省(2部=7枚)

敦 図鉄道建 設二伴 ヒ天図鉄道 及老頭溝 炭砿処 置 ノ件(五 月四 日重役 会決

定 、但 シ老頭溝炭砿ハ穂 積参事帰社後更 二審議 ノコ ト)(附 表一～五 ・別

表Fと も)

拓務省殖産局 昭和7.4.25(13枚)

同(五 月七 日満鉄鉄道部ニ テ写 、赤字 ハ殖産局原案 中記載ナ シ)(附 表一

～五 ・別表Fと も)

拓務省殖産局 昭和7.4.25(17枚)

敦 図線接続鮮鉄 及終端施 設 ヲ満鉄二経営 セ シム ル場 合二於 テ之 力形式及

之二伴 フ法令関係(閣 議二於ケル拓務省説明、四月二十六 日)(4枚)
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7B-4

7B-5

7B-6

7B-7

7B-8

7B-9

7B-10

7C-1

7C-2

7C-3

吉敦延長線建設二関スル方針要綱(昭 和七年五 月三 日閣議決定)(2枚)

吉敦延長線建造方針要綱 閣議決定経緯(7枚)

〔鉄道港湾河川 ノ委託経営 並新設等二関スル件 ノ許可〕

拓務大臣秦豊助発、満鉄総裁内田康哉宛 「指令殖二第 ニー三 号」

昭和7.5.9(2枚)

〔鉄道、港湾、河川 ノ委託経営拉新設等二関スル協定 ノ件 ノ許可〕(付 属文

書とも)

拓務大臣秦豊助発、満鉄総裁内田康哉宛 「指令殖二第ニー三号」

昭和7.5.9(3枚)

〔吉敦延長線建設二関スル処理通牒〕

拓務大臣秦豊助発、満鉄総裁内田康哉宛 「殖二第三〇五号」 昭和7.5.11

(昭和7.5.21村 上印)(3部=9枚)

新線用車輌打合会議事録

時日:昭 和7.5.12場 所:車 務課長室 出席者:車 務課長 ・他9名

(昭和7.5.21村 上印)(10枚)

【欠番】

満鉄二対スル指令案第一稿(五 月十四 日重役会議ニテ内協議 シタル上鉄道

部ノ意見 トシテ回答セ シモ ノナ リ、「意義無之」旨回答スミ)(表 題のみ)

後宮大佐 昭和7.5.15(昭 和7.5.19村 上印)(1枚)

鉄道港湾河川 ノ委託経営拉新 設等 二関スル件指 令(第 一稿)(附 録第一～

第三とも)

軍司令官発、満鉄総裁宛 昭和7.5.15(9枚)

昭和七年五 月十五 日付満鉄 二対 スル指令案(後 宮大佐 ト鉄 道部二於テ 六

月十五、十六 日打合スミ)

(昭和7.6.22村 上印)(1枚)

満鉄二対 スル指令案第 一稿(後 宮大佐 ト6/15、16打 合 ズミ)

昭和7.5.15(昭 和7.6.22村 上印)(3枚)

新線鉄道建設施行計画要項(5/18佐 藤次長 ヨ リ後宮 大佐及石原参 謀

二手交説明)

(昭和7.5.19村 上印)(21枚)

羅津港築港拉経営二関 シ総督府 ト打合セヲ為 スニ先チ決定スヘキ要項(理

事会議スミ決議)

(昭和7.5.19村 上印)(3枚)
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7C-4

7C-5

7C-6

7C-7

7C-8

7C-9

7C-10

7C-11

7C-12

羅津築港水道及連絡鉄道調査拉準備 工事 二関 スル件(理 事会議決議ス ミ、

可成至急佐藤次長赴京スル コ ト)

(昭和7.5.19村 上印)(4枚)

鉄道建造契約(後 宮大佐二送付セ シモノ)(付 属文書 とも)

満州国交通部総長丁鑑修、満鉄総裁 内田康哉間 昭和7

(昭和7.5.19村 上印)(9枚)

(鉄道名)管 理局事務総長職務権限内規

(昭和7.5.20村 上印)(5枚)

鉄道用地及附帯土地 ノ広サ

(昭和7.5.20村 上印)(3枚)

鉄道 工場対策 二対スル意見

鉄道部車務課 昭和7.5(昭 和7.5.21村 上印)(8枚)

五 月二十三 日奉 天二於 テ後宮大 佐藤根顧 問二対 シ新線建 設計画(別 紙)

ヲ説明シタル際打合セ タル事項(3枚)

満蒙諸鉄路所要車輌 ト其 ノ供給 二就 テ

鉄道部車務課 昭和7.5(昭 和7.5.21村 上印)(7枚)

三時集合部長室(集 合者 メモ)

集合者:岡 本 ・他9名(昭 和7.5.24酒 井印)(1枚)

委任経営鉄道事務 ノ社内二於 ケル管掌二関スル件通牒

総務部長発、鉄道部長宛 「総文書三一第二号 ノ43」 昭和7.2.6

(昭和7.5.20村 上印)(2枚)

社外鉄道委任経営 二関 シ決定 ヲ要スヘ キ事項(理 事 会議提 出、必要 ナル

手配 ヲ講ズルニ付 テハ 事項 ノ分割 ヲ事務 的二総務部 中心 トナ リ至急打合

スコ ト)

(昭和7.5.?村 上印)(1枚)

同(別 案)

(昭和7.5.19村 上印)(2枚)

満州国各鉄路附帯事業

(昭和7.5.19村 上印)(15枚)

満蒙鉄道問題解決経緯概 要(三 月十二 日上京後 ノ経過 ヲ記載セルモ ノ)

(昭和7.5.30村 上印)(5枚)

〔鉄道、港湾 、河川 ノ委託経 営拉新 設等 二関スル 協定 ノ件 ノ許可〕(付 属文

書とも)

拓務大臣秦豊助発、満鉄総裁内田康哉宛 「指令殖二第ニー三号」

昭和7.5.9(3枚)
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7C-13

7D-1

7D-2

7D-3

7D-4

7D-5

7D-6

7D-7

吉敦延長線建設二関スル方針要綱(2枚)

鉄道港湾河川 ノ委託経営拉新設等二関スル協定 ノ解釈二関スル覚書

関東軍司令部陸軍歩兵大佐後宮淳、満鉄鉄道部長村上義一間

昭和7.5.31(2部=2枚)

借款鉄道貸金契約(後 宮大佐二送付セ シモノ)(村 上理事訂正)

満鉄総裁内田康哉、満州国交通部総長丁鑑修間 昭和7.6.1(3枚)

港湾経費負担 ノ件(副 総裁 ヨリ参謀長宛照会)

満鉄副総裁八田嘉明発、関東軍参謀長橋本虎之助宛 昭和7.6.2(1枚)

北鮮港湾経費 ノー部ヲ満州国鉄道営業費支弁 トスル件回答

関東軍参謀長橋本虎之助発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発 第四号」

昭和7.6.5(1枚)

臨時斉克鉄路建設事務所内規制定二関スル件

鉄道部長 「鉄庶文三二第二号七ノニ」 昭和7.6.3(昭 和7.6.8村 上印)

(1枚)

臨時斉克鉄路建設事務所内規

鉄道部長 「鉄庶甲第二号(内 達)」 昭和7.6.3(2枚)

臨時斉克鉄路建設事務所長職務専決内規

鉄道部長 「鉄庶甲第三号(内 達)」 昭和7.6.3(4枚)

〔天図鉄道二関スル関係書類一括送付ノ件〕

村上鉄道部長発、後宮大佐宛 昭和7.6.3(昭 和7.6.3村 上印)(1枚)

天図鉄道買収費二関シ陸軍省及拓務省 ノ主張要項(5枚)

敦図鉄道営業収支年度別予想表説明(鉄 道部作成)(表 とも)(4枚)

〔天図鉄道買収費二関スル件〕

村上義一発、北島殖産局長宛書簡 昭和7.6.3(2枚)

〔天図鉄道買収費 ノ決定二関スル件〕

村上理事発、北島局長宛暗号電 昭和7.6.9(1枚)

松花江定期航路開設 ノ件(参 謀長 ヨ リ副総裁宛指令)(別 紙 とも)

関東軍参謀長橋本虎之助発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発第六号」

昭和7.6.6(2枚)

松花江水運二関スル件

関東軍参謀長橋本虎之助発、第十師団参謀長平野博宛 「特務部発第七号」

昭和7.6.6.(1枚)

委託契約書案(清 津以 北二於ケル朝鮮国有鉄 道及其 ノ海陸連絡 施設 ノ建

設並経営)(六 月七 日理事会議決定、大村 ・村上案、未定)

(昭和7.6.2村 上印)(3枚)
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7D-8

7D-9

7E-1

7E-2

7E-3

朝鮮国有鉄道経営委託 契約書(旧 契約)

朝鮮総督長谷川好道、満鉄理事長国沢新兵衛間 大正6.7.31(3枚)

朝鮮国有鉄道委託契約附属協定書

朝鮮総督長谷川好道、満鉄理事長国沢新兵衛間 大正6.7.31(3枚)

朝鮮国有鉄道 引継二関スル覚書

満鉄副総裁国沢新兵衛、朝鮮総督府鉄道局長官大屋権平間 大正6.6。25

(昭和7.3.?村 上印)(2枚)

朝鮮国有鉄道経営委託契約書

朝鮮総督長谷川好道、満鉄理事長国沢新兵衛間 大正6.7.31(3枚)

朝鮮国有鉄道委託契約附属協定書

朝鮮総督長谷川好道、満鉄理事長国沢新兵衛問 大正6.7.31(3枚)

朝鮮国有鉄道経営委託契約書第四条別定契約書

朝鮮総督齋藤実、満鉄社長早川千吉郎間 大正10.8.19(1枚)

朝鮮国有鉄道委託経営 二関 スル命令書(別 紙 とも)

朝鮮総督齋藤実発、満鉄宛 「鉄秘第一号」大正11.1.21(4枚)

陳述要旨(4枚)

老頭溝炭砿二関スル件

村上鉄道部長発、北島殖産局長宛書簡 昭和7.6.8(4枚)

同(六 、一三航空便発送済)

村上鉄道部長発、北島殖産局長宛書簡 昭和7.6(昭 和7.6.14村 上印)

(4枚)

松花江水運委任管 理二関スル案(鉄 道部意見)(6/8、15、16後 宮大

佐 ト打合セ ズミ)

(昭和7.6.22村 上印)(44枚)

同(鉄 道部案)

昭和7.6.16(24枚)

天図鉄道及老頭溝炭砿 ノ処置二関スル件(昭 和七年 六月十六 日起案)(拓 務

次官室会議:八 田副総裁、次官、北島局長、稲垣課長、其他、会合決定)

(昭和7.6.28村 上印)(6枚)

胡藍島善後策二対 スル意見

鉄道部 昭和7。6.17(3枚)

〔昭和七年五 月十五 日満鉄二対 スル指令 案第 一稿第五項中 「鉄道港湾 、河

川 ノ委託経営 」二関スル指令 ヲ希望スル事項 ノ件〕(鉄 道部案)(六 月二

十六 日総裁、経調委員長、後宮大佐 二提 出ノモ ノ)

昭和7.6.17(3枚)
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7E-4

7E-5

7E-6

7E-7

7E-8

7E-9

7F-1

7F-2

7F-3

〔昭和七年五月十五 日満鉄二対 スル指令案第 ・稿第 五項中 「鉄道 ノ建設」

二関スル指 令 トシテ考慮セ ラレタキ 事項 ノ件〕(1枚)

〔松花江水運二関スル指導 ヲ為サシムル者 トシテ満州国政府交通部 ノ嘱 託、

顧問二委嘱 ノ件〕

満鉄鉄道部長村上義一一発、交通部鉄道 司長森田成之宛 昭和7.6

(昭和7.6.18村 上印)(2枚)

拉喀 一訥河線建造二関 スル件

関東軍参謀長橋本虎之助発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関参軍第 三三ヒ号」

昭和7.6.20(昭 和7.6.23村 上印)(1枚)

〔協議 ノ経過〕(六 月二十 日鉄道局長、内務局長 ノ了解 ヲ得タルモ ノナ リ、

戸 田理事其他列席ス)(佐 藤次長報告書、六月二十二 日会議)

時 日:昭 和7.6.13～18列 席者:総 督府内務局榛葉土木課長、横井技師、

阪本事務官、鉄道局齋藤工務課長、江崎技師、佐藤技師、満鉄側佐藤鉄道

部次長、穂積技師、桑原技師(昭 和7.6.22村 上印)(1枚)

協議事項(羅 津港経営範囲 ・他)(5枚)

中英公 司二対スル奉山鉄路借款 ノ処 置二 関スル満鉄 ノ意見(6/15、

16後 宮大佐 ト打合セス ミ)

(昭和7.6.22村 上印)(3枚)

資源輸送二関スル調査(六 月十五、十 六 日後宮 大佐 ト打合セ ス、藤根顧

問参加)(附 録一:鉄 道部 「資源輸送二関スル調査」とも)

(昭和7.6.22村 上印)(49枚)

開拓鉄路延長二関スル件(付 属文書とも)

満鉄理事村上義一発、関東軍特務部後宮大佐宛 昭和7.6,24

(昭和7.6.27村 上印)(7枚)

北鮮鉄道及港湾 ノ経営拉施設二関 シ朝鮮総督府 ト下打合二関スル件

佐藤鉄道部次長発、村上鉄道部長宛 昭和7.6.27(昭 和7.7.3村 上印)

(2部=58枚)

鉄道工場経営方針拉車輌修繕対策(付 表とも)

鉄道部 昭和7.6(昭 和7.6.4村 上印)(13枚)

対支四国借款団問題(別 紙第一号～第六号とも)

鉄道部 昭和7.6(昭 和7.6.6村1二 印)(55枚)
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リール5

7G-1

7G-2

7G-3

7G-4

7G-5

7G-6

7G-7

7G-8

7H-1

拉濱線松 花江架橋計画 及実施要領 協議 々事 録(七 月九 日再打 合 ノ結果 一

部訂正 ノ分)

協議月日:昭 和7.7.5及 同7場 所:鉄 道部長室 列席者:鉄 道省技師田中

豊、佐藤鉄道部次長、西川技師、石井技術員(昭 和7.7.13村 上印)(5枚)

同(七 月九 日部長室 ニテ説明聴取)

(昭和7.7.9村 上印)(6枚)

拉濱線松花江橋梁設計実施方法二関スル打合

時 日:7.5場 所:鉄 道部 列席者:田 中博士、佐藤次長、西川、石井(4枚)

〔最近二於ケル匪賊 ノ状況 ノ件〕

満鉄鉄道部長村上義一発、独立守備隊司令官森連宛 昭和7.7.14(3枚)

【欠番】

松花江江運 ノ委任経営 二関スル案(小 沢案)

(昭和7.7.16村 上印)(27枚)

新線建設状況二関スル件(報 告書)(付 図とも)

鉄道部長発、副総裁宛 昭和7,7.18(昭 和7.7.18村 上印)(9枚)

文書課 ヨ リ関東庁へ送付 ノ 「勅令 ヲ必要 トセザ ル理 由」(雄 基羅 津間鉄道

及羅津港海陸連絡施設二関 スル件)(付 属文書 とも)

(昭和7.7.20村 上印)(5枚)

老頭溝炭砿買収価格 二就テ

鉄道部(昭 和7.8.4村 上印)(3枚)

間島老頭溝炭坑評価調書概要

撫順炭砿技師永井三郎、商事部事務員柴田官一、瀧田重男(7枚)

老頭溝炭砿評価 ノ件(メ モとも)

経済調査会奥村慎次 昭和7.8.6(昭 和7.8.8村 上印)(4枚)

〔国務総理 ト軍 司令官 トノ協約二関スル メモ〕(1枚)

満州国政府 ノ鉄道 、港湾 、水 路、航空路 等 ノ管理 拉線路 ノ敷設、管理二

関スル協約及同附属協定 ノ諒解事項

日本国関東軍司令官本庄繁、満州国国務総理鄭孝胃問 昭和7.8.7

(2部=4枚)

交換公文摘録送付之件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関参満第三四五号」

昭和7.10.23(1枚)
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7H-2

7H-3

7H-4

7H-5

7H-6

7H-7

7H-8

7卜1

7J-1

7J-2

満州国政府 ノ鉄道港湾水路航空路等 ノ管理虹線路 ノ敷設管理二関スル協約

(附表第一～第二とも)

関東軍司令部 昭和7.8.7(7枚)

満州国政府 ノ鉄道、港 湾、水路、航空路等 ノ管理並線路 ノ敷 設、管理二

関スル協約二基ク附属協定

関東軍司令部 昭和7.8.7(昭 和7.8.26村 上印)(2部=2枚)

満州国政府 ノ鉄道 港湾水路航 空路等 ノ管理拉線路 ノ敷設管理 二関スル協

約決定案(附 表第一～第二とも)

関東軍司令部 昭和7.8.7(昭 和7.8.13村 上印)(10枚)

満州国政府 ノ鉄道港湾水路航空路等 ノ管理拉線路 ノ敷設管理 二関スル協

約決定案ニツキテ(3枚)

昭和七年四月十九 日附鉄道 、港湾 、河 川 ノ委託経営拉新設等 二関スル協

定二基ク指令(後 宮大佐 ヨ リニ十三 日午後受取)

関東軍司令部 昭和7.8.20(7枚)

委任経営実施前準備ヲ要スル事項

(昭和7.8.20村 上印)(5枚)

委任経営鉄道経理上 ノ根本方針二関スル打合 ノ件

鉄道部次長発、総務部次長 ・経理部次長 ・商事部次長 ・鉄道部長宛 「鉄経

営三二第九号一七ノー」昭和7.8.22(3枚)

鉄道建設二関スル件(添 付書類イ～ホとも)

一
、新線建設契約関係 二、新線建設工事概況 三、羅津築港及雄羅線計

画概要 鉄道部 昭和7.8(145枚)

時局二関 スル件

一
、満州事変 ノ満州各鉄道 ト満鉄 トノ関係二及ホセル影響 二、時局二関

シ鉄道部ノ採 リタル処置拉社員 ノ活動 三、時局 ト鉄道収支 トノ関係 四、

鉄道沿線二於ケル匪賊 ノ現状 鉄道部 昭和7.8(46枚)

鉄道部所管業務概 要

鉄道部 昭和7.8(1冊=155枚)

羅津築港二伴 フ陸軍対満鉄仮協定 ノ件(別 冊第二～第四 ・付図とも)

朝鮮軍司令部 昭和7.9.1(昭 和7.11.9村 上印)(32枚)

〔会社職制 ノ改正、各局規程、分掌 内規〕

鉄道部 昭和7.9.1(32枚)
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リール6

7J-3

7J-4

7J-5

7J-6

7J-7

7J-8

7K-1

7K-2

昭和七年九月十五 日鉄道根本問題 二関シ後宮大佐 ノ説明要領

列席者:後 宮大佐、山西、村上、十河ノ三理事、羽田、佐藤両次長 、石川

経済調査会副委員長、岡田参事、石原参事、穂積技師 昭和7.9.24

(昭和7.10.9村 上印)(4枚)

十 月四 日後宮 大佐 ヨリ電話聴 取セル モ ノ十 月九 日迄二会社 ノ意見 ヲ定 メ

置 クコ ト

昭和7.10.5(2枚)

協約附属諒解 事項(7.10.8、7.10.10社 内打合二依 リ作成)

(4枚)

満州国政府成立以 前ノ鉄道諸契 約解 除二 関スル件通牒(昭 和七年十月)

関東軍参謀長発、副総裁宛 昭和7.9.21(昭 和7.ll.9村 上印)(1枚)

満蒙鉄道新線一部 ノ建設著手時期繰 上二関スル件照会

陸軍次官柳川平助発、拓務次官河田烈宛 「陸満密第六五五号」

昭和7.9.24(2枚)

満州国側 ノ日本帝 国二対 スル期待

(昭和7.9.28村 上印)(5枚)

新線仮営業二関スル件

時 日:昭 和7.9.30場 所:鉄 道部長室 列席者:羽 田、佐藤両次長、

田邊技師、鈴木、石村両建設事務所長、秋田挑昂顧問、石原参事

(昭和7.10.3村 上印)(2枚)

〔北鮮鉄道二関スル資料送付 ノ件〕

鉄道局理事沢崎修発、満鉄鉄道部佐藤次長宛 昭和7.10.8

(昭和7.10.15村 上印)(1枚)

北鮮 ノ鉄道港 湾委任経営 ノ為朝鮮総督府 二納付 スヘキ金額 決定二必要 ナ

ル資料

鉄道局 昭和7.9(72枚)

〔満州国鉄道第二次建設線二関スル満鉄 ノ意見〕

満鉄総裁林博太郎発、拓務大 臣永井柳太郎宛暗号電 昭和7.10.12

(昭和7.10.14村 上印)(3枚)

天図鉄道及老頭溝炭砿処置二関スル件

満鉄総裁林博太郎発、拓務大臣永井柳太郎宛 「満鉄鉄三二第三号ノ七八」

昭和7.10.15(昭 和7.11.9村 上印)(2部=4枚)
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7K-3

7K-4

7K-5

7K-6

7K-7

7K-8

7K-9

7K-10

7K-11

7K-12

7L-1

北鮮進出案(国 際運送株式会社作)

(昭和7.10.18村 上印)(7枚)

北鮮運輸会社 二対 シ当社 ノ北鮮二於 ケル 海運 業務 譲渡二付キ 当社 ノ羅津

進出問題 ノ考察(5枚)

協定書(業 務上二於ケル連絡提携等)

国際通運株式会社社長中野金次郎、国際運輸株式会社専務取締役築島信司間

昭和6.11.25(5枚)

「坂 口鉄道省書記官起草満州国鉄道法令案」 二関 スル修 正案(参 考)

満鉄経済調査会 ・満鉄鉄道部 昭和7.10.20(昭 和7.11.9村 上印)(18枚)

日満統制経済ヨ リ見タル 日本内地製粉業

日清製粉株式会社取締役加藤徳雄 昭和7.10.20(18枚)

満蒙鉄道新線一部 ノ建設著手時期繰上二関スル件

拓務次官河田烈発、満鉄総裁林博太郎宛 「殖二秘第六〇〇号」

昭和7.10.24(1枚)

同

陸軍次官柳川平助宛(1枚)

大連主要商品市況(号 外第一号)

営業課賃率係 昭和7.10.27(昭 和7.11.1村 上印)(6枚)

第二次鉄道建設線二関スル件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発第四六一号」

昭和7.11.1(昭 和7.11.9村 上印)(1枚)

天図鉄道処理二関スル覚書(重 役会議案)

関東軍司令官、満鉄総裁問 昭和7(昭 和7.11.9村 上印)(2枚)

天図鉄道及老頭溝炭砿処 置二関スル件

満鉄総裁林博太郎発、拓務次官河田烈宛 昭和7(2枚)

鉄路管理局職制 ノ制定二伴 フ人事其 ノ他二関スル件

(昭和7.11.9村 上印)(55枚)

満州国鉄道港湾河川二関スル 当面 ノ対外的措置振 ノ件

十河理事発、山崎理事宛 「支三二秘第一〇号」昭和7.11.10

(昭和7.11.15村 上印)(6枚)

敦図鉄道建設二伴フ天図鉄道及老頭溝炭砿処置!件

拓務次官河田烈発、満鉄総裁林博太郎宛 「殖一秘第五二四号」

昭和7.11.11(2部=10枚)

金福鉄道(総 裁二提 出十一月十 九日)

鉄道部連運課 昭和7.11.18(9枚)
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7L-2

7レ3

7L-4

7レ5

7レ6

7レ7

7L-8

7L-9

7M-1

7M-2

7M-3

藩海鉄路概要(5枚)

松花江水運関係要職者調

港湾課長 昭和7.11.18(4枚)

満州国鉄道法(十 一月九 日ヨ リ十二 日二亘ル理 事会ニテ社 議決定セ シ三

法案)

昭和7.11.19(昭 和7.11.9村 上印)(2部=5枚)

藩海 、呼海、斉克三鉄道収用 二関スル件

昭和7.11.9(3枚)

法令(満 州国鉄道法、藩海呼海斉克三鉄道収用二関スル件)(6枚)

河川航運業取締規則案(昭 和7.lI.18改 案)(交 通部部令)(6枚)

藩海、呼海、斉克三鉄道収用二関スル件草案

(昭和7.11.9村 上印)(2枚)

天図及老頭溝処理方針(理 事会議決議、昭和七年十一月二十一 日)(3枚)

中東鉄路 ノ評価

(昭和7.11.22村 上印)(5部=35枚)

欧州向ケ満州 大豆海上輸送 ノ為 メ外国船購入 ノ件(付 表とも)

大連汽船株式会社専務取締役増 田義男発、満鉄総裁林博太郎宛

昭和7.11.24(10枚)

指令及契約其 ノ他書類

昭和7.11(43枚)

門戸 開放、機会均等、対支借款 団関係二関スル大 臣通牒(七 年十一 月)

拓務次官発、満鉄総裁宛(昭 和7.11.15村 上印)(2枚)

昭和七年四 月十 九 日附満州国鉄道 、港湾 、河 川 ノ委託 経営拉新 設等二関

スル協定二基 ク指令(附 録第一～第三 とも)

関東軍司令官武藤信義発、満鉄総裁林博太郎宛 昭和7.11(14枚)

〔小畑第三部長 ト村 上理事 トノ懇談要旨〕

村上理事発、羽 田次長 ・佐藤次長宛 昭和7.12.1(9枚)

各部所長職務権限内規 二関スル件

総務部長発、各部所長(吟 事ヲ除ク)宛 「総文書三二第三号 ノニ」

昭和7.12.5(35枚)

新線建設計画二関スル件

佐藤技師発、村上理事宛 「鉄建庶32第2号130/1」 昭和7.12.6

(1枚)

新線建設二関スル調書(32枚)
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7M-4

7M-5

7M-6

7M-7

7N-1

7N-2

7N-3

第二次第三次線建設二関スル陸軍省満鉄間会合記録

時 日:昭 和7.12.12場 所:狸 穴満鉄社宅 会合者:小 幡少将、草場大佐、

後宮大佐、八田副総裁、村上理事 「建庶庶32第3号8/2」(2部=9枚)

海陸運送株式会社設立二関スル件

満鉄経済調査会委員長十河信二発、関東軍特務部長小磯国昭宛 「経調庶第

一三号ノ七八」 昭和7 .12.16(1枚)

満州海陸運送株式会社設立拉之二対スル補助 ノ可否二就テ

満鉄経済調査会 昭和7.12(24枚)

通報(満 州二於 ケル炭業統 制要綱 案二付連合研究会開催)

特務部幹事 昭和8.1.19(1枚)

満州二於 ケル炭業統制要綱案(別 表とも)

第四委員会 昭和8.L18(8枚)

「炭業統制要綱案」二関スル特務部連合研究会議事報告

経済調査会新京出張所宮崎正義発、大連経済調査会委員長宛 「新京経調

第一二九号」 昭和8.1.23(26枚)

一
、鉄道諸契約承認経緯(八 年一月二十三 日重役会二報告)

別紙第一号:契 約条項修正削除個所 同第二号:五 省会議幹事会決議 同

第三号:満 州国鉄道借款及委託経営契約二関スル件 同第四号:満 州国鉄

道借款及委託経営契約(付 属文書 とも)第 五号:修 正箇所(40枚)

二、天図鉄道及老頭溝煤鉱処理(21枚)

調印当日二於ケル処理事項(鉄 道問題対外準備処理事項 ノ内抜葦)

鉄道部 昭和8.1.24(5枚)

鉄路総局開設準備事項抜葦

鉄道部 昭和8.1.24(11枚)

鉄路総局開設準備委員分担表

鉄道部 昭和8.1.24(15枚)

借款金額 内容説明書(八 年一月三十 日軍二交付)(39枚)

リール7

7N-4 〔満州国鉄道関係諸契約 ノ対外取扱振 リニ関スル件〕

山崎理事発、村上理事宛書簡 昭和8 .1.30(3枚)
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7N-5

7N-6

7N-7

70-1

70-2

70-3

70-4

70-5

70-6

満州 国鉄道水運二関 スル諸契約 ノ対外取扱振 ノ件(八 年二 月二 日発送 ノ

予定、無断一 日発電)

参謀長発、陸軍省次官 ・参謀次長宛電(1枚)

〔満州 国鉄道関係諸契約 ノ対外取扱 振二関スル件〕

山崎理事発、新京後宮大佐 ・村上理事宛暗号電 昭和7.1.30(2枚)

満州 国 鉄道 関 係諸 契約 ノ対外 取 扱振 二関 ス ル件(別 紙 第一号 ～第 三号

とも)

総務部長発、東京支社長宛 「満鉄総文三二第一三号ノニー」

昭和8.1.29(10枚)

〔鉄道関係諸契約等対外取扱振二関スル件〕

山崎理事、新京後宮大佐間往復暗号電 昭和8.1.28・ 同1.29(2枚)

対外取扱二対スル貴社副総裁電報二対 スル所見

後宮大佐発、満鉄山崎理事宛 昭和8.1.20(1枚)

自動車運輸営業計画案(決 定)(付 図とも)

鉄道部 昭和8.1(昭 和8.1.23村 上印)(9枚)

満州 国鉄道水 運 ノ借款 、建造 及経 営 委託 二関 ス ル諸 契約 ノ対 外取扱 振

ノ件(外 務省案)(別 紙第一号～第二号とも)(9枚)

満州国鉄道等借款委託経営及建設諸契約締結二関スル件 申請

満鉄総裁林博太郎発、関東軍司令官武藤信義宛 昭和8.2.3(2枚)

〔五省会議幹事会 ノ申合二対 スル軍 ノ意側 ノ件〕

村上理事発、山崎理事宛 昭和8.2.4(1枚)

満州 国鉄道新設計画案二対スル意見(付 表とも)

参謀本部 昭和8.2.4(6枚)

満州 国鉄道新設計画案二対スル参謀本部意見中変更希望(4枚)

〔参謀長 ヨリ陸軍次官 及参謀次長宛電報 ノ件〕

村上理事発、山崎理事宛 昭和8.2.5(2枚)

〔鉄道問題記事掲載禁止二関スル件〕

山崎理事発、村上理事宛 昭和8.2.6(1枚)

昭和 八年二 月 九 日満州 国 政府 満鉄 間締 結 セ ル鉄 道 関係 諸契 約(表 題 の

み)(1枚)

【以下 は本 文書 に合綴】

目次(昭 和八年二月九日満州国政府満鉄間締結セル鉄道関係諸契約)(1枚)

満州国鉄道借款及委託経営契約(別 表 ・付属文書 とも)

満鉄総裁林博太郎、満州国政府交通部総長丁鑑修間 昭和8.2 .9(10枚)
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70-7

70-8

70-9

70-10

70-11

70-12

松花江水運事業委託経営細 目契約(付 属文書とも)

満鉄総裁林博太郎、満州国政府交通部総長1一鑑修間 昭和8.2.9(6枚)

敦化図椚江鉄道外二鉄道建造借款及委託経営契約(付 属文,1}とも)

満鉄総裁林博太郎、満州国政府交通部総長1'鑑 修間 昭和8.2.9(30枚)

満州国鉄道借款及委託経営契約(別 表とも)

満鉄総裁、満州国政府交通部総長間 昭和8.2(5枚)

松花江水運事業委託経営細 目契約

満鉄総裁、満州国政府交通部総長間 昭和8.2(3枚)

満州国鉄道等 ノ借款及委託経営合併二関スル契約(付 属文書とも)

満鉄総裁林博太郎、満州国政府交通部総長丁鑑修間 昭和8.2.9(4枚)

天図軽鉄 買収資金貸金契約(付 属文書とも)

満鉄総裁林博太郎、満州国政府交通部総長丁鑑修間 昭和8.2.9(6枚)

〔往復文書〕(付 図とも)(33枚)

〔国有鉄道従事員ハ鉄路総 局二所属 ノ交通部令〕

交通部総長 大同2.2.9(1枚)

〔新線問題等二関スル参謀本部第三部 トノ会議報告〕

佐藤磨次郎発、村上理事宛 昭和8.2.9(5枚)

満州国鉄道水運 ノ借款、建造及経営二関スル諸契約 ノ対外取扱振 ノ件(別

紙第一号～第四号とも)

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発第一六〇号」

昭和8.2.11(2部=24枚)

満州 国有鉄路総局(各 部所要員表)

昭和8.2.14(1枚)

内協議事項

時日:昭 和8.2.18列 席者:大 村部長、宇佐美局長、後宮大佐、加藤中佐

(第一課)、 沼田中佐(第 三課)、 西原中佐(交 通監督部)、穂積技師(2枚)

満州国有鉄路総局規程(7枚)

所定外 質疑応答案(関 東軍満 鉄関 係者間 二於 テ ノミ打 合セ タル 質疑応

答要項(3枚)

承認申請案(満 州国有鉄路総局局長以下 ノ人事)

総裁発、関東軍司令官宛(1枚)

委託経営事務開始二関スル打合会議(穂 積技師手記)

時日:昭 和8.2.18列 席者:交 通監督部大村部長、西原 中佐、関東軍第

三課沼田中佐、同第一課加藤中佐、後宮大佐、満鉄宇佐美参事、門野事務

員(14枚)
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70-13

70-14

70-15

70-16

70-17

70-18

7P-1

7Q-1

第2次 新線用軌条型式選定 ノ件

「建画調32第4号3/1」 昭和8.2.25起 案 昭和8.3.11決 裁(1枚)

第二次新線用軌条型式二就テ(其 ノー ・其 ノニ)(14枚)

満州国鉄道水運二関スル諸契約 ノ発表 二関スル件(別 紙第一号～第二号と

も)

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関参一発第一二八号」

昭和8.2.25(2部=10枚)

〔書類送付 ノ件〕

村上理事発、総務部長宛 昭和8.2.26(1枚)

鉄路総局二関スル件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関参一発第一三一号」

昭和8.2.26(2枚)

関東軍満鉄関係者間二於 テノミ打合セタル質疑応答要項(2部=4枚)

〔鉄路総局長宇佐美 ノ訓示〕

鉄路総局長宇佐美寛爾 大同2.3.1(2枚)

満州国政府交通部発表事項(1枚)

〔国有鉄道従事員ハ鉄路総局二所属 ノ交通部令〕

交通部総長 大同2.2.9(1枚)

鉄路総局二関スル件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関参一発第三一号」

昭和8.2.26(2枚)

〔鉄道関係発表 ノ件〕

ソプチ発、村上理事宛電 昭和8.2.28(1枚)

〔発表書類質疑応答中二関スル文書課板倉主任 ヨ リノ電話 ノ用件〕

取次石原発、村上理事宛 昭和8.2.28(1枚)

鉄路総局開業プログラム

下津参事発、村上理事宛電話 石原取次 昭和8.2.28(2枚)

老頭溝炭砿処理方法(二 月二十八 日交通監督部ニテ打合済)(3枚)

満州国有鉄道諸契約等調印 ノ経過及 主要契約等写(十 六部 中第 五号)(付

属文書 とも)

総務部文書課(135枚)

満州国有鉄道諸契約書調印 ノ経緯(50部 中第27号)

関東軍司令部附陸軍歩兵大佐後宮淳 昭和8.2(91枚)
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7R-1

7R-2

7R-3

7R-4

7R-5

7R-6

7R-7

7R-8

要人説得実施表

昭和8.2.10G枚)

(附録第一)要 人説得方案(附 録とも)

昭和8,2.20(21枚)

(附録第二)鉄 道契約締結 ノ為交通部総 長ヨ リ契約 要綱(予 メ各閣僚 二配

布セルモ ノ)補 足 トシテ閣議 ノ承認 ヲ受 クヘキ事項案(付 表とも)

大同2.2.5(9枚)

関東軍司令部二於ケル 「自動車運輸営業」二関スル委員会経過報告

鉄道部営業課 自動車係 昭和8.2(5枚)

三 月十三 日老頭溝炭砿処理 二関 シ交通監督部二於テ会議 ヲナス其 ノ要領

左 ノ通

列席者:大 村部長、加藤 中佐、中川課長(西 原中佐代)、 片村中佐、穂積

技師(昭 和8.3.16村 上印)(7枚)

満州産業開発方針要綱案

陸軍省 昭和8.3.14(4枚)

通報(満 州国産業開発方針要綱案二付連合委員会開催 ノ件)

特務部幹事 昭和8.3.23(1枚)

権利譲渡及名義変更二関スル呈請(確 定 ノモノ)(添 付書類とも)

譲渡人:日 支合弁老頭溝煤砿公司合弁人飯田延太郎、代理人加来美知雄、

同代表吉林省実業庁長孫輔枕、譲受人:張 燕郷(満 州国実業部総長)

大同2(昭 和8.3.16村 上印)(13枚)

満州国鉄道第三次建設線決定二関スル議事録

時 日:昭 和8.3.27場 所:関 東軍司令部 出席者:関 東軍参謀長小磯 中

将、同交通監督部長大村卓一、同司令部附後宮大佐、同参謀加藤中佐、満

鉄副総裁八田嘉明、同理事村上義一、同河本大作、鉄路総局長宇佐見寛爾、

満鉄建設局長佐藤磨次郎 関東軍司令部 昭和8.3.27

(昭和8.5.2村 上印)(7枚)

〔第三次鉄道建設計画二関 スル件〕

関東軍参謀長発、次長 ・次官宛電 「関参一電第七四六号」(1枚)

満鉄改造案 二関スル特務部連合委員会 ノ件

経済調査会新京出張所宮崎正義発、経済調査会委員長宛 「新京経調第二

〇四号」 昭和8.3.29(昭 和8.4.14村 上印)(8枚)

社外鉄道建設用軌条標準二関スル件(付 図とも)

佐藤建設局長発、十河理事宛 「建画設三二第四一号一 ノ六」 昭和8 .3.30

(3按)
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7R-9

7S

7S-1

7S-2

7S-3

7S-4

7S-5

7S-6

7S-7

新線軌条標準二関スル件

満鉄鉄道建設局長佐藤磨次郎発、参謀本部第三部草場大佐宛 「建画設三

二第四一号一ノ五」 昭和8.3.30(1枚)

炭業統制要項/老 頭溝炭砿(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(7S-7ま で)は 本封 筒 に一括 され た もの】

通報(炭 業統制要綱案二付連合研究 会開催 ノ件)

特務部幹事 昭和8.1.19(1枚)

満州二於 ケル炭業統制要綱案(別 表とも)

第四委員会 昭和8.1.18(8枚)

【欠番】

老頭溝煤砿 ノ処置二就テ(第 一案～第三案 とも)(7枚)

〔老頭溝炭砿譲渡及天図鉄道買収二関 スル件〕

村上理事発、総裁宛電 昭和8.1.31(5枚)

〔同上〕

村上理事、山崎理事間往復電 昭和8.2.3(4枚)

〔老頭溝炭砿処置案修正 ノ件〕

穂積技師発、村上理事宛 昭和8.3.5(5枚)

鉱業条例(民 国三年三 月十一 日公布 ・同三年三 月三十一 日修正)(28枚)

日支合弁老頭溝煤砿契約

日商飯田延太郎代理大内暢三、吉林実業庁長陶昌善間 大正7.9.21(4枚)

昭和7年 度 中の作成文書 と推定されるもの

7T-1

7T-2

7T-3

吉会鉄道 ノ完成二関スル件(五 省本 会議及 閣議説明書)(6枚)

〔資料 目録〕

一
、借款総額内訳表 二、中英公司借款償還金内容 三、松黒両江水運官

営機関沿革(1枚)

満州国鉄道、港湾、水路借款及委託経営契約第一条借款総額 内訳表(2枚)

中英公司借款償還 金内容(3枚)

松黒両江水運官営機関沿革

昭和7.12.1(12枚)

会社職制改正二関スル件(付 表 とも)(3枚)

〔職制改正二伴 ヒ各理事 ト各部所長 トノ関係及異動〕(7枚)
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リール8

昭和8年 度

8A-1

8A-2

8A-3

8A-4

8A-5

8A-6

8A-7

8A-8

8A-9

8A-10

8B-1

8B-2

〔満州産業開発方針 要綱 案 ノ取扱 二関スル件〕

経済調査会委員長(1枚)

満州産業開発方針要綱案

関東軍特務部 昭和8.4,10(昭 和8,4.14村 上印)(4枚)

同

関東軍司令部 昭和8.4.10(7枚)

北鮮鉄道港湾委託経営二関スル打合会議録

時日:昭 和8.4.11場 所:鉄 道部長室 出席者:村 上理事、鉄道部長、

建設局長、営業課長、港湾課長、石原参事、穂積技師、菊田財産係主任、

小管事務員(9枚)

【欠番】

日満 自動車会社設立要綱(満 蒙委員会案)(別 紙 とも)

昭和8.5.5(6枚)

委託経営二依 ル七年度利得金繰越 シニ関スル件

関東軍交通監督部長大村卓一発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関交総第 ヒ九号」

昭和8.5。6(1枚)

東支鉄道買収問題二就 テ

岸田記 昭和8.5.13(昭 和8.5.20村 上印)(7枚)

【欠番】

委託経営 ノ為社線上二及ボル利得及損 失調

昭和8.5.20(昭 和8.5.20村 上印)(2枚)

〔中東鉄道買収二関スル研究報告 ノ件〕

営業課長山口十助発、村上理事宛 昭和8.5.20(2部=2枚)

中東鉄道買収問題二就テ(2部=20枚)

西部線 トランヂツ ト禁止問題二関スル理事会宛管理 局長 ノ報告

(吟爾濱事務所長報 「ロ合資第三〇号」昭和8.4.13)資 料課長

昭和8.4.22(10枚)

中東鉄路問題二関す る蘇連側 ノ釈明(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「ロ合資第三一号」昭和8.4.13)資 料課長

昭和8.4,22(5枚)
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8B-3

8B-4

8B-5

8B-6

8B-7

8B-8

8B-9

8B-10

8B-11

8B-12

8B-13

8B-14

李督辮 ノ露領搬 出中東輪転材料返還要求

(吟爾濱事務所長報 「吟資第三四号」昭和8.4.14)資 料課長

昭和8.4.22(3枚)

満州国外交部 ノ東鉄引出機 関車返還要求(極)

(吟爾濱事務所長報 「吟資第三五号」昭和8.4.14)資 料課長

昭和8.4.22(3枚)

中東鉄路蘇側従事員動揺

姶爾濱事務所長発、資料課長宛電 「電報番号二〇七五」 昭和8.4.22(1枚)

中東鉄路売却問題二関スル経緯(極 秘)

(姶爾濱事務所長報 「吟資第一一一号」昭和8.5.13)資 料課長

昭和8.5.18(3枚)

満州国側愈東部国境 閉鎖断行

(吟爾濱事務所長報 「吟資第一一八号」昭和8.5.15)資 料課長

昭和8.5.17(昭 和8.5.18村 上印)(3枚)

東支鉄道 ノ買収価格(外 交部北満特派員公 署調査)(極)

(姶爾濱事務所長報、昭和8.5.16)資 料課長 昭和8.5.20(9枚)

蘇連側 ノ中東鉄路評価額

(姶爾濱事務所長報 「吟資第一二二号」昭和8.5.16)資 料課長

昭和8.5.19(3枚)

東部国境 ノ直通連絡遮断 ト対蘇要求(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「姶資第一二九号」昭和8.5.17)資 料課長

昭和8.5.19(昭 和8.5.19村 上印)(2枚)

拉濱線中東 クロス問題

(晴爾濱事務所長報 「吟資第一三〇号」昭和8.5.17)資 料課長

昭和8.5.19(昭 和8.5.19村 上印)(3枚)

蘇満交渉 ノ要領(一)(極 秘)

(新京地方事務所長報 「京地資電第八七号」昭和8.5.20)資 料課長

昭和8.5.23(3枚)

中東鉄路内部改革案蘇連側二通告ス

(姶爾濱事務所長報 「吟資第一五一号」昭和8.5 .29)資 料課長

昭和8.6.1(昭 和8.6.2村 上印)(5枚)

東部国境直通連絡遮断二対スル満州国交通部 ノ処置

(姶爾濱事務所長報 「姶資第一五七号」昭和8 .5.29)資 料課長

昭和8.6.3(9枚)
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8B-15

8B-16

8C-1

8C-2

8C-3

8C-4

8C-5

8C-6

8C-7

ポグラ遮断 トクズネツオ フノ抗議

吟爾濱事務所長発、資料課長宛電 「電報番号 二〇〇 二」 昭和8.6,1(2枚)

東鉄被解雇者ノ退職資金拉 共済貯 金返還運動二関スル件

(新京地方事務所長報 「京地資第 一〇八号」昭和8.6.1)資 料課長

昭和8.6.6(3枚)

昭和七年度利益金処置二関スル件

満鉄総裁林博太郎発、関東長官武藤信義宛 「満鉄総文三三第八号ノニ」

昭和8.5.22(1枚)

同

関東軍司令官武藤信義宛(1枚)

昭和七年度利益金処置二関 スル件

関東軍司令官武藤信義発、満鉄総裁林博太郎宛 「関交総第九六号」

昭和8.5.18(1枚)

第二次線建設二関スル経緯(理 事会報告)

鉄道建設局 昭和8.5.23(10枚)

国線委任経営協定 第十条二定ムル上納金 二関スル件(委 託経営 ノ為 メ社

線 ノ受ケル利益二就テ ノ交監部案対策)

「鉄営連三三第一三四号九ノー」 昭和8.5.25(3枚)

軍部 ノ提案二対スル意見(20枚)

別表(甲)「 会社資金利廻一覧」

昭和8.3(1枚)

別表(乙)「 北鉄線発南下貨物 二対 スル北鉄払戻金額及数量調」(大 正11

～昭和7年 度)(1枚)

別表(丙)「 北満発年別穀類 南下(斉 克 ヲ除 ク)総 数量及政策費一覧」(大

正13～ 昭和7年 度)(1枚)

羅津築港拉附帯陸 上設備計画及概算予算書(会 議 ズミ)(付 表とも)

(昭和8.5.27村 上印)(24枚)

北鮮関係二於 ケル満 鉄 ノ立場及希望二就 テ(八.五.三 〇作成総督府 要路

交付)(6枚)

北鮮三港経営二関スル根本 要項案(六 月七日理事会議諒解)

昭和8.6.6(2枚)

北鮮鉄道及港湾委託経営二関スル交渉要項

昭和8.6.6(1枚)

北鮮港湾 ノター ミナルチ ャー ジニ関スル件(六 月十 日大 村部長 、村 上理

事間打合)(1枚)
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8C-8

8C-9

8C-10

8C-ll

8D

8E-1

8E-2

8E-3

8E-4

8E-5

8E-6

8F-1

北鉄 買収評価 書送付二関スル件

営業課長山口十助発、村上理事宛 昭和8.6.30(20枚)

日満経済会議協定書案

昭和8.6.30(7枚)

日満経済会議協定案説明書

昭和8.6.30(12枚)

北鮮税 関制度問題

経済調査会第五部 昭和8.6(14枚)

北鉄譲渡交渉会議速記録送附 ノ件(極 秘)

(東京支社庶務課長報 「東調三三第三号ノー七」昭和8.9.11)資 料課長

昭和8.9.19(1枚)

蘇連 ノ北満鉄路二於 テ有 スル権 利譲 受交渉会議速記録

第三回(其 上):ソ 連側提議 ・満州国側提議 昭和8.7.3(11枚)

第三回(其 下):ソ 連側追加条項提出二関スル論議 昭和8.7.3(18枚)

第四回:昭 和8.7.5(18枚)

北満鉄路二於テ蘇連 ノ有 スル権利買戻二関スル会議速記録

第五回:昭 和8.7.14(17枚)

【欠番】

貨物運賃割 引ノ方針其 ノ他二関スル件

営業課長起案 「鉄営貨33第76号18/1」 昭和8.7.15

(昭和8.ll.7村 上印)(2部=26枚)

【欠番】

国有土地及建物貸付願(清 津雄基両港委託経営二関スル手続)(財 務局案)

昭和8.7.31(6枚)

第二次線建設借款 ノ利率二付テ(交 監部案)(付 表とも)

昭和8.7.31(8枚)

国境列車直通運転二関スル件

鉄道建設局長発、村上理事宛 「建工車三三第二二号C-一 ノー五」

昭和8.7.31(1枚)

国境列車直通運転二関スル協約(4枚)

満鮮運輸連絡懇談会議題送付 ノ件

鉄道部長発、村上理事宛 「鉄営連三三第一五〇号一三 ノ五」 昭和8 .8.1

(2枚)

満鮮運輸連絡二関スル懇談会議題

(昭和8.8.7村 上印)(2部=10枚)
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8F-2

8F-3

8F-4

8F-5

8F-6

8F-7

8F-8

8F-9

8G-1

8G-2

8G-3

8G-4

8G-5

8G-6

満鮮運輸連絡懇談会議題骨子大 要(9枚)

〔満鮮運輸連絡懇談会開催二関 スル件〕

鉄道部長、村上理事往復電 昭和8.8.2(3枚)

満鮮運輸連絡懇談会二関 スル準備打合会報告

時日:昭 和8.7.31～ 同8.2(昭 和8.8.7村L印)(8枚)

国境列車直通運転二関スル協約(2枚)

満鮮運輸連絡懇談会予定

期日:昭 和8.8.11・12・14開 催地:大 連 参加機関:関 東軍交通監

督部、朝鮮総督府鉄道局、満鉄鉄道部、同総路総局、鉄道建設局

(昭和8.8.7村 上印)(2部=25枚)

鮮満運輸連絡懇談会副総裁挨拶

昭和8.8.11(昭 和8.8.11村 上印)(3枚)

〔輸送分科懇談会委員 ノ追加 ・税関関係会合ハ無期延期 ノ件〕q枚)

輸送分科懇談会議事録(2部 二18枚)

貨物分科懇談会報告(八 月十 一日)(8枚)

旅客分科懇談会報告(八 月十 一日及十二 日)(8枚)

満州国鉄道建造借款及委託経営契約 ノ条項 二基 ク甲(満 州国交通部総長)

ト乙(満 鉄総裁)ト ノ協議 又ハ受渡其 ノ他 二関 シ往復スヘ キ文 書 ノ取扱

方二関スル件(八 年八 月一 日交監部長室 、解決スミ)(4枚)

〔北鮮 ノ鉄道及終端施設委託経営二関 スル根本方針 ノ協約〕

朝鮮総督府鉄道局長吉田浩、満鉄理事村上義一間 昭和8.8.3(20枚)

八.八.三 日付 吉田局長村上理事間二締結セ シ覚書五種

(昭和8.9.13村 上印)(18枚)

北満線発南下貨物二対 スル北満払戻金額 及数 壁類年統 計

鉄.庶.統 計係 「鉄 ・統 ・特別資料第64号 」 昭和8.8.3

(昭和8.8.12村 上印)(5枚)

北鉄管理局組織大綱改正問題二対 スル蘇連側 ノ態度(秘)

(吟爾濱事務所長報 「崎資第二七九号」昭和8.8.8)資 料課長

昭和8.8.14(2枚)

羅津築港 ト大連汽船会社 ノ船舶

森澤徳太郎(12枚)

委託経営鉄道新建設線二関 スル件(別 表第一とも)

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関参一発第六八五号」

昭和8.8.14(2枚)
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8G-7

8H-1

8H-2

8H-3

8H-4

8H-5

8H-6

昭 和八 年七 月十一 日第 三次 建設 線 二関 スル 関係省 係 官協 議 ノ際 二於 ケ

ル諒解事項(1枚)

国鉄 第三 次線 ヲ第 二次 線 ト同時 二契 約 スル コ トニ関 スル参 謀 長通 牒 二

対スル対策(建 設局案)(4枚)

通関及列車国境直通運転二関スル打合事項

日時:昭 和8.8.14場 所:鉄 道部会議室 出席者:村 上理事、羽田鉄道

部長、佐藤建設局長、伊澤総局次長、斎藤嘱託、佐藤鮮鉄営業課長、山口

営業課長、榊原車務係主任、関参事(2枚)

軍満鉄懇談会二於 ケル八 田副総裁談 話要 旨

時 日:昭 和8.8.15場 所:満 州館 出席者:関 東軍側小磯参謀長、横山

大佐、沼田中佐、岩畔少佐、東福主計、満鉄側林総裁、八田副総裁、十河、

村上、竹中、河本、山崎各理事、石本総務部長、中西地方部長、田所審査

役、中野総務部文書課長、奥村、岡田各経済調査会委員

(昭和8.8.23村 上印)(6枚)

満 州国税 関 ヲ北鮮三港(羅 津 、清津 、雄 基)二 設置 セ ム トスル 問題 ノ

経緯

鉄道部長 昭和8.8.16(13枚)

国境列車直通運転二関スル協約

大 日本帝国特命全権大使、朝鮮総督 、満鉄総裁、満州国政府外交部総長、

同交通部総長、同財政部総長間 昭和8(5枚)

北鉄譲渡交渉第二回中間会商 ノ状況(秘)

(吟爾濱事務所長報 「姶資第二九三号」昭和8.8.16)資 料課長

昭和8.8.22(2枚)

山東旅客談

昭和8.8.21(6枚)

特別国有鉱域内砂金及金鉱 ノ調査拉 採掘許可条件要綱案送付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第一六六〇号」 昭和8.9.28(1枚)

特別国有鉱域内砂金及金鉱 ノ調査拉採掘許可条件要綱 案(軍 決定案)

関東軍特務部 「議案第三二号」 昭和8.8.22(5枚)

第二次第三次 建設契約締結時期及車輌注文二関スル 〔件〕(重 役会議決議

事項、昭和8年8月22日 決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第8号 ノ48」 昭和8.8.24

(昭和8.8.25村 上印)(3枚)
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8H-7

8H-8

8H-9

8H-10

8H-11

8H-12

8H-13

昂昂漢北鉄従事員罷業計画

総局資料係発、資料課長宛電話 昭和8.8.23q枚)

北鉄買収会議第四回中間会議

吟爾濱事務所長発、資料課長宛電 「電報番号六三」昭和8.8。24(1枚)

北鉄第六回理事会議 ト沈瑞麟理 事来連

吟爾濱事務所長発、資料課長宛電 「電報番号五」昭和8.8.25(1枚)

北鉄従事員罷業説濃厚

総局資料係発、資料課長宛電話 昭和8.8.25(1枚)

満鉄改造問題打合会(第 二次)記 録

時 日:昭 和8.8.26場 所:新 京特務部会議室 列席者:軍 側沼田、岩畔

各参謀、井上、東福、山際、宮崎各特務部幹事、社側石本総務部長、中西

地方部長、田所審査役、岡田経済調査会委員(6枚)

新京二於ケル通関会議議事要項送付 ノ件

鉄道部長発、村上理事宛 「鉄営連三三第一六九号一六ノ五」 昭和8.9.4

(昭和8.9.6村 上印)(1枚)

新京通関会議

開催日:昭 和8.8.26場 所:新 京 日本大使館 出席者:日 本大使館、満

州国財政部、同外交部、同交通部、関東軍交通監督部、同特務部、拓務省、

朝鮮総督府、満鉄関係者(5枚)

通関事務打合会

開催 日:昭 和8.8.28場 所:新 京ヤ マ トホ テル 出席者:満 州 国 、

大使館、満鉄関係者(6枚)

敦 図鉄道 二依 ル貨物 二対 スル徴税 機関 及其 ノ通関 手続 二関 スル 件(特

務部案)(2枚)

図個 及上三峯 二於 ケル 直通 旅客 列車 ノ通関二対 スル希望拉参考事項(総

局提出)(付 表とも)(16枚)

昭和7年 度利益金処置二関スル件

審査役田所耕続発、総裁宛 「総審審第9号 ノ1」 昭和8.8.30(6枚)

リール9

81-1 朝鮮国有鉄道一部ノ委託経営契約第七条ノ納付率算定基礎数字説明書

昭和8.8(48枚)
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81-2

81-3

81-4

81-5

81-6

81-7

8J-1

8」-2

8J-3

8J-4

8J-5

8J-6

8J-7

満鉄納付金二関スル件

関東軍交通監督部 昭和8.8(2枚)

奉 天終端設備計画

鉄道部輸送課 昭和8.8(44枚)

北鮮進出計画

国際運輸株式会社 昭和8.8(昭 和8.8.12村 上印)(41枚)

契約書(大 阪商船所有 ノ北鮮運 輸株 式ヲ国際運輸二譲渡 ノ件)

大阪商船社長堀啓次郎、国際運輸専務取締役築島信司間 昭和8

(昭和8.8.23村 上印)(3枚)

〔北満二於ケル北鮮向貨物 ノ分野 ・他 ノ件〕

(日付不明村上印)(2枚)

勅令案(朝 鮮総督管理鉄道 ノー部 ヲ満鉄 二委託スル件)(3枚)

満州国鉄道第二次及第三次建設線建造借款及委託経営契約二関スル指令

関東軍司令官菱刈隆発、満鉄総裁林博太郎宛 昭和8.9.1(2枚)

満州セ メン ト企業 ノ乱立二就テ

和田喜一郎稿 総務部資料課長 「綜合情報八第三七号」 昭和8.9.2(10枚)

運輸委員会開催 ノ件

委員長 「満鉄鉄第一号ノニ」 昭和8.9.6(3枚)

〔運輸委員会委員長挨拶関係メモ〕(2枚)

運輸委員会(村 上委員長挨拶原稿)(13枚)

『南満州鉄道株式会社社報No.7905』(臨 時運輸委員会関係記事)

昭和8.8.27(4枚)

満州二於テ実行スベキ事項二就テ(八 田満鉄副総裁二提 出シタル意見書写)

山下興家 昭和8.9.8(11枚)

本年度国有林臨時伐採許可対策送付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第一六五五号」 昭和8.9.27(1枚)

本年度国有林臨時伐採許可対策(軍 決定案)

関東軍特務部 昭和8.9.8(4枚)

会社職制中一部改正二関スル件

満鉄総裁林博太郎発、拓務大臣永井柳太郎宛 「満鉄総文三三第二号 ノニ

三」(関 東庁経由)昭 和8.9.14(3枚)

朝鮮 国有鉄道 一部 ノ委託 経営契約其 ノ他締結二 関スル件 申請(参 考文書

とも)
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8」-8

8K-1

8K-2

8K-3

8K-4

8K-5

8K-6

満鉄総裁林博太郎発、拓務大臣永井柳太郎宛 「満鉄総文三三第四号ノー

二」 昭和8.9.14(17枚)

満州国塩専売制度要綱案送附 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第一八一六号」 昭和8.10.24(1枚)

満州国塩専売制度要綱案

関東軍司令部 「議案第三十三号」 昭和8.9.14(1枚)

南満州鉄道株式会社 ノ納付金二関スル件(特 秘扱 、三十部 ノ内第六 号)

拓務省殖産局交通課 昭和8.9.15(19枚)

自昭和9年 度至13年 度利益金処分案(拓 務省案 二依ル計算)

昭和8.10.29(1枚)

満州国国有鉄道建設工事概況(昭 和八年九月十五 日現在)(33枚)

図椚 一佳木斯鉄道外五鉄道建造借款及委託経営契約案(表 題のみ)

満鉄 昭和8.9.20(1枚)

【以 下は本文書 に合綴】

図椚 一佳木斯鉄道外五鉄道建造借款及委託経営契約

満鉄総裁林博太郎、満州国政府交通部総長丁鑑修間 昭和8(10枚)

鉄道建造計画書(8枚)

図椚 一佳木斯鉄道外五鉄道 建造 借款及委託経営契約第 十条(借 款利 率)

二関スル覚書案(関 東軍作成)

関東軍参謀長小磯国昭、満鉄副総裁八田嘉明間 昭和8(1枚)

軍 ノ満鉄改造案二対スル会社 ノ答 申案(奥 村案 ・他 とも)

(昭和8.9.26村 上印)(7枚)

満州特産取引改善要綱案送付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第一六八五号」 昭和8.10.2(1枚)

満州特産取引改善要綱案(軍 決定案)

関東郡司令部 「議案第九号」 昭和8.9.27(6枚)

雑工業二対スル方針案送付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第一六九八号」 昭和8,10,4(1枚)

雑工業二対スル方針(軍 決定案)

関東軍司令部 「議案第三十四号」 昭和8.9.27(1枚)
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8K-7

8K-8

8K-9

8L-1

8レ2

8レ3

8L-4

朝鮮国有鉄道一部 ノ委託経営契約(八.九.三 〇)

朝鮮総督宇垣一成、満鉄総裁林博太郎間 昭和8(3枚)

朝鮮国有鉄道一部 ノ委託経営契約附属協定(八.九.三 〇)

朝鮮総督宇垣一成、満鉄総裁林博太郎間 昭和8(4枚)

朝鮮国有鉄道一部 ノ引継二関スル覚書(八.九.三 〇)(添 付 目録 とも)

朝鮮総督宇垣一成、満鉄総裁林博太郎間 昭和8(4枚)

図椚佳木斯鉄道外五鉄道建造工事工程二関スル件

満鉄副総裁八田嘉明発、関東軍参謀長小磯国昭宛 昭和8.9(4枚)

松花江佳木斯附近大豆運送諸費並 に耕作農民生活程度 に関す る覚書

(三菱商事大連支店江森氏の昭和八年九月七 日現在に於ける調査)

昭和8.9(19枚)

北鮮 ノ営業二関スル件

国際通運株式会社社長中野金次郎発、国際運輸株式会社専務築島信司宛

昭和8.10.3(3枚)

北鮮 ノ営業二関シ丸運 ヨリ提案 ノ件

朝鮮運送株式会社社長竹島銀太郎発、国際通運株式会社社長中野金次郎宛

「庶第三〇一号」 昭和8.9.22(10枚)

北鮮 ノ営業二関スル件

国際通運株式会社社長中野金次郎発、朝鮮運送株式会社社長竹島銀太郎宛

昭和8.10.3(2枚)

同

国際運輸株式会社専務築島信司発、国際通運株式会社中野金次郎宛

昭和8.10(3枚)

北鮮 ノ通運及朝運営業譲受価格二関スル件

国際運輸株式会社 昭和8.10(17枚)

資金利子 ヲ見込20ケ 年償却 ノ対投資利廻(1枚)

満鉄改造拡充実施要綱 案二関 スル 件(重 役会議 決議事項 、昭和8年10

月4日 決議)

総務部長 村上理事宛 「特第8号 ノ61」 昭和8 .10.7

(昭和8.10.9村 上印)(7枚)

納付金二関スル解釈

文書課 昭和8.10.4(3枚)

納付金二関スル拓務省交通課案二対スル意見

文書課 昭和8.10.4(5枚)
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8L-5

8L-6

8L-7

8L-8

8レ9

8M-1

8M-2

8M-3

8M-4

8M-5

8M-6

納付金制度改正二関スル意 見書

文書課 昭和8.10.4(6枚)

北鉄売買交渉二関スル消息(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「【冶情第 三四九号」昭和8.10.6)資 料課長

昭和8.10.13(2枚)

緩苓河国境警察隊 ノ烏鉄事務所捜査 二対 スル駐姶蘇連総領 事ノ抗議

(吟爾濱事務所長報 「吟情第三五二号」昭和8.10.6)資 料課長

昭和8.10.13(3枚)

図個佳木斯外5鉄 道建造拉借款契約案 中金利 二関スル件(関 東軍案 二対

スル社議)(重 役会議決議事項、昭和8年10月7日 決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第8号 ノ62」 昭和8.10.9

(昭和8.10.9村 上印)(2枚)

〔満鉄改造拡充二関スル軍部案二対 スル満鉄 ノ答 申〕

山崎理事発、副総裁宛 昭和8.10.11(4枚)

十 月十一 日午後沼田中佐狸穴社宅二来訪会談要旨

山崎理事発、副総裁宛 昭和8.10.11(2枚)

社 ノ貨物運賃ハ高率ナ リヤ(付 属文書とも)

(昭和8.10.12村 上印)(71枚)

満鉄貨物運賃断 じて高くない(上 ・下)(各 国鉄道運賃の比較)

新聞切抜(2枚)

日満経済関係の現在と将来

満鉄経済調査会安盛松之助 新聞切抜(2枚)

納付金二関スル拓務省交通課案 二就テ(10月16日 重役会議 々案)

総務部文書課 昭和8.10.15(21枚)

日本銀行納付金法案二関 スル高橋蔵相 ノ衆議 院二於 ケル説明(昭 和 七年

六月五 日官報掲載)(2枚)

納付金改正二関スル件(重 役会議決議事項、昭和8年10月16日 決議)

総務部長 「特第8号 ノ65」 昭和8.10.19(4枚)

〔上納金 ノ件〕

山崎理事発、村上理事宛暗号電 「電報番号32」 昭和8.10.21(2枚 、

〔鮮満鉄道合併経営 ノ件〕

鉄道建設局長発、村上理事宛暗号電 「電報番号45」 昭和8.10 .21(3枚)

満鉄改造問題二関シ善処 請願 ノ件

満鉄社員会幹事長伊藤武雄発、満鉄総裁林博太郎宛 「社庶第五二三号」

昭和8.10.23(2枚)
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8M-7

8M-8

8M-9

8M-10

8M-11

8N-1

特産対策二関スル参考資料(当 事者個人 ノ私見)(昭 和八年十月二十六日調)

(6枚)

北鮮 ノ通運及朝運営業 譲受価格 二関スル 件(重 役会 議決議事項 、昭和8

年10月26日 決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第8号 ノ71」 昭和8.11.10

(昭和8.11.16村 上印)(2枚)

同

国際運輸株式会社 昭和8.10(20枚)

北鮮 ノ営業二関スル件

国際運輸株式会社専務築島信司発、国際通運株式会社社長中野金次郎宛

昭和8.10(13枚)

特産価格下落防止二関スル臨機対策案送付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明 ・村上理事宛 「特務部発

第一九五八号」 昭和8.ll.22(1枚)

特産価格下落防止二関スル臨機対策案(軍 決定案)

関東軍特務部 「議案第十一号」 昭和8.10.28(4枚)

満州採金会社設立要綱送付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発第一九四六

号」 昭和8.11.22(1枚)

満州採金会社設立要綱(軍 決定案)(別 紙とも)

(庫)昭 和8.10.31(6枚)

特定運賃炭価決定委員会答 申提 出ノ件

特定運賃炭価決定委員会委員長十河理事発、満鉄総裁宛 昭和8.10

(昭和8.11.17村 上印)(14枚)

特定運賃炭価決定委員会答 申書(13枚)

特定運賃炭価決定案附属諸表

運.炭.委 員会 昭和8.10.26(16枚)

納付金 問題二関スル東京山崎理事 トノ往復電報(昭 和8年10～11月)

(表題のみ)(1枚)

【以 下は本 文書 に合綴 】

総務部長発、山崎理事宛電10.27(第 一一電)(1枚)

山崎理事発電28(第 一電)(3枚)

同28(第 二電)(1枚)
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8N-2

8N-3

8N-4

総 務 部 長 発 、 山 崎 理 事 宛 電10.28(第 二 電)(1枚)

村 上 理 事 発 、 山 崎 理 事 宛 暗 号 電10.28(昭 和8.11.1村 上 印)(4枚)

山 崎 理 事 発 、 村 上 理 事 宛 電 昭 和8.11.2(昭 和8.11.7村 ヒ印)(2枚)

同(1枚)

同(2枚)

村 上理 事 発 、山 崎 理 事 宛 暗 号 電 昭 和8.11.4(昭 和8.11.7村 上 印)(2枚)

山 崎 理 事 発 、村 上 理 事 宛 暗 号 電 昭 和8.11.6(昭 和8.11.7村L印)(4枚)

村 上 理 事 発 、山 崎 理 事 宛 暗 号 電 昭 和8.11.7(昭 和8.11.8村 上 印)(2枚)

山 崎 理 事 発 、村 上 理 事 宛 暗 号 電 昭 和8.11.7(昭 和8.11.?村L印)(2枚)

山 崎 理 事 発 、 村 上 理 事 宛 電 昭 和8.11.8(2枚)

村 上 理 事 発 、 山 崎 理 事 宛 電 昭 和8.11.11(昭 和8.1L13村 上 印)(3枚)

山 崎 理 事 発 、 村 上理 事 宛 暗 号 電 昭 和8.11.14(昭 和8.11.16村 上 印)(3枚)

〔満 鉄 改 組 問 題 二 関 ス ル 往 復 電 報 〕(昭 和8年10月 ～11月)

山 崎 理 事 発 、 副 総 裁 宛 特 別 暗 号 電 昭 和8.10.21

(昭 和8.10.21村 田 印)(2枚)

同 昭 和8.10.30

(昭 和8.11.18村 上 印)(2枚)

在 京 理 事 発 、 副 総 裁 宛 特 別 暗 号 電 昭 和8.11.7(2枚)

在 京 支 社 長 発 、 副 総 裁 宛 電 昭 和8.11.7(2枚)

在 京 理 事 発 、 副 総 裁 宛 特 別 暗 号 電 昭 和8.11.8(2枚)

総 務 部 長 発 、 東 京 支 社 長 気 付 在 京 各 理 事 宛 電 昭 和8.H.9(1枚)

山 崎 理 事 発 、 副 総 裁 宛 電 昭 和8.11.13(1枚)

副 総 裁 発 、 東 京 山 崎 理 事 宛 暗 号 電 昭 和8.11.14(1枚)

東 京 支 社 長 発 、 総 務 部 長 宛 暗 号 電 昭 和8.11.14(2枚)

在 京 理 事 発 、 副 総 裁 宛 暗 号電 昭 和8.11.15(2枚)

東 京 支 社 長 発 、 総 務 部 長 宛 暗 号 電 昭 和8.11.15(2枚)

在 京 理 事 発 、 副 総 裁 宛 特 別 暗 号 電 昭 和8.11.16(1枚)

在 京 理 事 発 、 八 田 副 総 裁 宛 特 別 暗 号 電 昭 和8.11.17(2枚)

黒 龍 江 省 二 於 テ 施 行 サ レ ム ト伝 ヘ ラ ル ル 「農 業 倉 庫 」 案 ノ 真 相 二 就 テ(鉄

庶 経 由)

総 務 部 資 料 課 長 「総 合 情 報 八 第 六 六 号」 昭 和8.11.9(8枚)

満 州 石 油 専 売 制 度 実 施 要 綱 送 附 ノ 件 通 牒

関 東軍 参 謀 長 西 尾 寿 造 発 、満 鉄 副 総 裁 八 田 嘉 明 宛 「特 務 部 発 第 四 四 一 号 」

昭 和9.3.29(1枚)
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8N-5

8N-6

8N-7

8N-8

8N-9

満州 石油専売制度実施要綱(軍 決定案)

関東軍 司令部 昭和8.11.10(3枚)

満州国都市計画基本要綱二関スル件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発第

二二〇号」 昭和9.2.14(1枚)

満州国都市計画二関スル要綱

関東軍司令部 「議案第十三号」 昭和8.11.11(5枚)

北鮮国境税関設置方策要綱送付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発第一

九〇三号」 昭和8.11.ll(昭 和8.ll.25村 上印)(1枚)

北鮮国境税関設置方策要綱案(軍 決定案)

関東軍司令部 「議案第十号」 昭和8.11.ll(2枚)

図個 一佳木斯鉄道外五鉄 道建造借款 及委託経営 契約案(十 一 月十五 日重

役会議決議)

満鉄総裁林博太郎、満州国政府交通部総長丁鑑修間 昭和8(14枚)

鉄道建造計画書(十 一月十五 日重役会議決 議)(8枚)

図椚 一佳木斯鉄道外五鉄道建造借款及委託経営契約 ノ対外取扱振 ノ件(十

一月十五 日重役会議報告)(別 紙第一～第二とも)(6枚)

リール10

80-1

80-2

80-3

80-4

拉濱線発送特産物輸送二関スル打合記録

時 日:昭 和8.11.16場 所:鉄 道部 打合者:遠 藤及槌谷配車係主任

鉄.輸.配 車係 昭和8.11.17(17枚)

鉄道会社 ヲ日満合弁 トスルコ ト絶対二不 可ナ リ

鉄道部 昭和8.11.17(5枚)

満鉄改造方策案(在 京理事ヨ リ送付ア リシモ ノ、岡 田氏作成)(付 図 とも)

(昭和8.11.17村 上印)(32枚)

特定運賃炭価 決定 委員会答 申書 二関スル件(重 役会議決議事項 、昭和8

年11月18日 決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第8号 ノ77」 昭和8 .12.1

(昭和8.12.2村 上印)(2枚)
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80-5

80-6

80-7

80-8

80-9

80-10

80-11

80-12

撫順製油工場増産粗油二関スル件(重 役会議決議 事項 ・昭和8年11月

21日 決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第8号 ノ78」 昭和8。12.1(2枚)

酒精 工業企業二関 スル件

関東軍特務部長小磯国昭発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発第一九五

七号」 昭和8.11.21(3枚)

酒精醗酵企業計画説明書(付 表とも)(9枚)

鉄道会社職制案(付 表とも)

鉄道部 昭和8.11.21(2枚)

管理費算出要領(2枚)

〔鉄道会 社二 満州 国線 及北 鮮線 ヲ合併 スル ノ可否 ・鉄 道会 社 ノ組織 概

要及総係費 ノ概算額 ノ件〕

鉄道部長発、総務部長宛 昭和8.11.22(1枚)

鉄道会社 ノ国線及北鮮線合併 ノ可否

昭和8.11.21(3枚)

納付金二関スル件(重 役会議決議事項、昭和8年11月24日 決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第8号 ノ79」 昭和8.12.1

(昭和8.12.2村 上印)(4枚)

〔現満鉄ヲ持株会社 トシ鉄道 、炭砿 ヲ各分離独立セ シメテ子会社 ト為 シ他

ノ子会社(現 在 ノ傍 系会 社)ト 共二持株会社 ノ支配下二置 ク場 合之等子

会社 ノ販売及購買業務 ノ機構二就 キ考察〕(付 表 とも)

商事部長 昭和8.11。25(19枚)

〔行政 権移 管 二就 テ ・治外 法権 ノ撤 廃 ト附属 地 行 政権 〕(11/26

研究)(付 表とも)

地方部長(36枚)

運輸諮問機関設置二関スル件

総務部審査役発、総裁宛 「総審鉄第6号 ノー」 昭和8.12(1枚)

同

事務員植村福七発、審査役宛 昭和8.11.30(14枚)

特務部連合研究会 ノ件(表 題のみ)

満鉄 ・経済調査会 昭和8.11(1枚)

【以下 は本 文書 に合綴】

特務部連合研究会(十 月二十八 日)ノ 件(極 秘)

経済調査会第四部主査中島宗一発、経済調査会委員長宛 昭和8 .10.31(14枚)
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80-13

8P-1

8P-2

8P-3

8P-4

8Q-1

8Q-2

8Q-3

8Q-4

8Q-5

8Q-6

8Q-7

8R-1

黒龍江省特産共同販売機関設置要綱 案(付 図とも)

財務部 大同2.10.19(8枚)

黒龍江省特産貸款辮法(案)(4枚)

黒龍江省特産共同販売会章程(案)(6枚)

黒龍江省特産貸款管理委員会簡 章(案)(3枚)

特産価格下落防止二関スル臨機対策 案

特務部第一委員会 昭和8.10.26(3枚)

〔炭砿事業二就テ〕

商事部長 昭和8.11(3枚)

満鉄附属地行政権返付要綱(案)(12/1)(付 表とも)

「議案第六号(幹)」(13枚)

改組問題二関スル軍司令官宛回答案(12/1会 議)(19枚)

十二月一一日於東京工業クラブ日満海事懇談会 出席者

拓務大臣永井柳太郎代理堤政務次官 ・他23名(5枚)

職制改正 ノ件(経 調会改組拡大案、経調会立案)

(昭和8.12.6村 上印)(16枚)

自昭和九年度至 同十三年度五ケ年間鉄道事業 費ノ内容

鉄道部 昭和8.12.10(1枚)

大連埠頭増築二就テ(1枚)

自昭和九年度至同十三年度国線事業費内容

鉄路総局 昭和8.12.10(1枚)

南満州鉄道株式会社二関スル件(法 律案 要項)

(昭和8.12.11村 上印)(3枚)

満州産業開発方針二関スル件

満鉄総裁林博太郎発、拓務大臣永井柳太郎宛 昭和8.12.14(4枚)

興安北分省北部満蘇国境調査書(極 秘)

(斉斉姶爾事務所長報 「綜合情報八第八六号」昭和8.12.19)総 務部資料

課長(55枚)

満州 二於ケル製鋼所計画案要綱(特 統第四号写)(十 二 月二十 六 日狸穴社

宅ニテ副総裁、伍堂 、大淵、斯波、村 上会合)(11枚)

鉄路総局概要

鉄路総局 大同2.12(1冊=72枚)

満鉄改組問題二関スル意見

撫順炭砿長(9枚)
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8R-2

8R-3

8R-4

8R-5

8R-6

8R-7

8R-8

8R-9

8S-1

8S-2

8S-3

改造問題二関スル質疑(3枚)

改組二関スル件(20枚)

日満経済会議案(別 紙添付第 一号)(6枚)

商事会社設立案(5枚)

炭砿分離 二就テ(別 紙添付第三号)(6枚)

改組後二於 ケル各会社資金立立営 業収支説明書(12枚)

南満州鉄道株式会社改組案 目次(1枚)

【以下は本文書 に合綴 】

南満州鉄道株式会社改組案(4枚)

立案理由書

昭和8.12(8枚)

満州産業株式会社二関スル法令要綱(3枚)

満州鉄道株式会社法令要綱(2枚)

満州商事株式会社設立要綱案(1枚)

炭砿分離要綱案(1枚)

日満産業協議委員会設置要綱案(特 務部拡充主義)(1枚)

満鉄側 ノ希望条件達成二関 スル件(2枚)

軍部案二対スル批判 ノ蒐集(撤 回)

地方部長(4枚)

陸軍省案(日 本政府 ト満鉄及 ビ満鉄持株会社 ノ関係図)(1枚)

満州経済 開発機構概見図(関 東軍案)(1枚)

第40回 処務週報(自 昭和8年12月30日 至同9年1月4日)

文書課長発、村上理事宛 「総文書33第15号 ノ40」 昭和9.1.6(6枚)

満州国有価証券 ノ日本国内流通二関スル要綱 案送 付 ノ件

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長 十河信二宛 「特 務部発

第一九八号」 昭和9.2.10(且 枚)

満州 二於 ケル有価 証券 日本国内 ノ流通二関 スル件(軍 決定案)(別 紙 ・参

考とも)

関東軍特務部 「議案第十号」 昭和9.1.16(15枚)

武 市事情(極 秘)

(斉斉吟爾事務所長報 「綜合情報八第九七号」昭和9.1.18)総 務部資料

課長(19枚)
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8S-4

8S-5

8S-6

8S-7

8T-1

8T-2

8T-3

8T-4

8T-5

8T-6

8T-7

8T-8

「パルプ」工業対策案 送付 ノ件通牒

関東軍参謀長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第三四九号」 昭和9.3.15(1枚)

「パルプ」工業対策案

関東軍 司令部 「議案第三八号」 昭和9.3.14(3枚)

保税倉庫問題第二 回懇談会報告

経済調査会第四部 昭和9.1。23(23枚)

北票炭砿現状二就 テ(極 秘)

(奉天地方事務所長報 「奉地情八第一六〇一号」昭和9.1.29)資 料課長

昭和9.2.2(6枚)

承徳劇嚥廟二就テ

錦州満鉄建設事務所 昭和9.1(11枚)

駐吟蘇連総領事 ノ中央宛 書翰

(吟爾濱事務所長報 「姶情第五三二号」昭和9.1.22)資 料課長

昭和9.2.3(2枚)

北鉄逮捕蘇連人釈放問題二関スル蘇連総領事 ノ報告(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「ロ合情第五五五号」昭和9.1.26)資 料課長

昭和9.2.2(3枚)

連絡会議招請問題二関 スル北鉄蘇連側 ノ態度

(喀爾濱事務所長報 「姶情第五六〇号」昭和9.1.27)資 料課長

昭和9.2.2(4枚)

北鉄運賃引下問題二関スル市民代表副理事長代理 トノ会見要旨

(姶爾濱事務所長報 「姶情第五六一号」昭和9.1.27)資 料課長

昭和9.2.2(4枚)

北鉄問題 ノ近情(極 秘)

総務部資料課長 「総資情八第一一六号」 昭和9.1.30(3枚)

蘇連側北鉄譲渡価格低減ヲ決意(追 訂)(極 秘)

総務部資料課長 「総資情八第一一七号」 昭和9.2.2(1枚)

北鉄譲渡価格低減、続報

崎爾濱事務所長発、資料課長宛電 「電報番号三三」 昭和9.2.5

(昭和9.2.7村 上印)(1枚)

北鉄売買交渉委員カズロフスキー二宛テタル駐姶蘇連総領事 ノ書翰(極 秘)

(姶爾濱事務所長報 「姶情第五九二号」昭和9 .2.9)資 料課長

昭和9.2.16(4枚)
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8T-9

8T-10

8T-11

8T-12

8T-13

8T-14

8T-15

北鉄譲渡交渉二関スル駐吟蘇連総領事宛カズ ロフスキー ノ書翰(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「吟情第五九五号」昭和9.2.10)資 料課長

昭和9.2.16(5枚)

北鉄問題現地交渉二関スル蘇連側 ノ訓令(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「ロ合情第五九八号」昭和9.2.12)資 料課長

昭和9.2.19(昭 和9.2.20村 上印)(2枚)

北鉄現地交渉二関スル駐姶蘇連総 領事宛駐 日蘇大使 ノ書翰(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「吟情第六〇三 号」昭和9.2.15)資 料課長

昭和9.2.20(3枚)

北鉄問題二関スル蘇連幹部 ノ報告

(吟爾濱事務所長報 「吟情第六〇四号」昭和9.2.16)資 料課長

昭和9.2.23(3枚)

北鉄譲渡二関スルバ リシニ コフノ意見書(極 秘)

(喀爾濱事務所長報 「胎情第六〇五号」昭和9.2.16)資 料課長

昭和9.2.21(8枚)

逮捕北鉄蘇連従業員釈放問題二関スル蘇連総領事 ノ回答(極 秘)

(姶爾濱事務所長報 「喀情第六〇七号」昭和9.2.19)資 料課長

昭和9.3.2(2枚)

北鉄交渉二関 シ在京カズロフスキー ヨ リ駐姶蘇連総領事二宛テ タル書翰

(極秘)

(姶爾濱事務所長報 「吟情第六一〇号」昭和9.2.19)資 料課長

昭和9.3.2(4枚)

リール11

8U-1 「鉄道、港湾、河川 ノ委託経営拉新設等 二関す る協定」第十条二関 スル附

属協定第一条第一項後段 二協定スル納付金 ノ算定基礎蛇納入 手続 二関 ス

ル件(9/2/2作 成 、廃案)

総裁発、関東軍司令官宛 昭和9(4枚)

同

総裁発、拓務大臣宛 昭和9(1枚)

協定第十条二依 ル政府納 付金中社線勘定 ヨリ国線二戻入 スヘキ金額 ノ処

理二関スル件(付 表とも)

総裁発、鉄路総局長宛 昭和9(4枚)
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8U-2

8U-3

8U-4

8U-5

8U-6

8U-7

8U-8

満州国屠 場統制要綱 送付 ノ件

関東軍特務部長小磯国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部

発第一九九号」 昭和9.2.10(1枚)

満州国屠場統制要綱

関東軍司令部 「議案第十五号」 昭和9.2.9(3枚)

九年度以降社線納付金二就テ(村 上案)

昭和9.2.13(昭 和9.2.14村 上印)(3部=18枚)

〔湯崩子温泉株式会社株式譲渡価 格見込 ノ件 二関 スル資料御届 ノ件〕

監理課長発、村上理事宛 昭和9.2.14(1枚)

湯崩子温泉株式会社当社所有株式譲渡 ノ場合二於 ケル 関係一般調

(2部=34枚)

〔湯崩子温泉株式譲渡 ノ件〕

村上義一発、村田宛書簡 昭和9.2.21(4枚)

飲馬河貯水池設置要綱送付ノ件

関東軍参謀長小磯 国昭発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第二ニー号」 昭和9.2.15(1枚)

飲馬河貯水池設置要綱(決 定)(付 図とも)

「議案第十五号」(17枚)

監理機関 ノ統制二就テ

関東軍交通監督部 昭和9.2.20(2枚)

満鉄 々道業務 ノ統制二就テ

関東軍交通監督部 昭和9.2.20(4枚)

協議事項

於:関 東軍交通監督部 昭和9.2.23(1枚)

鉄路総局規程 中改正ノ件

昭和9.2.26(6枚)

同(案 一)

満鉄総裁林博太郎発、関東軍司令官菱刈隆宛 昭和9 .3(3枚)

同(案 二)

満鉄総裁林博太郎発、満鉄監理官日下辰太宛 昭和9 .3(1枚)

鉄路局組織改正及姶爾濱水運局設置二関スル件(案 ノー～四、付図 ・表 、

説明書、附属参考書類第一号～第十号 とも)

昭和9.2.26(66枚)
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8V-1

8V-2

8V-3

8V-4

8V-5

8V-6

8V-7

8W-1

8W-2

満州商事株式会社設立計画案

昭和9.2(15枚)

羅津 ヲ中心 トスル自動車運輸営業計画、1}

鉄路総局自動車科 昭和9.2(14枚)

多倫諾爾二至ル線路二就テ(付 図とも)(12枚)

〔別紙御参考迄二提出 ノ件〕

総務部審査役穂積哲三発、八田副総裁宛 昭和9.3.6(1枚)

鉄路総局 ノ現状

昭和9.3.5(5枚)

鉄路総局及鉄道部職 制改正二就テ(付 表とも)

昭和9.3.5(7枚)

満州国鉄道等ノ委託経営二関スル会社、満州国、軍 部 ノ関係(9枚)

第二次線建造工事概 要

昭和9.3.10(9枚)

満鉄 ノ意見 ヲ聴 ク会

時 日:昭 和9.2.13場 所:大 連ヤマ ト ・ホテル 出席者:満 鉄側 谷川課

長、石橋常務、古泉技師長(八 木、増水、栗山、須藤氏)、 評価委員全員

(28枚)

〔会社組織(職 制)変 更 ノ件〕(封 筒とも)

佐藤磨次郎発、村上理事宛書簡 昭和9.3.19(4枚)

青幣二就 テ(道 義真経訳文)

軍政部顧問部嘱託宮元利直 昭和9.3.20(40枚)

鉄道関係現行職制 力業務遂行二及ボス欠陥二就テ

昭和9.3(61枚)

昭和8年 度中の作成文書 と推定されるもの

8XI-1

8XI_2

8XI-3

8XI-4

自昭和八年度至昭和二十一年度営業収支予想説明書(付 表とも)(23枚)

自昭和八年度至同二十一年度国線 ノ財政状態 予想表説明(村 上理事調)

(付表 とも)(2部=6枚)

北鮮鉄道及港湾経営二関スル方針(5枚)

東行運賃秘密割 引率(一 九三三年自一月至六月)(7枚)
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8XI-5

8XI-6

8XI-7

8XI-8

8XI-9

8XI-10

8XI-11

8XI-12

8XH-1

8XH-2

8XH-3

8XII。4

8XH-5

8XH-6

納付金算定 二関スル研究(社 線関係 ヨリ七十五 万円上納 ノ算定 基礎及 軍

部 ノ提案二対スル意見、上納金 ヲ決定 スベキ社線利益金計算)(19枚)

社線 関係 ヨリニ百万 円上納 ノ算定基礎(付 属文書とも)(5枚)

国境列車直通運転二関スル協約案(満 鉄修正案)

大 日本帝国特命全権大使、朝鮮総督、満鉄総裁、満州国政府外交部総長、

同交通部総長、同財政部総長間 昭和8(4枚)

国境列車直通運転二関スル協約(大 使館案)

大 日本帝国特命全権大使、朝鮮総督、満鉄総裁、満州国政府外交部総長、

同交通部総長、同財政部総長間 昭和8(4枚)

国線収 益処 分二関スル諸契約 条項 抜葦(昭 和七年三 月十二 日～同八年二

月九日)(17枚)

交通監督部作成委託経営鉄道収入予想二就テ(付 表とも)(3枚)

北満大豆ノ減少 ト価格暴落ニヨル農民 ノ窮状二就 テ

黒龍江省公署実業庁々長藍元善(11枚)

農民ノ窮状 ト春耕貸款並特産共同販売会二就テ(10枚)

大豆市価 ト生産費 トノ関係(大 同三年一月二十五 日調)(4枚)

〔北満大豆 ノ北鮮経 由欧州 向輸出二就テ〕(8枚)

第一、国際運輸 ノ北鮮進出 ノ件(3枚)

第二、買収以外 ノ諸案 ノ考察(3枚)

第三、通運及朝運 ノ営業権利金二関スル考察(3枚)

合資会社大連連鎖 商店整理 ノ件(重 役会議案)(10枚)

図個江架橋協定

間島駐在 日本総領事、満州国外交部総長間 昭和8

(昭和8.10.16村 上印)(2枚)

図椚江架橋費二関スル覚書

朝鮮総督宇垣一成、満鉄総裁林博太郎間 昭和8(2枚)

納入金二関シ協定 ト協約 トノ相異点(3枚)

北鮮 ト東満通過旅客 、荷物二対スル税関設置箇所二就テ

第三部第一班(14枚)

沿線民心獲得二関スル私案(3枚)

〔別紙私案 ノ件〕

野田蘭蔵発、石本部長宛(1枚)

沿線治安維持二関スル私案(6枚)

大陸政策 ノ原理 ト其 ノ実践(対 支対満国策案)(17枚)
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8XH-7

8XH-8

8xH-9

8XH-10

8X皿 一1

8xnI-2

8X皿 一3

8X皿 一4

8X皿 一5

8X皿 一6

8X皿 一7

軍部に対する民間の声を聞 く座談会

主催者:杉 山嘉雄 出席者:大 連憲兵分隊長岸武夫 ・他(1冊=17枚)

特産問題 二就テ(私 案)(3枚)

売炭数量二就テ(第 一項第{号)(3枚)

北鮮航路ハ附帯業務 トシテ国有鉄道 ノ経営妥 当ナ リ(5枚)

〔新潟北鮮間航路二於ケル大連汽船株式会社二就 テ〕(13枚)

羅津新潟航路(付 表とも)(3枚)

新潟、清津航路開設調 書(表 題のみ)(1枚)

新潟清津定期航路開設ノ件(30枚)

羅津/新 潟航路開設 ノ件(附 属文書 とも)(7枚)

北満 ト北鮮海港 ヲ結フ新線開通後 ノ税関手続二関スル件

鉄道部営業課連運係(9枚)

【欠番】

日満経済会議設立要綱(経 調案、未定稿)(7枚)

満州経済開発組織 ノ方針大綱(特 務部案)(別 表第一表～第二表とも)(6枚)

リール12

昭和9年 度

9A-1

9A-2

9A-3

十河理事 ノ来濯 ト上海漢字紙 ノ記事

(上海事務所長報 「上情三四第七号」昭和9.4.4)資 料課長 昭和9.4.13

(10枚)

満州国二於 ケル労働者入国制限二関 スル打合事項送付 ノ件

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発第四一七号」

昭和9.4.11(1枚)

満州国二於 ケル労働者入国制限二関 スル打合

時 日:昭 和9.4.4.場 所:軍 司令部 出席者:軍 司令部参謀部第三課塩

沢参謀、サ少佐、特務部植木部員、大使館桝谷書記官、上砂憲兵少佐、関

東庁塩原事務官、満州国民政部長尾警務司長、他(2枚)

北鉄債務表(日 露通信社 ヨリ入手)(極 秘)

(東京支社庶務課長報 「東調三四第三号 ノー」昭和9.4.7)資 料課長

昭和9.4.16(3枚)

93



9A-4

9A-5

9A-6

9A-7

9A-8

9A-9

9A-10

9A-11

9A-12

9A-13

9B-1

駐晴蘇連総領事宛 クズネツオフノ書翰(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「晴情第一一号」昭和9.4.7)資 料課長 昭和9.4.16

(4枚)

北鉄交渉二関 スル件

東京支社庶務課長発、総務部資料課長宛 「東調三四第三号 ノ三」

昭和9.4.10(7枚)

昭和八年度満鉄固有勘定納付金 ノ処理方法

(昭和9.4.13竹 中印)(1枚)

第二回庶務週報(自 昭和九年四 月七 日至同十三 日)

総務部文書課長発、村上理事宛 「総文書三四第一五号 ノニ」

昭和9.4.14(4枚)

南満酒精会社設立要綱案送付 ノ件

経済調査会新京幹事阿部勇発、計画部業務課長奥村慎次宛 「新京経調第

二三号」 昭和9.4.26(1枚)

南満酒精会社設立要綱案

第四委員会 昭和9.4.20(3枚)

満州炭砿株式会社設立委員会決議録

時 日:康 徳1.4.19～ 同22場 所:新 京中央通東亜産業協会 出席委員:

委員長張燕郷、他8委 員(2枚)

満州電気合同評価委員会報告(4/24)

委員岡村金蔵、補佐役田所耕転(10枚)

欧亜連絡貨物保税輸送 二関スル件通牒

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄副総裁八田嘉明 ・経済調査会委員長十河信

二宛 「特務部発第五八七号」 昭和9.4.26(1枚)

欧亜連絡荷物保税輸送二関スル件(軍 決定案)

関東軍司令部 「議案工第十四号」 昭和9.4.24(1枚)

北鉄譲渡問題満蘇 中間会商開催経緯(極 秘)

(吟爾濱事務所長報 「姶情第七〇号」昭和9.4.28)資 料課長 昭和9.5.2

(3枚)

南満州鉄道株式会社 ノ納付金二関スル件修正案二対スル関東軍 ノ意見(政

府 ノ指示二依ル契約 ノ形式ヲ採ルコ ト)(4/29受 領)

(昭和9.5.9村 上印)(2部 二8枚)

【欠番】
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9B-2

9B-3

9B-4

9B-5

9B-6

9C-1

9C-2

第四回設立準備連合委員会議事報告書

時日:昭 和9.5.1場 所:特 務部第一会議室 出席者:吉 田委員長・他12

委員 第二部主査奥村慎次発、委員長宛 昭和9.5.3(22枚)

建国電業株式会社設立要綱

関東軍司令部 昭和9.4.30(4枚)

七、八両年度 ノ旧借款利子、委託経営収得金及補充 費二就テ

総務部文書課 昭和9.5.6(8枚)

大吟爾濱都市計画概要二関スル件

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第六四三号」 昭和9.5.9(1枚)

大姶爾濱都市計画概要

関東軍司令部 昭和7.5.8(11枚)

建国電業設立準備二関 シ覚書作成 ノ件

経済調査会新京幹事阿部勇発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「新京経調第四二

号」 昭和9.5.12(2枚)

建国電業設立準備二関スル覚 書草案(一)

建国電業株式会社設立準備委員長吉田豊彦宛 昭和9.4(3枚)

建国電業株式会社設立要綱

関東軍司令部 昭和9.4.30(3枚)

建国電業設立準備二関 スル覚 書(案)(二)

昭和9.1(2枚)

建国電業株式会社(仮 称)設 立要項(3枚)

建国電業株式会社設立要綱送付 ノ件

関東軍特務部長西尾寿造発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「特務部発第六六三

号」 昭和9.5.16(2枚)

建国電業株式会社設立要綱

関東軍司令部 昭和9.5.14(3枚)

羅津建設事務所業務審査報告書提 出 ノ件

総務部審査役発、総裁宛 「総審鉄第五号ノー」 昭和9.5.17

(昭和9.7.7村 上印)(1枚)

羅津建設事務所業務審査報告

審査員技師坂東隆明 昭和9.5.9(13枚)

満州勧業銀行設立要綱 二関 スル件

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務 部発

第六六八号」 昭和9.5.16(2枚)
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9C-3

9C-4

9C-5

9C-6

9C-7

9C-8

満州勧業銀行設立要綱案

関東軍司令部 「議案第十四号」 昭和9.5.16(3枚)

満州国公司法暫定改正二関スル件

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第六六七号」 昭和9.5.16(2枚)

公司法一部改正二関スル件

関東軍司令部 「議案第十二号」 昭和9.5.16(5枚)

昭和七、八両年度二於ケル旧借款利子及委託経営収得金二関スル件(2枚)

七、八両年度 ノ旧借款利子、委託経営収得金及補充費二就 テ

総務部文書課 昭和9.5.6(8枚)

昭和 九年度以降 ノ弊社納付金二関スル件(案)

会社副総裁発、関東軍参謀長宛(6枚)

昭和七、八両年度鉄路総局剰余金処理 ノ件(5枚)

【欠番】

昭和七、八両年度二於ケル旧借 款利子 及委託 経営収得金二関スル件(重

役会議決議事項、昭和九年五月二十三 日決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第九号 ノー六」 昭和9.5.29(12枚)

昭和七、八 両年度鉄路 総局剰余金処理 ノ件(重 役 会議決議 要項 、昭和九

年五 月二十三 日決議)

総務部長発、村上理事宛 「特第九号 ノー五」 昭和9.5.29(7枚)

奉天北平間直通旅客列車運転二関スル細 目協定事項報告 ノ件

鉄路総局長発、総裁宛 「総局旅輸三四第五三号一ノ六」 昭和9.6.4

(昭和9.6.19村 上印)(2枚)

自昭和九年五月二十八 日至同五 月三 十一 日北戴河 二於 ケル通 車二関 スル

細 目協定

出席者:鉄 路総局側銭参費、木村機務処長、足立旅客課長、他4人 、北寧

鉄路側徐総務処長、他5人 、列席者:嵯 峨大佐(1枚)

協定 目次(1枚)

鉄路、公司間奉平特別急行旅客列車運輸二関スル協定(12枚)

鉄路及東亜通運公司間客車保全二関スル協定(3枚)

奉天鉄路局対東亜通運公 司間奉 平特 別急行旅客 列車収入清算 二関スル協

定(5枚)

附属申合事項(4枚)

北寧側委員二於テ協議 ヲ回避セル事項 目次(1枚)
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9D-1

9D-2

9D-3

〔別紙組織章程二依 リ東亜通運公司ヲ設立スル契約書案〕

康徳元年(1枚)

東亜通運公司組織章程(3枚)

〔奉天鉄路局 ・北寧鉄路局 ト東亜通運公 司間 二天 北平間直通旅客列車経営

二関 シ左記条項 ヲ協定スル ノ案〕

奉天鉄路局長 ・北寧鉄路局長、東亜通運公司総経理 ・副経理間 康徳元年

(1枚)

奉天北平間直通旅客列車経営二関スル協定(4枚)

奉天鉄路局及東亜通運公司間車輌貸与契約(2枚)

東亜通運公司会計通則(2枚)

直通乗車券委託発売契約書

東亜通運公司総経理 ・副経理、代売代表者間(4枚)

股同局長宛書類写(北 寧鉄路局徐総務処長二手交ス)(表 題のみ)(1枚)

通車実施二関スル件

鉄路総局長宇佐見寛爾発、北寧鉄路局長股同宛 康徳元.5.31(1枚)

無電車貸与方二関スル件(付 表 とも)

奉天鉄道事務所長発 「電報番号168」 康徳元.6.2(2枚)

満州国軍用地収用法制定二関スル件(関 東軍特務部連合研究会議事 報告)

(表題のみ)

満鉄経済調査会 昭和9.6(1枚)

【以下 は本文 書 に合綴】

満州 国軍用地収用法二関スル連 合研究会報告 ノ件

経済調査会新京幹事発、経済調査会委員長宛 「新京経調第六四号」

昭和9.6.6(6枚)

満州 国軍用地収用法制定二関スル件

関東軍特務部 昭和9.6.4(3枚)

大連駅移転新築促進方要請二関スル件

大連商工会議所会頭高田友吉発、満鉄理事村上義一宛 「大発第九九五号」

昭和9.6.9(昭 和9.6.19村 上印)(2枚)

大連駅移転新築促進方要請 ノ件

大連商工会議所会頭高田友吉発、満鉄総裁林博太郎宛 「大発第九九三号」

昭和9.6.9(5枚)

鉄路総局関係重役会議決議(納 付金関係 ヲ除 ク)

昭和9.6.9(昭 和9.6.19村 上印)(9枚)
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9D-4

9D-5

9D-6

9D-7

9D-8

9D-9

昭和九年度以降 ノ貴社納付金二関スル件

関東軍交通監督部長大村卓一発、満鉄副総裁八田嘉明宛 「関交総第一二

四号」 昭和9.6.11(2枚)

満州国土地制度調査及 整備二関スル件(軍 決定案)(表 題のみ)

「特務部発第七四三号」(1枚)

満州国土地制度調査及 整備二関スル件通 牒

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第七四三号」 昭和9.6.13(1枚)

満州国土地制度調査及整備二関スル件

関東軍司令部 「議案第十三号」 昭和9.6.13(4枚)

満州保険行政方針要綱 案二関スル件(軍 決定案)(表 題のみ)

「特務部発第七四五号」(1枚)

同

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第七四五号」 昭和9.6.28(1枚)

満州保険行政方針要綱 案

関東軍司令部 「議案第十五号」 昭和9.6.13(4枚)

畜産打合決議事項(表 題のみ)

「特務部発第七四四号」G枚)

畜産打合セ決議事項送付 ノ件

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄経済調査会委員長十河信二宛 「特務部発

第七四四号」 昭和9.6.13(3枚)

支那輸入税率及西原借款二関スル財政部幹部 ノ意翻(極 秘)

(上海事務所長報 「上資情三四第一一〇号」昭和9.6.22)資 料課長

昭和9.6.30(昭 和9.7.10村 上印)(6枚)

北鮮鉄道管理局線方面 関係朝鮮総督 府鉄道局線 発著 又ハ通 過貨物二対 ス

ル割引運賃設定二関スル件

朝鮮総督府鉄道局長発、北鮮鉄道管理局長宛 「鉄営第八九五号」

昭和9.6.25(2枚)

同

満鉄北鮮鉄道管理局次長発、朝鮮総督府吉田鉄道局長宛 「管運転三四第

五四号三ノ七」 昭和9.6.30(2枚)

同

北鮮鉄道管理局次長発、村上理事宛 「管運貨三四第五四号三 ノ六」

昭和9.6.30(2枚)

98



9D-10

9E-1

9E-2

9E-3

9E-4

9E-5

9E-6

9F

9F-1

9F-2

9F-3

9F-4

奉天造兵所ヲ車輌製修工場 トシテ利用 ノ可否

鉄道部工作課(昭 和9.6.26村 上印)(5枚)

請願書(社 員 ノ待遇二関スル件)(付 表とも)

満鉄社員会幹事長中島宗一発、満鉄総裁林博太郎宛 「社庶第 一六六号」

昭和9.6.30(23枚)

列国 ノ対支投資状況(極 秘)(付 表とも)

(新京地方事務所長 「京地資第一二〇号ノF」 昭和9.6.30)資 料課長

昭和9.7.7(昭 和9.7.13村 上印)(6枚)

第三十三回営業報告書(昭 和八年度)

満鉄 昭和9.6(1冊=30頁)

新設会社 ノ資本及国籍二関スル件

経済調査会新京幹事発、経済調査会委員長宛 「新京経調第八四号」

昭和9.7.2(3枚)

満州国法人タル会社 ノ資本二関スル件回答(付 属文書 とも)

関東軍参謀長西尾寿造発、満州国国務院総務庁長遠藤柳作宛 「特務部発

第七八〇号」 昭和9.6.22(4枚)

羅津土地収用二関スル件

羅津建設事務所野本謙治発、村上 ・山崎両理事 ・佐藤建設局長 ・中野文書

課長宛 「羅建庶三(つ)四第三号五 ノ七」 昭和9.7.4(6枚)

国有林不正伐採者及通匪林業者 ノ取締励行二関スル件(軍 決定案)

関東軍参謀長西尾寿造発、満鉄経済調査会委員長宛 「特務部発第八四六号」

昭和9.7.12(2枚)

同

関東軍司令部 「議案第十五号」 昭和9.7.12(2枚)

殿下御説明資料/業 務現状(満 鉄封筒の表題のみ)

(昭和9.7.10村 上印)(1枚)

【以下(9F-9ま で)は 本封筒 に一括 された もの】

秩父宮殿下御説明資料

鉄道部 昭和9.6(昭 和9.7.10村 上印)(1冊=61枚)

〔大豆二関スル応急対策〕(19枚)

油脂原料相場(昭 和7年1月 ～同9年5月)(1枚)

北満大豆 ノ出廻、輸送及残数量表(4月 末現在)(1枚)

奥地(大 連着)対 大連相場比較(1枚)
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9F-5

9F-6

9F-7

9F-8

9F-9

大豆相場比較表

昭和9.5.18(1枚)

吟爾濱、海倫及泰安発大豆各径路別運賃表(1枚)

吟爾濱、海倫及泰安発各径路別豆粕運賃表(1枚)

北鉄線発大連浦塩大豆FOB比 較表(1枚)

北鉄線発大連浦汐豆粕FOB比 較表(1枚)

満鉄概要紗録(2部=24枚)

図個一佳木斯鉄道外五鉄道建造工事工程一覧表(3枚)

満州国内鉄道粁程表(1枚)

昭和10年 度初期二着手スル線(1枚)

工事中線仮営業年月日(1枚)

新線引継年月日(1枚)

リール13

9G-1

9G-2

車輌修繕対策

鉄道部工作課 昭和9.7(6枚)

北鉄接収後之力経営所管箇所二関スル私見

姶爾濱交通部緋事処内満鉄鉄道部技師青木信一 康徳元.7(29枚)

昭和9年 度中の作成文書と推定 されるもの

9H-1

9H-2

9H-3

9H-4

9H-5

9H-6

9H-7

9H-8

村上義一氏講演並に座談速記録(付 図とも)(56枚)

帝政記念病院設立経営二関スル件(九 年度～十年度)(1枚)

日満鉱業株式会社鞍子河鉄山楊家杖子鉛山ノ件(別 案 とも)(6枚)

鞍子河鉄鉱及楊家子鉛鉱二関スル当社 ト日満鉱業 トノ共同探鉱方針案(2枚)

業務課設置ノ為東京支社規定一部改正ノ件(12枚)

大阪出張所設置ノ為東京支社規定一部改正ノ件(6枚)

九年度追加予算一覧表(小 学校新増築)(11枚)

満鉄ノ組織及監督方法改善要綱(別 紙第一号～第四号 ・付表とも)(21枚)

満州炭砿株式会社定款(5枚)

満州国出炭額表(1枚)
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9H-9 新京満州屋旅館譲渡二関スル件(15枚)

昭和9年 度利益金処分案(拓 務省案修正二依ル)(1枚)

昭和8年 度利益金処分案(拓 務省案二依ル)q枚)

作成年度の不明な文書

XH-1

XH-2

XH-3

XH-4

XH-5

XH-6

XH-7

XH-8

XH-9

XH-10

XH-11

XH-12

XH-13

XI-1

XI-2

X卜3

XI-4

XI-5

満州国各鉄路附帯事業(15枚)

松花江黒龍江航運営業企画(第 一案 、国際調査)(16枚)

黒龍江松花江航運企画(第 二案)(7枚)

貨物運賃制度研究委員会綱要(2枚)

貨物運賃制度研究委員会(附 録研究項目例示とも)(7枚)

建設課長代決権限二関スル件(2枚)

吉長吉敦鉄路管理局技師長職務専決 内規(3枚)

撫順セメン ト株式会社設立二関スル件(重 役会議提出議案)(3枚)

撫順セメン ト株式会社(設 立趣意 書案等)

撫順セメン ト株式会社創立事務所(13枚)

海港通関 ノ場合ノ手続(案)(3枚)

熱河小案内(7枚)

承徳避暑山荘 ノ国立公園指定 ヲ提唱 ス(6枚)

承徳離宮内外 ノ諸寺廟 ノ概略(3枚)

満州保税陸路運送規則(案)(9枚)

列車二依ル線路警戒拉之 カ所要員等増備調(7枚)

重役会議議事 内規(3枚)

東京支社重役会議議事内規(1枚)

「大連汽船会社」満鉄二還元二付 テ

大連汽船株式会社定期船主任高山富三(9枚)

満州国塩二関スル方策説明(24枚)

櫟河ヲ満支両国国際河川ニセ ヨ(14枚)

各鉄路局代表二対スル諮問事項(2枚)

秦皇島港湾状況

山井格太郎(16枚)

満州視察 ノ報告書

山下興家(23枚)
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XI-6

XI-7

満州塩業股倫有限公司(設 立趣意書等)(11枚)

北満貨物二対スル運賃施設案(3枚)

リー ル14

図 表 ・統 計 類

ZA-l

ZA-2

ZA-3

ZA-4

ZA-5

ZA-6

ZA-7

ZA-8

ZA-9

ZA-10

ZA-11

ZA-12

ZA-13

ZA-14

東北四省既設鉄道投資国別一覧表(昭 和五年三 月末現在)(1枚)

大連港輸移 出数量表(大 正10年 度 ～昭和5年 度)

満鉄鉄道部(1枚)

混合保管大豆受寄 口数表(昭 和1年 度 ～同5年 度)

鉄道部庶務課(1枚)

特産物及石炭輸送数量表(大 正14年 度 ～昭和5年 度)

満鉄鉄道部(1枚)

貨物運輸図表(昭 和四年度)

満鉄鉄道部 昭和5.10(1枚)

昭和5年 度第3回 作柄調査二基 ク過剰数量

鉄.貨.配 車係 昭和5.11.20(1枚)

昭和五年度鉄道収入月割表

鉄道部経理課 昭和5.12.18(1枚)

10月 ヨリ12月 二至ル競争地点荷動状態

鉄.連.二 昭和5.12.24(2部=2枚)

昭和5年 度 自4月 至12月 中旬貨物輸送数量前年比較表

鉄.貨.配 車係 昭和5.12.29(1枚)

10月 一12月 社線貨物輸送状況(3ケ 年比較)

鉄道部連運課 昭和5.12(2部=2枚)

発線別連絡社線著数量(10月 一12月 、3ケ 年比較)

鉄道部連運課 昭和5.12(2部=2枚)

東北四省東西二大幹線計画大綱一覧図(東 北交通委員会案)

総務部調査課(1枚)

東北路政会議二於 テ討議サ レタル東北鉄路網計画推定図(1枚)

自1926年 至1930年 間二於ケル東支鉄道 ノ営業収支一覧表

鉄一連 昭和6.6.8(1枚)
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ZA-15

ZA-16

ZA-17

ZB

ZC-1-1

ZC-1-2

ZC-2

ZC-3

ZC-4-1

ZG4-2

ZC-4-3

ZG4-4

ZC-4-5

ZC-5

ZC-6

i萌芦島築港施設略図(昭 和六年六月十 日現在)(1枚)

黒龍江省官銀号貸借対照 表(銀 行一覧表とも)

昭和6.8(4枚)

隣接鉄道各駅特産物発送数量(昭 和五年度)

鉄.庶.統 計係 昭和6.9.21(1枚)

中東鉄路運輸統計(暦 年1903-1930)(1冊=94頁)

昭和六年度利益金処分案

経.主 昭和7.2.26(1枚)

自昭和7年 度至同11年 度所要資金調表(概 算見込)

経。主計課 昭和7.2.26(1枚)

昭和6年 度利益金処分案(別 案)(1枚)

昭和 六年度利益金処分案(第3案 別案)

昭和7.2.29(1枚)

満州諸鉄道関係資料(昭 和7年 度～同19年 度収支 予想表)

満鉄鉄道部(7枚)

鉄道建設及改良其他資金年度別表(昭 和7年 度～同17年 度)

昭和7.4.13(1枚)

自昭和7年 度至昭和11年 度資金総括 表(資 本金8億 円ノ場合)

昭和7.4.15(1枚)

増資案(資 本金8億 円)(1枚)

自昭和7年 度至同11年 度株金払込案(1枚)

自昭和7年 度至同11年 度社債募集案(1枚)

社債募集計算表(昭 和7年 度～同11年 度)

昭和7.4.15(1枚)

自昭和7年 度至昭和11年 度利益配 当金計算表(資 本金8億 円ノ場合)

昭和7.4.13(1枚)

自昭和7年 度至昭和11年 度資金総括 表(資 本金10億 円 ノ場合)

昭和7.4.15(1枚)

自昭和7年 度至同11年 度株金払込案(1枚)

増資案(10億 円)(1枚)

昭和7年 度資金調表

昭和7.4.17(1枚)

新規事業資金昭和7年 度支出計画表

鉄道部庶務係 昭和7.6.25(1枚)
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ZC-7

ZC-8

ZC-9

ZC-10

ZC-11

ZC-12

ZD-1

ZD-2

ZD-3

ZD-4

ZD-5

Zレ6-1

ZD-6-2

ZD-6-3

ZD-6-4

南満州鉄道株式会社組織 一覧表

昭和7.7,18(1枚)

昭和8年 度貨物輸送数 量及収入予想表

鉄.営.配 車係 昭和7.9(3部=3枚)

箇所長、参事、技 師及 月俸150円 以上者昇給調書

人事課 昭和7.10.1(8枚)

鉄道建設及改良其 ノ他資金年度別表(昭 和7年 ～同17年)

昭和7.11.8(昭 和7.11.9村 上印)(1枚)

満鉄年度別鉄道収支予想表(昭 和7年 ～同19年)(1枚)

旧貸金鉄道貸金調

昭和7.4.6(1枚)

北鮮客貨輸送状態予想図解(8年 度～20年 度)

満鉄、鉄道部 昭和8.4.30(14枚)

北鮮 ノ鉄道並港湾委任 経営 ノ為朝鮮総督 府上納金決定資料

満鉄、鉄道部 昭和8.4.30(23枚)

北鮮三港営業収支予算(第 二回更正)

鉄道部、港湾課 昭和8.4(24枚)

委託経営鉄道収支予想附表(自 昭和8年 至昭和12年)

関東軍交通監督部 昭和8.5.1(昭 和8.10.23村 上印)(12枚)

交通監督部作成 ノ国線収支 予想及其批評

佐藤局長宛電 昭和8.10.27(1枚)

拾萱年度以降 ノ鮮鉄納付率及満鉄収得利廻

昭和8.8.5(1枚)

納付率算定表

昭和8.8.5(3枚)

自昭和8年 度至21年 度営業収支予想表

経.主 昭和8.8.30(2枚)

自昭和8年 度至21年 度鉄路総 局営業収支予 想表

経.主 計課 昭和8.8.31(1枚)

自昭和8年 度至21年 度国線営 業収支予想表

経 主計課 昭和8.8.31(1枚)

自昭和8年 度至同21年 度基準配 当所要利益金対予想利益金対 照表

経.主 計課 昭和8.8.30(1枚)
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ZD-6-5

ZD-7-I

ZD-7-2

ZD-8

ZD-9

ZD-10

ZD-11

ZD-12

ZD-13

ZD-14

ZD-15

ZD-16

ZD-17

ZD-18

自昭和8年 度至同21年 度予想利益金処分案

経.主 計課 昭和8.8,30(1枚)

国線収益処分表(昭 和8年 度～同21年 度)

総.文 書課 昭和8.9.16(2枚)

会社収支及社線関係政府納入金 一覧表

総.文 書課 昭和8.9.16(2部=2枚)

自昭和8年 度至21年 度鉄路総局営業収支予想表(金 銀同貨 ト見タル場合)

経.主 計課 昭和8.9.20(1枚)

同(銀100円 ヲ金90ト 見タル場合)

経.主 計課 昭和8.9.20(1枚)

自昭和9年 度至13年 度営業収支予想表

経.主 計課 昭和8.10.18(2枚)

自昭和9年 度至13年 度鉄路総局営業収支予想表

経.主 昭和8.10.19(1枚)

北鮮鉄道管理局営業収支予想表

経.主 昭和8.10.19(1枚)

満鉄対社外邦人従業員諸待遇比較表

総務部人事課調査係 昭和8.10(40枚)

満鉄鉄道省職名別資格及基本給比較 表

総務部人事課調査係 昭和8.10(8枚)

直通列車用客車数調(昭 和9年 度～同13年 度)

昭和8.5.2G枚)

北鮮委任鉄道収支予想表(其 二)(昭 和8年 ～同20年)

昭和8.4.30(1枚)

朝鮮総督府上納金算出基礎(其 三)(昭 和8年 ～同13年)

昭和8.4.30(1枚)

北鮮委任鉄道収支予想表(其 三)(昭 和8年 ～同13年)

昭和8.4.30(1枚)

北鮮投資額二対スル北鮮営業収益率(昭 和1年 ～同6年)(1枚)

鮮鉄投資額 二対スル営業収益率(昭 和1年 ～同6年)(1枚)

朝鮮総督府上納金算出基礎(其 二)(昭 和8年 ～同20年)

昭和8.4.30(1枚)

清津雄基両港 ノ通過料及羅津港料金 引上率査定表(昭 和8年 ～同20年)

鉄道部、港湾課(1枚)
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ZE-1

ZE-2-l

ZE-2-2

ZE-2-3

ZE-2-4

ZE-3

ZE-3-l

ZE-3-2

ZE-3-3

ZE-3-4

ZE-3-5

ZE-3-6

ZE-3-7

ZE-4

ZE-5

ZE-6

ZE-7

ZE-8

鉄路総局及各鉄路 局組織一覧表

鉄路総局 大同2.11.1(11枚)

自昭和10年 度至 同13年 度4ケ 年 間資金計画表

経.主 計課 昭和8.11.6(1枚)

自昭和10年 度至13年 度事業費見込額 調

経.主 計課 昭和8.11.6(1枚)

自昭和10年 度至13年 度投資見込額調

経.主 計課 昭和8.11.6(1枚)

【欠番】

目次表(1枚)

【以下(ZE-3-7ま で)は 本文書に合綴】

9年 度以降撫順炭収益表(9年 度～21年 度)

昭和8.11.21(1枚)

9年 度以降撫順炭原価表(9年 度～21年 度)

昭和8.11.21(1枚)

9年 度以降撫順炭収益表(9年 度～21年 度)

昭和8.11.22(1枚)

撫順炭原価 表(9年 度～21年 度)(8年 度末投資額二対 シ評価切下 ヲ為

シタルモ ノ)(1枚)

昭和8年 度末事業費評価減額調

昭和8.11.19(1枚)

9年 度以降事業費(撫 順)償 却費調(9年 度～21年 度)

昭和8.11.19(1枚)

撫順炭砿独立経営二対スル販売手数料並 二鉄道運賃率 ノ算定

昭和8.11.21(5枚)

持株会社利益金及配 当金比較表(昭 和9年 度～13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

昭和9年 度対同4年 度社内保留金調

昭和8.12.10(1枚)

【欠番】

昭和9年 度参事技師鐙衡調書

総務部人事課(6枚)

昭和9年 度外国出張者並留学生鐙衡 調書

総務部人事課(6枚)
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ZE-9 高級社員一覧(昭 和九年六月十 日現在)

総務部人事課(11枚)

リール15

ZF

ZF-1

ZF-2

ZF-3

ZF-4

ZF-5

ZF-6

ZG

ZG-1

三港特定運賃(9/20会 議決定)(満 鉄封筒の表題のみ)

昭和7.9(昭 和7.9.19村 上印)(1枚)

【以下(ZF-6ま で)は 本封筒 に一括 され た もの】

姶爾濱発3港 著大 豆、豆粕運賃一覧表(昭 和7年7月 調)(1枚)

同

昭和7.8(1枚)

減収額調

昭和7.8(1枚)

同(2部 二2枚)

同(社 外貨物 ・社内貨物)

昭和7.7(各2部 二4枚)

減収相殺額調(3部=3枚)

背後地海港間運賃一覧表(全 国)(昭 和7年7月 調)(2枚)

大正八年 ヲ基年 トスル大連、営 口、安東発着貨物屯数及指数

鉄.営.賃 率係 昭和7.1(2部=2枚)

大正8年 ヲ基年 トスル大連、営 口、安東発著貨物臨数及指数

昭和7.8(1枚)

昭和5年 度支那鉄道対抗及銀安対応運賃割引額調(1枚)

昭和6年 度支那鉄道対抗及銀安対応運賃割引額 調(3部=6枚)

阪神向豆粕船運賃比較 表

賃率係 昭和7.1(1枚)

同

賃率係 昭和7.9(1枚)

運賃率ハ発着駅 問一屯 ノ運賃(第1号 ～第3号 表とも)(7枚)

満州国鉄道河川経営準備雑件(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(ZG-9ま で)は 本封筒 に一括 され た もの】

松花江航運関係機関債務調表(第1号 表)

鉄.港 湾課長 昭和7,9.10(1枚)
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ZG-2

ZG-3

ZG-4

ZG-5

ZG-6

ZG-7

ZG-8

ZG-9

ZH

ZH-1

松花江航運昭和8年 度営業収支予想(第2号 表)

鉄.港 湾課長 昭和7.9.10(2枚)

松花江航運昭和7年 度下半期舟志予想(第3号 表)

鉄.港 湾課長 昭和7.9.10(1枚)

河川事業費予算調書(昭 和8年 度)(第4号 表)

鉄道部港湾課長 昭和7.9.10(2枚)

松花江航運関係交通部貸付金所要額概算(第5号 表)

鉄.港 湾課長 昭和7.9.10(1枚)

吉長吉敦鉄路管理局職制及主要局員一覧表

(昭和7.10.26村 上印)(1枚)

吉長吉敦鉄路管理局収支及借款関係(昭 和七年十 月調)(1枚)

匪賊二依 ル吉長吉敦線被害一覧表

吉長吉敦鉄路満鉄代表(1枚)

自昭和6年9月 至同7年9月 事変二依 ル特別支 出額調表

吉長吉敦鉄路管理局 昭和7.12.19(1枚)

既定事業費予算及時局 ノ推移二依ル 改定事業 費及営業費予 算表(大 同元

年八月十五 日調)

吉長吉敦鉄路管理局(1枚)

吉海鉄路収支及資産関係(1枚)

吟爾濱長春 ト神戸敦賀間距離比較表(1枚)

資本金(1枚)

第一所有物(3枚)

第二所有物(2枚)

損益勘定(7枚)

貸借勘定(1枚)

中間勘定(2枚)

別途収支勘定(6枚)

最新満蒙鉄道 図(縮 尺四百万分之一)

満鉄 昭和6.11(1枚)

昭和八年度決算書類(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(ZH-4ま で)は 本封筒 に一括 され た もの】

昭和八年度諸勘定内訳表

満鉄(1冊=44頁)
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ZH-2

ZH-3

ZH-4

ZI

ZI-1

ZI-2

ZI-3

ZI-4

ZI-5

ZI-6

ZI-7

ZI-8

ZJ

ZJ-1

ZJ-2

ZJ-3

昭和八年度利益金処分案

満鉄(1枚)

昭和八年度貸借対照表 ・財産 目録 ・営業収支決算 書

満鉄(1冊=7頁)

昭和八年度事業費及営業収支予算決算対照表

満鉄(11枚)

昭和 九年度予算書(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(ZI-8ま で)は 本 封筒 に一括 され た もの】

昭和 九年度事業計画書

満鉄(1冊=14頁)

昭和 九年度営業収支予算説明

満鉄(1冊=8頁)

昭和 九年度事業費財源予算書

満鉄 昭和8.11(1枚)

昭和 九年度事業費及営業収支予算書

満鉄 昭和8.11(4枚)

昭和 九年度事業費予算明細 書

満鉄(1冊=21頁)

昭和 九年度営業収支予算明細書

満鉄(1冊=73頁)

昭和 九年度北鮮鉄道管理局営 業収支予算明細 書

満鉄(1冊=11頁)

昭和八年度北鮮鉄道管理局営 業収支予算明細 書

満鉄(1冊=11頁)

九年度収支予算(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以 下(ZJ-8ま で)は 本封 筒 に一括 され た もの】

昭和九年度営業収支予算査定案

経理部(15枚)

昭和九年度営業収支要求額査定額 比較 一覧表(北 鮮 鉄道管理局)

経.主 計課 昭和8.11.4(1枚)

営業収支昭和九年度要求予算対査定予算 比較表

経.主 計課 昭和8.10.28(1枚)

営業収支昭和八年度認可予算対 九年度予算 比較表

経.主 計課 昭和8.10.28(1枚)
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ZJ-4

ZJ-5

ZJ-6

ZJ-7

ZJ-8

ZK

昭和八年度決算見込額 対九年度査定予算比較増減表

主計課 昭和8.10.29(1枚)

昭和九年度事業費予算 決定額表(2枚)

昭和九年度事業費財源予算 書

経.主 計課 昭和9.10.28(1枚)

昭和九年度/康 徳元年度鉄路総局営業収支予算内訳表

満鉄(31枚)

昭和8・9年 度投資及預 リ金 引出額調

経.主 計課 昭和8.10,26(1枚)

利益処分案(1枚)

海港特定運賃調 ・北満鉄道評価(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下 は本封筒 に一括 され た もの】

発地拉法(経 由藩海)著 地大連埠頭(1枚)

発地拉法(経 由藩海)著 地安東(1枚)

発地拉法(経 由藩海)著 地営 口(1枚)

発地拉法(経 由新京)著 地大連埠頭(1枚)

発地拉法(経 由新京)著 地営 口(1枚)

発地拉法(経 由新京)著 地安東(1枚)

発地拉法(経 由朝陽川 一南陽)著 地雄基(1枚)

発地拉法(経 由朝陽川一南陽)著 地羅津(1枚)

発地拉法(経 由朝陽川 一南陽 一上三峯)著 地清津(1枚)

発地拉法(経 由朝陽川 一上三峯)著 地清津(1枚)

発地吉林(経 由藩海)著 地大連埠頭(1枚)

発地吉林(経 由藩海)著 地営 口(1枚)

発地吉林(経 由藩海)著 地安東(1枚)

発地吉林(経 由新京)著 地大連埠頭(1枚)

発地吉林(経 由新京)著 地営 口(1枚)

発地吉林(経 由新京)著 地安東(1枚)

発地 吉林(経 由朝陽川 一南陽)著 地雄基(1枚)

発地 吉林(経 由朝陽川 一南陽)著 地羅津(1枚)

発地吉林(経 由朝陽川 一上三峯)著 地清津(1枚)

発地吉林(経 由朝陽川 一南陽一上三峯)著 地清津(1枚)

発地新京、著地大連埠頭(1枚)
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発地新京、著地営 口(1枚)

発地新京、著地安東(1枚)

発地新京(経 由朝陽川 一南陽)著 地雄基(1枚)

発地新京(経 由朝陽川 一南陽)著 地羅津(1枚)

発地新京(経 由朝陽川 一上 三峯)著 地清津(1枚)

発地新京(経 由朝陽川 一南陽 一上三峯)著 地 清津(1枚)

発地吟爾濱(経 由北満)著 地大連埠頭(1枚)

発地吟爾濱(経 由北満)著 地営 口(1枚)

発地吟爾濱(経 由北満)著 地安東(1枚)

発地吟爾濱(経 由拉濱 一吉長)著 地大連埠頭(2枚)

発地姶爾濱(経 由拉濱 一吉長)著 地安東(2枚)

発地吟爾濱(経 由拉濱 一吉長)著 地営 口(1枚)

発地吟爾濱(経 由拉法)著 地雄基(1枚)

発地吟爾濱(経 由拉法)著 地羅 津(1枚)

発地吟爾濱(経 由拉法一上三峯)著 地清津(1枚)

発地吟爾濱(経 由拉法一南陽 一上三峯)著 地清津(1枚)

発地喀爾濱(経 由北満)著 地羅 津(1枚)

発地吟爾濱(経 由北満)著 地雄基(1枚)

発地姶爾濱(経 由北満一新京 一朝陽川)著 地清津(1枚)

発地喀爾濱(経 由北満 一南陽 一上三峯)著 地清津(1枚)

発地晴爾濱(経 由拉濱 一渚海)著 地大連埠頭(2枚)

発地姶爾濱(経 由拉濱 一藩海)著 地営 口(1枚)

発地晴爾濱(経 由拉濱 一藩海)著 地安東(2枚)

リール16

ZL

ZL-1

Zレ2

海港特定運賃(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(ZL-7ま で)は 本封筒 に一一括 されたもの】

北鉄線発大連浦塩大豆FOB比 較表(1枚)

北鉄線発大連浦塩 豆粕FOB比 較表

昭和8.12.20(1枚)

吟爾濱大豆採算(昭 和9年1月10日 現在)(1枚)
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ZL-3

ZL-4

ZL-5

ZL-6

ZL-7

ZM

ZM-1-l

ZM-1-2

ZM-1-3

ZM-1-4

ZM-1-5

ZM-2-I

ZM-2-2

ZM-2-3

ZM-3-1

ZM-3-2

ZM-3-3

姶爾濱発貨物運賃割 引明細表

大同3.1.12(1枚)

吟爾濱、新京、吉林、拉法発六港着運賃 表

1933.6.30(3部=3枚)

産業奨励 関係貨物賃率比較表(12枚)

発姶爾濱 、新京、吉林、拉法、著大連、営 口、安東、雄基、羅津、清津、

運賃比較計算一覧表

鉄.営.貨 昭和8.6(47枚)

吟爾濱、新京、吉林、拉法、発(六)港 著運賃表

昭和8.6(1枚)

特秘第二(満 鉄改造関係)(1枚)

【以下(ZM-16-6ま で)は 本封筒に一括 された もの】

本社(A)(資 産及負債内訳)

経.主 昭和8.11.4(1枚)

本社 関係 ノ営業収支予想表(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 昭和8.11.4(1枚)

本社 関係利益金処 分案(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 昭和8.11.4(1枚)

借款利息、配当金及北鮮鉄道収入内訳(昭 和8～ 同13年 度)(附 表第1号)

経.主 昭和8.11.4(1枚)

満州国有鉄道営業収支表(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 計課 昭和8.ll.4(1枚)

鉄道業(資 産及負債内訳)

経.主 計課 昭和8.11.4(1枚)

鉄道関係営業収支予想表(8～13年 度)

経.主 昭和8.11.4(1枚)

鉄道関係利益金処 分案(8～13年 度)

経.主 昭和8.11.4(1枚)

炭砿業(資 産及負債 内訳)

経.主 計課 昭和8.11.4(1枚)

炭砿 関係営業収支表(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 計課 昭和8.11.4(1枚)

炭砿 関係利益金処分案(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 計課 昭和8.11.4(1枚)
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ZM-4

ZM-5

ZM-6-l

ZM-6-2

ZM-6-3

ZM-6-4

利 息 収 入(配 当 金)内 訳 表(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 昭 和8.11.4(1枚)

大 連 汽 船 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

国 際 運 輸 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

福 昌 華 工 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(且 枚)

日満 倉 庫 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

満 州 航 空 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

山 東 鉱 業 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

日本 精 蝋 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

開 平 鉱 務 公 司(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・配 当 金 収 入 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.lL2(1枚)

南 満 州 電 気 株 式 会 社(昭 和8～10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

満 州 化 学 工 業 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

満 州 電 信 電 話 株 式 会 社(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経,主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

昭 和 製 鋼 所(昭 和8～ 同10年 度 収 入 ・支 出 ・利 益 金 処 分 内 訳)

経 。主 計 課 昭 和8.11.2(1枚)

本 社(B)(資 産 及 負 債 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.9(昭 和8.11.11村 上 印)(1枚)

同(昭 和8～ 同13年 度 利 益 金 ・利 益 金 処 分 ・備 考 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.9(1枚)

本 社(有 価 証 券)

経.主 計 課 昭 和8.11.9(2部=4枚)

同(貸 金)

経.主 計 課 昭 和8.11.10(2部=2枚)
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ZM-6-5

ZM-7-1

ZM-7-2

ZM-7-3

ZM-7-4

ZM-7-5

ZM-8-1

ZM-8-2

ZM-8-3

ZM-8-4

ZM-8-5

ZM-9-1

ZM-9-2

ZM-10-1

ZM-10-2

本 社 関 係 保 証 債 務 内 訳 書

経.主 計 課 昭 和8.11.7(1枚)

鉄 道 業(B)(資 産 及 負 債 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.8(1枚)

同(昭 和8～ 同13年 度 利 益 金 ・利 益 金 処 分 ・備 考 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.8(1枚)

鉄 道(有 価 証 券)

経.主 計 課 昭 和8.11.9(2部=2枚)

同(貸 金)

経.主 計課 昭 和8.11.8(2部=2枚)

鉄 道 業 保 証 債 務 内 訳 書

経.主 計 課 昭 和8.11.7(1枚)

炭 砿 業(B)(資 産 及 負 債 内 訳)

経.主 計 課 昭 和8.11.8(1枚)

同(昭 和8～ 同13年 度 利 益 金 ・利 益 金 処 分 ・備 考 内 訳)

経.主 昭 和8.11.8(1枚)

炭 砿(有 価 証 券)

経.主 計 課 昭 和8.11。9(1枚)

炭 砿 業(有 価 証 券)

経.主 計 課 昭 和8.ll.9(1枚)

炭 砿(貸 金)

経.主 計 課 昭 和8.ll.9(1枚)

炭 砿 業(貸 金)

経.主 計 課 昭 和8.11.9(1枚)

炭 砿 業 保 証 債 務 内 訳 書

経.主 計 課 昭 和8.11.7(1枚)

本 社 利 益 金 比 較 増 減 表(A)(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 計 課 昭 和8.11.8(1枚)

同(B)(昭 和8～ 同13年 度)

経.主 計 課 昭 和8.11.9(1枚)

有 価 証 券(甲 案)

経.主 計 課 昭 和8.11.16(3枚)

自 昭 和9年 度 至 同13年 度 各 年 度 有 価 証 券 配 当 金 予 想 表

昭 和8.11.16(3枚)
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ZM-10-3

ZM-10-4

ZM-10-5

ZM-11-1

ZM-11-2

ZM-11-3

ZM-11-4

ZM-11-5

ZM-11-6

ZM-11-7

ZM-11-8

ZM-11-9

ZM-11-10

ZM-11-11

ZM-11-12

貸金

昭和8.11.16(2枚)

貸金利息収入予想表(昭 和9～ 同13年 度)(2枚)

保証債務内訳書(1枚)

親会社(甲 案)(資 産及負債内訳)(昭 和10年3月 末予想)

昭和8.11.23(2枚)

営業収支予想表(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.23(1枚)

利益金処分案(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.23(1枚)

利益金修正案(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.24(3枚)

借款利息収得額予想表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.24(1枚)

親会社資金見込額(昭 和9末 ～同13年 度末)

昭和8.11.22(1枚)

親会社投資見込額(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.22(1枚)

貸金有価証券投資見込額調(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.H.24(1枚)

親会社利益金比較表(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.23(1枚)

自昭和9年 度至同13年 度営業収支予想表(甲 案)

昭和8.11.16(2枚)

満州国有鉄道営業収支予想表(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.23(1枚)

満州国有鉄道営業収支表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.22(1枚)

現行組織 二於ケル利益金処分案(甲 案)(昭 和9ん 同13年 度)

昭和8.11.22(1枚)

現行組織二於 ケル利益金処分修正案(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.11.22(1枚)

8年 度営業収支見込及利益処分(現 行組織二依 ルモノ)(甲 案)

昭和8.11.22(1枚)
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ZM-11-13

ZM-11-14

ZM-12-l

ZM-12-2

ZM-12-3

ZM-12-4

ZM-12-5

ZM-12-6

ZM-12-7

ZM-13-1

ZM-13-2

ZM-13-3

ZM-13-4

ZM-13-5

ZM-14-1

ZM-14-2

ZM-14-3

配 当 金 所 要 額 一 覧 表(昭 和8～ 同13年 度)

昭 和8.11.19(1枚)

特 別 積 立 金 区 分 表

昭 和8.11.23(1枚)

鉄 道 会 社(十 年 三 月 末 予 想)(甲 案)

昭 和8.11.19(1枚)

営 業 収 支 予 想 表(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.19(1枚)

利 益 金 処 分(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.19(1枚)

利 益 金 修 正 案(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.20(1枚)

昭 和9年 度 鉄 道 会 社 地 方 公 課 負 担 額 推 算

昭 和8.11.23(1枚)

鉄 道 会 社 納 付 金 計 算 書

昭 和8.11.23(1枚)

鉄 道 会 社 事 業 費 見 込 額(昭 和9末 ～ 同13年 度 末)

昭 和8.11.22(1枚)

炭 砿 会 社(昭 和10年3月 末 予 想)(甲 案)

昭 和8.11.19(1枚)

営 業 収 支 予 想 表(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.19(1枚)

利 益 金 処 分(甲 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.19(1枚)

昭 和9年 度 炭 砿 会 社 地 方 公 課 負 担 額 推 算

昭 和8.11.23(1枚)

炭 砿 会 社 事 業 費 見 込 額(昭 和9末 ～ 同13年 度 末)

昭 和8.11.23(1枚)

親 会 社 利 益 金 修 正 案(甲 案 、 別 口1)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.26(1枚)

同(甲 案 、 別 口2・3)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.26(1枚)

親 会 社 利 益 金 処 分 修 正 案(甲 案 、 別 口)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.25(1枚)
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ZM-14-4

ZM-14-5

ZM-14-6

ZM-14-7

ZM-15-1

ZM-15-2

ZM-15-3

ZM-15-4

ZM-16-I

ZM-16-2

ZM-16-3

ZM-16-4

ZM-16-5

ZM-16-6

ZN

ZN-1

鉄 道 会 社 利 益 金 修 正 案(甲 案 、 別 口)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.25(1枚)

鉄 道 会 社 納 附 金 計 算 書

昭 和8.11.24(1枚)

利 益 金 処 分 案(甲 案 、 別 口)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.24(1枚)

国 線 剰 余 額 並 借 款 利 息 表(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.25(1枚)

親会社(鉄 道ヲ含ム)(乙 案)(資 産及負債内訳)

昭 和8.11.26(2枚)

親 会 社(鉄 道 ヲ含 ム)営 業 収 支 表(乙 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.26(1枚)

親 会 社(鉄 道 ヲ含 ム)利 益 処 分 案(乙 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.27(1枚)

利 益 金 修 正 案(乙 案1～3)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.27(2枚)

炭 砿 会 社(昭 和10年3月 末 予 想)(乙 案)(資 産 及 負 債 内 訳)

昭 和8.11.27(1枚)

炭 砿 会 社 営 業 収 支 予 想 表(乙 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.27(1枚)

利 益 金 処 分 案(乙 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.26(1枚)

利 益 金 修 正 案(乙 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.27(1枚)

炭 砿 会 社 関 係 有 価 証 券 配 当 収 入 表(乙 案)(昭 和9～ 同13年 度)

昭 和8.11.27(1枚)

炭 砿 会 社 関 係 貸 金 調

昭 和8.11.26(1枚)

特 秘 第 二(満 鉄 封 筒 の 表 題 の み)

(昭和8.12.6村 上 印)(1枚)

【以 下(ZN-19ま で)は 本 封 筒 に 一 括 さ れ た も の 】

改 組 後 二 於 ケ ル 資 金 拉 営 業 収 支 計 算 書(第 一 号 表)

持 株 会 社 ・炭 砿 会 社 昭 和8.11.29～12.3(13枚)
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ZN-2

ZN-3

ZN-4

ZN-5-1

ZN-5-2

ZN-6-l

ZN-6-2

ZN-7-1

ZN-7-2

ZN-7-3

ZN-7-4

ZN-8-1

同(第 二号表)

持株会社 ・鉄道会社 ・炭砿会社 昭和8.11.3～12.4(38枚)

資金拉営業収支計算書(第 三号表)

商事会社(4枚)

鉄道炭砿両会社社内保留 金 ヲ持株会社 二集 中 シタル場合 ノ利益金処分案

(軍案二依 リ計算 シタルモノ)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(2枚)

改組後二於ケル昭和9年 度対7年 度営 業収支比較増減表

昭和8.12.9(1枚)

改組後二於ケル昭和九年度対七年度営 業収支比較増減表内訳区分

昭和8.12.10(1枚)

炭砿会社営業収支概算表(軍 案二依 リ計算 シタルモ ノ)(昭 和9～ 同13

年度)

昭和8.12.10(1枚)

炭砿 会社 利益金処分案(軍 案二依 リ計算 シタル モ ノ)(昭 和9～ 同13年

度)

昭和8.12.10(1枚)

同(軍 案 ノ計算 二依ル)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

鉄 道会社 営業 収支 概算 表(軍 案 二依 リ計 算 シタル モ ノ)(昭 和9～ 同

13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

鉄 道収支 概算 内 訳表(軍 案 二依 リ計 算 シ タルモ ノ)(昭 和9～ 同13

年度)

昭和8.12.10(1枚)

鉄道 会社利益 金処 分案(軍 案 二依 リ計算 シタル モ ノ)(昭 和9～ 同13

年度)

昭和8.12.10(1枚)

鉄道会社負担地方公課金概算表(軍 案 二依 リ計算 シタルモ ノ)(昭 和8～

同12年 度)

昭和8.12.10(1枚)

持株 会社営業収支概算表(軍 案二依 リ計算 シタル モ ノ)(昭 和9～ 同13

年度)

昭和8.12.10(1枚)
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ZN-8-2

ZN-8-3

ZN-9

ZN-10

ZN-11-1

ZN-ll-2

ZN-12-1

ZN-12-2

ZN-12-3

ZN-13

ZN-14

ZN-15-1

持株会社利益金処 分案(軍 案二依 リ計算 シタルモ ノ)(昭 和9～ 同13年

度)

昭和8.12.10(1枚)

持株会社利益金処分案(分 離会社利 益金 ヲ親 会社二集 中シ地方 行政 ヲ移

管 シタル場合)(軍 案二依 リ計算 シタルモ ノ)(昭 和9～ 同13年 度)

(1枚)

鉄道炭砿 両会社 ノ利益金ヲ持株会社 二集 中シタル場合 ノ利益金処分案(軍

案二依 リ計算 シタルモ ノ)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(2部=2枚)

地方行 政移管後 二於 ケル持株会社利益 金処 分案(軍 案二依 リ計 算 シタル

モノ)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

持株会社利 益金比較 表(軍 案二依 リ計算 シタルモ ノ)(昭 和9～ 同13年

度)

昭和8.12.10(1枚)

同(分 離会社利益金 ヲ持株会社 二集中 シタル場合)

(軍案二依 リ計算 シタルモノ)(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

現行組織 二依ル営業収支損益概 算表(軍 案 二依 リ計算 シタル モ ノ)(昭 和

9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(2枚)

現行組織 二依ル利益金処分案(軍 案 二依 リ計算シタルモ ノ)(昭 和9～ 同

13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

現行組織二依ル営業支 出区分表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(2枚)

満州国線営業収支最近案/増 資案見込増減比較表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

新規投資会社配 当金概算表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.5(1枚)

主要関係会社投資額及投 資見込額調(昭 和5末 ～同13年 度)

昭和8.12.5(1枚)

同(昭 和6末 ～同13年 度)

昭和8.12.6(1枚)

119



ZN-15-2

ZN-16

ZN-17-1

ZN-17-2

ZN-18-l

ZN-18-2

ZN-19

ZO

ZO-1-1

ZO-1-2

ZO-2

ZO-3

ZO-4

ZO-5-1

ZO-5-2

ZP

主要関係会社配当金概算表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.6(1枚)

国線営業収支剰余金処分概算表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.5(1枚)

主要事業会社配当金概算表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.5(1枚)

主要事業会社投資内訳表(昭 和8末 ～同13年 度)

昭和8.12.5(1枚)

昭和9年 度対 同4年 度社 内保留金調

昭和8。12.10(1枚)

持株会社利益金及配当金 比較表(昭 和9～ 同13年 度)

昭和8.12.10(1枚)

対満州 国借款額及 借款 利息実収見込額 並工事 中金利見込額 表(昭 和8～

同13年 度)

昭和8.12.6(1枚)

関係会社持株開放二関スル件(持 株 開放 ノ件 ・新会社 創立経過)(満 鉄封

筒の表題のみ)

昭和9.2.13(1枚)

【以下(ZO-5-2ま で)は 本封筒 に一括 されたもの】

関係会社持株開放二関スル件(5枚)

関係会社持株開放二関スル調表(第 一表)

総務部監理課(5枚)

満鉄関係会社一覧表(昭 和九年三月二十 日現在調)

満鉄総務部監理課(1枚)

諸企業計画一覧表(昭 和9年2月12日 現在)

総.文 書課(1枚)

諸会社創立経過一覧表(昭 和9年2月10日 現在)

文書課(1枚)

関係事業一覧表(昭 和9年1月 末現在)(1枚)

〔関係事業一覧表〕(1枚)

昭和九年度総局収支予算(満 鉄封筒の表題と書類 目録のみ)

昭和9.5.16(1枚)

【以下(ZP-5-5ま で)は 本封筒に一括 されたもの】
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ZP-1-1

ZP-1-2

ZP-1-3

ZP-2

ZP-3

ZP-4

ZP-5-l

ZP-5-2

ZP-5-3

ZP-5-4

ZP-5-5

ZQ

ZQ-1

ZQ-2

ZQ-3

ZQ-4

康徳元年度収入予算内訳表

鉄路総局 康徳1.3.24(2部=2枚)

康徳元年度営業収支予算内訳表

鉄路総局 康徳1.4.27(1枚)

康徳元年度営業支出予算内訳総括 表

康徳1.4.27(2枚)

康徳元年度事業費予算明細書

鉄路総局 康徳1.4.27(59枚)

康徳元年度事業費及営業収支予算書

鉄路総局 康徳1.4.27(5枚)

康徳元年度営業収支予算 内訳表(総 括)

鉄路総局 康徳1.4.27(1枚)

昭和9年 度/康 徳1年 度鉄路総局事業 費財源予算書

鉄路総局 康徳1.5.10(1枚)

昭和9年 度/康 徳元年度鉄道経費予算増加率一覧表

鉄路総局 康徳1.5.10(1枚)

昭和9年 度/康 徳1年 度利益金処分案

鉄路総局 康徳1.5.10(1枚)

昭和8年 度/大 同2年 度国線営 業収 支予算額対昭和9年 度康徳1年 度営

業収支予算比較表

鉄路総局 康徳1.5.10(1枚)

昭和8年 度/大 同2年 度国線営 業収支決算見込額 対昭和9年 度/康 徳1

年度営業収支予算比較表

鉄路総局 康徳1.5.10(1枚)

上納金関係(附 国線収支 予想 ・社線収支 予想 ・資金繰案)(満 鉄封筒の表

題のみ)(1枚)

【以下(ZQ-8ま で)は 本封筒に一括 された もの】

交通監督部案 ト鉄道建設局案 ノ収入比較表(昭 和8～ 同12年)(1枚)

満州国国有鉄道収入一覧表(満 鉄 及中東 ヲ除 ク)(5～8年 次)(1枚)

交通監督部作成案二対スル疑義(私 見)(1枚)

交通監督部案 ノ輸送経路 ノ変化二依 ル増減算出基礎(1枚)

中間配 当三分 ヲナス為 ノ各年度末所要繰越金

経.主 計課 昭和9.5.23(1枚)
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ZQ-5-1

ZQ-5-2

ZQ-5-3

ZQ-6

ZQ-7

ZQ-8

ZR

ZR-1

ZR-2

ZR-2-1

ZR-3

ZR-3-1

昭和9年 度利益金処分案

経.主 計課 昭和9.5.23(1枚)

昭和10年 度利益金処分案

経.主 計課 昭和9.5.23(1枚)

昭和11年 度利益金処分案

経.主 計課 昭和9.5.23(1枚)

地方収支差損額一覧表(第1表)(昭 和3～ 同7年 度)

総務部文書課 昭和8.10.15(1枚)

民間株及政府株配当率比較表(第2表)

総.文 書課 昭和8.10.15(1枚)

各案 二依ル納付金額其 ノ他一覧表(第3表)

総務部文書課 昭和8.10.15(1枚)

北満鉄道調査書(満 州国政府封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(ZR-3-1ま で)は 本封筒に一括 された もの】

北満鉄路収入支出予算(大 同元年度)

交通部吟爾濱辮事処内満鉄技師青木信一 康徳1.5(89枚)

北満鉄路機務関係職制並 日本 人配 置案(附 四月一 日現在職 制並従事 員数

一覧)

交通部姶爾濱緋事処内技師青木信一 康徳1.5末(17枚)

〔満鉄固有線 ・他線総キ ロ数〕(1枚)

現在 ノ国線収支(九 ～十年度)(1枚)

〔各種統制明細〕(2枚)

北満鉄道接収 ノ経過、準備、経営、改修 、運転政策上 ノ影 響、効果使命

(6枚)

北満鉄道組織表(一 九三四年四 月現在)

満鉄総務部資料課(21枚)

北満鉄道組織表添附 ノ件

総務部資料課長発、村上理事宛 「総資情号外」 昭和9 .5.7(1枚)

R-17

ZS 買収鉄路評価調(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)
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ZS-1

ZS-2

ZS-3

ZS-4

ZS-5

ZS-6

ZS-7

ZS-8

ZS-9

ZS-10

ZS-11

ZT

ZT-1

ZT-2

ZT-3

ZT-4

補 一1-1

【以下(ZS-11ま で)は 本封筒 に一括 された もの】

民株補償価額決定額 ト各評価額其他 トノ比較増減表G枚)

鉄路別 各評価額比較表(其 ノ1～2)(2枚)

評価貸借対照表(溜 海鉄路 ・呼海鉄路 ・斉克鉄路)(大 同2年2月9日 現在)

(第1表1～3)(3枚)

出資者及出資額(溜 海鉄路 ・呼海鉄路 ・斉克鉄路)(大 同2年2月8日 現在)

(第2表1～3)(3枚)

大同2年 度予算益金ヨ リ年6分 ヲ以テ還 元セ ル補償 金額算出表(第3表)

(1枚)

日本政府二於 ケル補償額算出方法二依ル計算表(第4表)(1枚)

固定資産減価見積表(第5表)(大 同2年3月31日 現在)(2枚)

従来之損益計算書(第6表)(民 国16～ 大同2年 度)(1枚)

大同2年 度営業収支予算総括表(経 理処査定案)(第7表)(1枚)

補償価額決定額(3枚)

補償金算定方法説明(6枚)

公債発行二関スル件(2枚)

実施計画経費調(改 良工事)(特 秘、参謀本部)(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(ZT-4ま で)は 本封筒 に一括された もの】

鉄道二関スル作戦上 ノ指示二基 ク建設局関係軍事施 設実施計画予算調書

(昭和8～ 同13年 度)

鉄道建設局 昭和8.10.16(9枚)

社線輸送能力増進施設年度別表(八 ～九年度)

鉄道部(2枚)

国線改良費年度別表 中軍 要望案二伴 フ改良費 ト認ベキ費用 調(八 ～ 十三

年度)

鉄路総局工務処 大同2.10.17(5枚)

国線改良費年度別表(八 ～十三年度)

鉄路総局 昭和8.10(6枚)

補 遺

海 員 法 案

昭 和7.10.18(49枚)
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補 一1-2

補 一1-3

補 一1-4

補 一1-5

補 一1-6

補 一1-7

補 一1-8

補 一1-9

補 一1-10

補 一1-11

補 一1-12

補 一1-13

補 一2-1

補 一2-2

補 一2-3

補 一2-4

補 一2-5

海員法案説明書

昭和7.10.18(8枚)

航 政局官制案

昭和7.10.18(7枚)

船舶安全法案

昭和7.10.18(63枚)

船舶安全法案説明書

昭和7.10.18(9枚)

船舶法案

昭和7.10.18(46枚)

船舶法案説明書

昭和7.10.18(11枚)

船舶職員法案

昭和7.10.18(31枚)

船舶職員法案説明書

昭和7.10.18(11枚)

水先法案

昭和7.10.18(21枚)

水先法案説明書

昭和7.10.18(6枚)

河川航運業法案(昭 和7.11.2修 正)(6枚)

水運関係諸法案 ノ総括的説明書

昭和7.10.18(23枚)

目次(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(補 一2-5ま で)は 本封筒 に一括 された もの】

天図改築 ノ為朝鮮総督府負担額調

昭和4.7.21(2枚)

分岐点 ヨリ見 タル実粁 ト換算粁(1枚)

敦図鉄道営業収支概算(天 図改築線 ヲ含ム)252k(昭 和9～ 同19年)

(1枚)

敦図鉄道 ヨ リ受クル収得利子 ト支払利子 トノ比較表(昭 和7～ 同19年)

(1枚)

敦 図鉄道営業収支年別予想(天 図改築線 ヲ含 ム)延 長252k(昭 和7

～同19年)(1枚)
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補 一2-6

補 一2-7

補 一2-8

補 一2-9

補 一2-10

補 一2-11

補 一2-12

補 一2-13

補 一2-14

補 一3-1

補 一3-2

補 一3-3

〔目録〕(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下(補 一2-14ま で)は 本封筒 に 一一舌された もの】

特産特定運賃(割 引運賃方針)(附 特務部希望二付 テ ノ会議 、昭和製鋼 所

運賃案)(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

社線運賃(2枚)

〔大豆 ・高梁 ・豆粕 ノ銀価格 ・金換算価格並銀相場表〕(昭 和6～ 同8年)

(1枚)

各線粁程運賃表(1枚)

〔大豆 ・高梁 ノ浦汐向運賃並大連向運賃表〕(1枚)

旅客輸送人員(第 一～二表)(6～10年 度)(2枚)

貨物輸送数量(第 三～四表)(6～10年 度)(2枚)

満州国輸出貨物内容(8下 半期～10年 度)(1枚)

輸送数量二伴 フ車輌所要数(8～10年 度)(1枚)

大連埠頭輸出入貨物(除 貨物炭/含 然料炭)及 岸壁利用状 況実績(昭 和

1～ 同8年 度)・ 大連埠頭二於ケル取扱 予想数 量二対 スル所 要岸壁延 長及

一米 当リ荷役醜数(昭 和9～ 同18年 度)(1枚)

吟爾濱発大連着大豆二対 スル拉浜線 及南部線経由運賃採算比較表(参 考表

No.1～3と も)

昭和8.11.24～25(4枚)

拉浜線発大連著運賃査定表

昭和8.11.3(1枚)

大連着大豆発地別経 由地別運賃比較表

昭和8.11.26(2枚)

拉浜線各駅発大豆 ノ大連向運賃表

昭和8.11.26(1枚)

東部線各駅発大連着大豆運賃表

昭和8.11.26(1枚)

斉克線発貨物二対スル臨時特定 一覧表(1枚)

運賃低減額分担表(1枚)

呼海線発貨物径路別運賃比較表

昭和8.11.17(1枚)

特定運賃二依 ル社国両線収支一覧表

昭和8.11.27(1枚)

斉克線及海克線発貨物二対スル臨時特定運賃設定 案(3枚)
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補 一3-4

補 一3-5

補 一3-6

補 一3-7

補 一3-8

補 一3-9

補 一3-10

補 一3-ll

北鮮海港経 由北満内地間貨物 直通扱設定案(3枚)

吟市発(阪 神/伊 勢湾、浜)向 大豆径路別運賃料金比較表(1枚)

吟市発(阪 神/伊 勢湾、浜)向 豆粕径路別運賃料金比較表(1枚)

直通運賃割賦表

昭和8.11.24(1枚)

北鮮F.0.B.ヲ 大連F.O.B.2円 引 ヲ基礎 トシテ設定 シタル場合 ノ国

線逸粁運賃(1枚)

昭和8年 度下半期北鮮海港呑吐能力(1枚)

昭和7年 度(暦 年)大 連埠頭発内地向大豆及豆粕 数量

昭和8.11.25(1枚)

姶市発表 日本 向直通運 送貨物取扱 数量二依 ル各線収得運 賃(附 運賃 料金

軽減額及国際収得手数料)(1枚)

大連積特産汽船運賃一覧表

昭和8.11.25(1枚)

北満貨物経路別輸出査表(出 廻年度)(No.1)

昭和8.11.24(1枚)

北鉄発貨物経路別輸出査表(No.2～3)(2枚)

拉浜線 ヲ中心 トスル地方 ノ貨物 出廻数量表(No.4)

昭和8.11.24(1枚)

拉濱線二対 スル運賃施設案(内 地直通扱 ヲ除 ク)(3枚)

[冶爾濱発大豆 ノ径路別運賃比較表(No .1～6)

昭和8.11.24(6枚)

昭和九年度満州諸鉄道輸送穀類数量予想一覧表(付 属文書とも)

昭和8.9.4(2枚)

鉄路総局収支利益処分案(昭 和8～ 同9年 度)

鉄路総局(1枚)

昭和 九年度/康 徳元年度鉄路総局事業財源予算書

鉄路総局 昭和9.4.30(1枚)

昭和8年 度/大 同2年 度国線営業収 支決算見込額対 昭和9年 度/康 徳元

年度営業収支予算比較表

鉄路総局 昭和9.4.30(2枚)

国線北鮮線車輌割 当表

昭和9.4(1枚)

機関車 月別割 当表

昭和9.4(1枚)
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補 一3-12

補 一3-13

補 一3-14

補 一3-15

補 一3-16

客車月別割当表

昭和9.4(且 枚)

貨車月別割 当表

昭和9.4(1枚)

満州国建設鉄道建設 予算額調

昭和7.11(1枚)

配車概況

満鉄鉄道部輸送課 昭和8。且2.4(1枚)

自昭和八年度至同二十一年度国線 ノ財政状態 予想表説明(村 上理 事調)

(付表とも)(3枚)

国 田倫氏紹介二依ル松崎式 車内 自働駅名標示機二就テ(3枚)

敦図線 土工、橋梁、燧道工事請負金額調書(津 屋検査官二提出 ノモ ノ)

(1枚)

吉林省関係鉄道建造費一覧表(津 屋検査官二提 出 ノモ ノ)

昭和7.1.3訂 正(2枚)

リール18

雑 文 書

雑ヨ

雑 一2

雑 一3

雑 一4

「大阪朝 日新聞」第五面

昭和9.11.1(1枚)

吉会鉄道借款予備契約(西 原借款)

中華民国政府文通総長 ・財政総長曹汝森、日本帝国株式会社日本興業銀行

総裁土方久徴代理吉川孝秀間 大正7.6.18(昭 和7.9.16村 上印)(4枚)

吉会線 トノ関係二関スル件

満鉄理事松岡洋右発、中華民国政府交通総長葉恭緯宛 大正14.10.24

(1枚)

七年度投資関係新規鉄道資金二関スル件

鉄道部長発、経理部長宛 「鉄建庶三二第一二号八ノニ」 昭和7.6.27

(昭和7.6.28村 上印)(1枚)

日支合弁老頭溝煤砿契約

日商飯田延太郎代理大内暢三、吉林実業庁長陶昌善間 大正7 .9.21(4枚)
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雑 一5

雑 一6

雑 一7

雑 一8

雑 一9

雑 一10

雑 一11

雑 一12

雑 ヨ3

雑 一14

雑 一15

雑 一16

老頭溝炭砿鉱業権賃貸借契約

満鉄総裁林博太郎、満 日官商合弁老頭溝炭砿公司 日本側代表満鉄総裁林博

太郎、同吉林省側代表吉林省実業庁長孫輔枕間 昭和8(4枚)

老頭溝煤砿譲渡拉経営契約(附 表とも)

満鉄総裁林、老頭溝煤砿公司日本側代表、同吉林省側代表間 昭和8(4枚)

〔鉄道別営業粁、旅客 員数 、貨 物逸 数、旅客収入 、貨物収入 、鉄 道収入合

計及鉄道経費合計表〕(昭 和1～ 同5年 度)

鉄.輸 昭和6.6(1枚)

天図鉄道改築線路略図(1枚)

吉長吉敦鉄路管理局事務総長職 務権 限内規(6枚)

官有船舶表(別 表第1号)(1枚)

委任経営後 ノ組織案(別 表第2号)(1枚)

借款鉄道建設費一覧表

鉄.建.庶 昭和7.3.10(1枚)

輸出貨物予想臨数(2枚)

新 旧計画車輌数比較表

鉄.車 務課(昭 和7.11.9村 上印)(1枚)

改訂運行二依 ル車輌準備金額

鉄.車 務課(1枚)

〔車輌所要数〕(1枚)

十二月二 日決済箒備費(1枚)

長大線営業収支予想表(1～20年 度)(1枚)

吉五線営業収支予想表(1～20年 度)(1枚)

延海線営業収支予想表(1～20年 度)(1枚)

挑索線営業収支予想表(1～20年 度)(1枚)

敦図線営業収支予想表(1～20年 度)(1枚)

延依線営業収支予想表(1～20年 度)(1枚)

長大、吉五、敦図、延依四鉄道 ノ損益 ト投資額 トノ関係(1～20年 度)

(2部=2枚)

各線建造費表(2枚)

更正請負金額 内容(1枚)

五鉄道建造請負契約二記載金額更正金額(1枚)

更正金額(省 長官二示シタルモ ノ)(1枚)

鉄道建設費年度別表(7/8～13年 度)(1枚)
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雑 一17

雑 一18

雑 一19

雑 一20

雑 一21

雑 一22

雑23

雑 一24

雑 一25

評価案比較表(電 気供給事業)(自 昭和8年1月1日 至同12月31日)

昭和9.4.23(1枚)

評価 調書(電 気供給事業)(自 昭和八年 ・月一 日至同f二 月末 日)

昭和9.4.23(1枚)

満州国有鉄路総局主要人 事 一覧表

昭和8.2.15G枚)

〔七～九年度収入、営業 費、利益金、納入金等図表〕(5枚)

天図鉄道買収価格二関スル件

満州国国務院総務長官駒井徳三発、関東軍参謀長小磯国昭宛 「国務院総

務庁公函第三三八号」 大同1.10.3(1枚)

委託経営実施二際 シ満州国側及満鉄側 二於 テ為スヘ キ声明 二関スル満鉄

希望案(4枚)

社報発表前公表スヘキ声明(1枚)

一般民衆二対スル交通総長怖告案(1枚)

従事員二対スル交通総長 ノ諭告案(1枚)

総局総長訓示案(3枚)

各鉄路局長事務経伺内規(案)(3枚)

権利譲渡及名義変更二関スル呈請(付 属文書 とも)

譲渡人日支合弁老頭溝煤砿公司合弁人日商飯田延太郎、譲受 人日支合弁老

頭溝煤砿公司代表吉林省実業庁長間 大同2(13枚)

同(付 属文書とも)

譲渡人日支合弁老頭溝煤砿公司日本側代表日商飯田延太郎、譲受人日本側

代表満鉄総裁林博太郎、日支合弁老頭溝煤砿公 司満州国側代表吉林省実業

庁長孫輔枕間 大同2(2部=26枚)

3月14日 午後四時(新 京穂積氏 ヨリ)

1.老 頭溝炭砿契約書ノ件2.藩 海呼海斉克3鉄 道収用二関スル件

3.契 約二基ク建設請負金額二関スル件(2枚)

〔日満海運懇 談会 ノ件〕

増田義男発、村上理事宛書簡12,7(2枚)

〔満 日合弁老頭溝炭砿 公司改定契約書〕

満 日合弁老頭溝炭砿公 司新 日本側代表満鉄総裁林博太郎、旧日本側代表日

支合弁老頭溝煤砿公司南満州太興合名会社代表社員社長飯田延太郎代加来

美知雄・吉林省側代表吉林省実業庁長孫輔枕間 昭和8 .2(3枚)
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雑 一26

雑 一27

第壱号総括表(銀 安二基 ク対抗施設 ノ廃止及河北向貨物 ノ社線転向二 依

ル収入増ヲ基準 トセルモ ノ)(3～6年 度)

昭和9.2,7(8枚)

第2号 総括表(支 那鉄道及北満鉄 道二対 スル吸貨政策 費総額拉対 北鉄払

戻金 ヲ基準 トセルモノ)(8～13年)(説 明書 とも)

昭和9.2.7(11枚)

地図類

地 図 一1-1

地 図 一1-2

地 図 一1-3

地 図 一1-4

地 図 一1-5

地 図 一1-6

地 図 一1-7

地 図 一1-8

地 図 一1-9

地 図 一2-1

地 図 一2-2

地 図 一2-3

〔目録〕(満 鉄封筒の表題のみ)(1枚)

【以下は本封筒 に一一括 された もの】

北満二於ケル鮮満鉄道連絡略図(2部=2枚)

清津港平面図(2万 分 ノ1)(1枚)

雄基港平面図(1万5千 分 ノ1)(1枚)

羅津附近図(1枚)

国境連絡明細図(1枚)

図椚 一佳木斯鉄道外五鉄道線路一覧図(縮 尺四百万分之一)

鉄道建設局計画課 昭和8.8(2部=2枚)

満蒙鉄道現勢図(縮 尺四百万分之一)

鉄道部渉外課 昭和6.3(1枚)

支那側計画鉄道網

鉄道部渉外課 昭和4.12(1枚)

奉天附近線路略図(1枚)

改定最新満蒙地図(比 例尺二百万分之 一)

満鉄総務部調査課 昭和7.2.5(1枚)

満州及東部支那一般図(二 百五十万分 一之尺)

陸地測量部 昭和6.9(1枚)

北満馬車道路図(1枚)

MAPOFCHINA(Scale1:6,000,000)

TheEdinburghGeographicalInsititute(1枚)

満蒙要図(縮 尺六百万分之一)(予 定線索引図)(1枚)

満州国地図(6百 万分 ノ1)

凸版印刷株式会社(1枚)
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地 図 一2-4

地 図 一2-5

地 図 一2-6

地 図 一2-7

地 図 一2-8

満鉄所管鉄道略図(縮 尺五百万分之宣)

満鉄産業部資料室 昭和11.12(1枚)

北満水陸交通略図(1枚)

吉敦延長線建設及之 力終端施設築造 等二要スル経費

拓務省q枚)

吉会鉄道完成二因ル内地満州間 ノ交通Lノ 変化

拓務省(1枚)

〔北廻 リ線 ・南廻 リ線略図〕(縮 尺五 十一万分之 一)

海軍省(1枚)

〔満鉄鉄道部及各鉄道局 ・航運局所在略図〕(1枚)

〔満鉄鉄道距離略図〕(1枚)

〔満鉄建設事務所所在略 図〕(1枚)

〔満州 国地図〕(3百40万 分 ノ1)(1枚)
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