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第1集:海 運

海運中央統制輸送組合資料

001-005海 運中輸組合第一組関係報告及参考事項 昭和拾六年五月 全年九月

運送契約書(引 受)調 印済明細書 他(第 十回)
海運中央統制輸送組合 神戸支部

運送契約書(引 受)調 印済明細書 他(8件)
海運中央統制輸送組合 東京事務局

契約書写来状 他 海運中央統制輸送組合 東京事務局

運送契約書写及鉄道炭輸送二関スル委任状写送付ノ件 他

参考事項

海上輸送重要物資品目指定二関スル事 他
海運中央統制輸送組合

樺太向配船動静通知二関スル事 他 海運中央統制輸送組合

兼二浦製鉄所 「船舶取扱規程」ノ事 他
海運中央統制輸送組合

海上輸送臨時対策設置要綱並二石炭輸送対策協議会規則

外御送付ノ事 他 海運中央統制輸送組合

1941/8/25

1941/9/18

1941/9/19

1941/9/29

1941/9/6

1941/7/15

1941/6/6

001-125海 運中央統制輸送組合常任理事 昭和十六年一月 全年六月

各組保有船腹一覧(不 定期船ノ部)他 海運中央統制輸送組合

外地運航業者ノ当組合加入認可申請ノ件 他

海運中央統制輸送組合

損益計算案、経費明細表(昭 和十六年三月分)他
海運中央統制輸送組合

共同計算二関スル常任理事会議事ノ事 他 東京支部長

その他参考資料 として各種共同計算運賃表 等

定期船共同計算暫定案 他

海運中央統制輸送組合幹事職制

各組噸数別保有船腹表 他 海運中央統制輸送組合

運航業者加入申込之件 他

配船調整世話役委嘱ノ件 他 海運中央統制輸送組合

昭和十六年二月積不定期船配船予定調整報告 他

海運中央統制輸送組合

第十組(近 海定期船)定 期共同計算暫定案 他

共同計算運賃 若松石炭 小樽石炭 他22件

1941/5/1

1941/4/23

1941/3/31

1941/4/8

1941/3/29

1941/3/00

1941/2/00

1941/2/5

1941/2/7

001-543中 輸組合引合幹事 十六 ・上

共同引受貨物運送契約報告書

第6回

第4回

第3回

第一回分 訂正

海運中央統制輸送組合 神戸支部

1941/4/11

1941/3/15

1941/3/3

1941/1/30
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第1集:海 運

002-005中 央統制輸送組合引合幹事 昭和十六年上期

十二月積 不定期船配船調整 ノ件 他 海運中央統制輸送組合

弊社現有船腹量及将来二於ケル船腹増加見込量ノ件 他
東亜海運株式会社

十五年度第四,四 半期要輸送物資調(十 六年一～三月)
一月分配船予定報告 ノ事

輸送物資実績表

弊社運航 実績(船 腹及貨物)ノ 件 他

運航船舶並二引受貨物 ノ事 他

弊社運航船舶並二引受貨物 ノ事 他

第一組運航船腹表、輸送貨残量表其他ノ事

海運中央統制輸送組合物資割当並二共同計算方法二関スル試案ノ件 他

海運中央統制輸送組合

中央統制輸送組合創立二付参考資料ノ件

運航船腹報告書、重要物資報告書、保有船腹噸数表 他

三井物産株式会社 船舶部

宇部セメン ト製造株式会社

北海道炭磧汽船株式会社

東亜海運株式会社

北海道炭磧汽船株式会社

宇部セメン ト製造株式会社

海運中央統制輸送組合

1940/12/13

1940/11/11

1940/12/18

1940/11/13

1940/11/25

1940/11/13

1940/11/13

1940/12/10

1940/11/30

1940/10/1

002-277海 運中央統制輸送組合 常任理事 昭和十六年四月 全年六月

船舶入出港速報 ノ件 他 逓信省管船局長

共同引受貨物運送引合幹事会社委嘱報告書 第8回

海運中央統制輸送組合 神戸支部

経常費収支予算 昭和十六年度 海運中央統制輸送組合

昭和十五年度、収支決算、貸借対照表、財産 目録 他

組合費徴収予算 昭和十六年度 他 海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合五月輸送計画表

小型汽船統制輸送組合 昭和十六年度経費予算

南 日本汽船株式会社運航船舶及同航路明細書 他

鶴島丸配船変更二依ル損失金壱填補ノ件 他 山下汽船株式会社

定期船共同計算暫定方法(決 定)及 恒久方法案御送付ノ事 他

海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合第一回通常総会決議録

昭和十五年度会務報告 海運中央統制輸送組合

各組保有船腹一覧 海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合ノ役員選任二関スル件 他

海上輸送臨時対策部設置要綱並二石炭輸送対策協議会規則 他

海運中央統制輸送組合 東京事務局

各組保有船腹一覧(不 定期船 ノ部)海 運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合創立総会録事 海運中央統制輸送組合

各組保有船腹一覧 海運中央統制輸送組合

1941/5/31

1941/5/26

1941/5/5

1941/5/19

1941/4/15

1941/5/8

1941/5/29

1941/5/00

1941/5/29

1941/5/26

1941/6/1

1940/11/1

1941/6/00

003-005海 運中輸組合常任理事 昭和十六年二月一三月

組合員各位 当組合 ト日本海運仲立業組合 トノ協定書ノ事 他

海運中央統制輸送組合

中央統制輸送組合関係 書類 協定書、名簿 他

対支輸 出物資 ノ蒐資並二輸送統制二関スル件 他 東亜海運株式会社

運賃共同計算基準二関スル件 他

第三国積鉄鉱石運賃標準率二関スル件

海運中央統制輸送組合幹事職制 他

各組噸数別保有船腹表

迦信省管船局長
遍信省管船局長

海運中央統制輸送組合

1941/3/18

1941/2/00

1941/1/24

1941/1/16

1941/1/17

1941/1/00
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第1集:海 運

準備室委員会協議事項

海運中央統制輸送組合事務局機構 他

運賃傭船料ノ平衡資金的共同計算案 他

重要物資輸送報告書 他

1～8組 昭和十三年四月一日～十五年八月末

003-327海 運 中央統制輸送組合第一組長 昭和拾六年五月

大清河積取船入出港手続ノ件 他

九月

華北監業股分有限公司 東京支社

船舶入、出港速報方二関シ御移牒 ノ件 他

不定期船共同計算運賃ノ件 他

保津川丸定期傭船ノ件 他

台湾石炭配給統制規則発令ノ件 他

定期船変更ノ件 他

海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合

海運統制委員会

海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合

昭和十六年度運送契約二関スル鉄道省炭賠償価格ノ件 他

砂糖ノ輸送中二於ケル亡夫二関スル件 他

不定期船往航利用配船二関スル件 他

冬場対策ノ件 他

徴傭ニヨル配船取消二関シ御依頼ノ件 他

内地圓城間木材ノ輸送二関スル件 他

共同計算運賃(若 松石炭他、樺太石炭他)

海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合

逓信省管船局

栃木商事株式会社

海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合

海運中央統制輸送組合

秦皇島二於ケル港費其他諸掛委託支払ノ件 他

大冶鉄石積取船揚子江航行注意二関スル件 他 海運中央統制輸送組合

各組保有船腹一覧 海運中央統制輸送組合

1941/9/25

1941/9/18

1941/9/22

1941/9/20

1941/9/5

1941/8/22

1941/8/16

1941/8/2

1941/7/26

1941/7/9

1941/7/7

1941/6/21

1941/5/20

1941/5/8

1941/9/00

004-005運 中央統制輸送組合第一組長 昭和十六年二月～五月

弊社船興東丸二係ル件 他 三光汽船株式会社営業部

昨年五月各社輸送十五品目重要物資輸送実績取調ノ件 他

海運中央統制輸送組合

陳情書(昭 和十六年度北洋漁業用船腹～)他

露領水産組合 海洋漁業協会

小樽港ローダー高架桟橋給水開始ノ件 他 配船合理化協議会

外航船東京港入出港手続ノ件 他 海運中央統制輸送組合

各組噸数別保有船腹表 他 海運中央統制輸送組合

第三国積鉄鉱石運送契約特約条項二関スル件 他

海運中央統制輸送組合

盤谷 ・コーシチャン泰米積取用艀二関スル件 他

海運中央統制輸送組合

運賃共同計画暫定方法二依ル補償配出金ノ件(定 期船)他

海運中央統制輸送組合

貴組所属各組保有船腹量並二其移動二関スル件 他

海運中央統制輸送組合

第一組保有船腹変更ノ事 他 海運中央統制輸送組合

第一組第六回組会 「運賃共同計画暫定方法」他

1941/5/20

1941/4/17

1941/4/23

1941/4/2

1941/4/00

1941/4/5

1941/3/31

1941/3/24

1941/2/1

1941/5/5

1941/2/17

004-175海 運中央統制輸送組合 坪井 十六年十二月/十 七年二月

海運中央統制輸送組合第一組関係報告及参考事項 他

海運中央統制輸送組合 第一組組長 佐々木周一
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第1集:海 運

塘沽並二秦皇島入出港動静二関スル事

櫻島揚鉄道省炭戦時積荷保険二関スル件

防禦海面内航行要領厳守 ノ件

浮遊機雷 ノ事

南支那海 二於 ケル船舶行動管制ノ事

日窒運輸関係貨物戦時割増運賃二関スル事

門司瀬取 ノ場合 ノ艀積荷保険二関スル事

敵潜水艦情報 ノ事

昭和十六年度長芦監運送契約二関スル事

1942/2/19

1942/2/10

1942/2/9

1942/2/7

1942/2/2

1942/3/30

1942/1/29

1942/1/21

1942/1/15

戦時海運史資料

005-005戦 時海運研究 日本経済連盟会調査課 編(本)

1.

2.

3.

4,

戦時海運対策に関する意見

木造船建造促進に関する意見

戦時海運問題委員会提出資料

材料管理制度並材対策所見

参考資料

最近に於ける我国の船舶運航事情 船舶運営会総裁室文書課

戦時海運の意義及び本邦戦時海運政策の発展 日本海運協会調査課

船界最近の動向

米英独最近の海運情勢

逞 しき海運力増強運動の展開

大東亜海運研究 日本経済連盟会調査課 編

1.本 邦海運重要対策に関する意見

物資輸送

海運管理

港湾運営

造船促進

大東亜共栄圏航 路

2.

造船統制会総務部文書課

日本郵船社長室調査課

時局対策調査委員会第三委員会 各部会意見

第一部会

第二部会

第三部会

第四部会

第五部会

(貿易、運賃、輸送)

(戦時海運国家管理)

(造船)

(大東亜共栄圏航路 と戦後対策)

(港湾問題)

各委員意見

3.資 料

最近に於ける本邦海運船舶事情

戦時海運管理の意義

戦時海運管理令公布の経過

世界海運界に於ける本邦海運の地位

英米独伊最近海運事情

時局対策調査委員会第三委員会各部会関係資料

時局対策調査委員会会議状況並に委員会名簿

日本海運の変貌 壷井玄剛著 日本海事振興会

附 ・戦時海運関係諸法令

第一章 配船

第二章 船腹

第三章 輸送物資
第四章 船質、船腹構成
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第1集:海 運

第五章 造船、港湾、船員

第六章 木船

第七章 運営

本書に収録せる海運関係諸統計

第一表 我国海運の変貌一覧表

第二表 邦船方面別月平均配船累年表

第三表 太平洋を中心とする各国配船比率表 他43表 あり

同上

海運 岡崎幸壽

海運の経営

船舶

本邦海運の事業会社

006-005 ばら資料

日本海運の変貌 壷井玄剛

戦時海運史年表 他*手 書き原稿

大東亜戦争中鋼船増減表*グ ラフ

戦時海運史編纂打合会(五 月十九日)経 過報告 他

戦時海運年表 自昭和十二年七月一日 至十七年一月十三日

戦時海運史要目 他

戦時海運史編纂 第一回委員会経過報告 他

港別及び定期船、不定期船別外国貿易船の入港状況

戦時海運史編纂委員会 委員及副委員 名簿他

戦時海運史要目

戦時海運年表 他追加項目

自昭和十二年七月一日 至昭和二十年八月十五 日

戦時海運史編纂事業要綱 第一回作成分 他

戦時海運年表追加項 目(戦 況其他を主眼としたもの)

戦時海運史編纂事業要綱

戦時海運史要 目案

戦時海運史要 目(造 船編)

戦時木造船年表(未 定稿)

戦時鋼造船年表(未 定稿)

戦時海運年表 自昭和十二年七月一日

在海事振興会 戦時海運史資料 整理 目録

日本海事振興会

至昭和二十年八月十五日

総噸数1000㌧ 以上貨物船、重量噸数別進水年別総覧

海運中央統制輸送組合

1946/8/20

1946/8/10

1946/7/21

1953/00/00

1946/9/4

1945/8/15

1946/7/31

1947/7/10

1948/1/10

1945/8/15

1947/11/4

1941/7/1

007-005戦 時海運史委員会書類(一 般)

戦時海運史要目

戦時海運史編纂資料索引 第一編 総論

戦時海運年表 追録項目案

自昭和十二年七月一 日 至昭和十七年一月十三 日

自昭和十二年七月一 日 至昭和二十年八月十五 日

海事関係文献目録 第一輯 日本海事振興会調査部

海運総局戦時造船史編纂二関スル件(案)他

戦時海運史要 目

戦時海運史編纂委員会

海務院官制

1946/3/00

1946/9/4
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第1集:海 運

逓信公報 号外

運輸通信省官制

海事行政機構変遷図表 自1937年 至1945年

逓信省管船局

逓信省海務院

運輸通信省海運局

運輸省海運総局

1941/12/19

008-005戦 時海運史 保存分

戦時海運史年表 自昭和十二年七月一 日 至昭和二十年八月十五 日
戦時海運史編纂会

戦時海運年表 自昭和十二年七月一 日 至昭和二十年八月十五 日

自治統制期、民官協力期、国家管理期

物動輸送史資料 改E型 船就航能力検討

戦時海運史編纂委員会

戦時海運史編纂委員会

戦時海運年表

自昭和十二年七月一 日 至昭和二十年八月十五 日

自昭和十二年七月一 日 至昭和十七年一月十三 日

追録項 目案(資 料 出所 雑誌 「海運」資料欄)

戦時海運年表追加項 目 戦況基地を主眼 としたもの

戦時海運年表正誤表

戦時海運史要 目 総務室

戦時海運史要 目 総務室

戦時海運史要 目 総務室

戦時関係文献 目録 第一輯 日本海事振興 調査部

戦時海運 史(海 運課関係)編 集要領 海運総局海運課

戦時海運年表

自昭和十二年七月一 日 至昭和十七年一月十三 日

追録項 目案(資 料出所 雑誌 「海運」資料欄)

戦時海運年表

自昭和十二年七月一 日 至昭和二十年八月十五 日

輸送課監査係改組組案

切 り貼 り抜き刷 り(「海運」昭和二十一年4月 号)

九月監査会議資料編纂要領 輸送課監査係長

本省協議及報告事項 門司海運局

目次 船別月別沈没船内訳(手 書き)

海上輸送貨物統計(海 運 中央輸送組合資料ヨリ集計 ス)

第十三回物動輸送史編纂会配布資料 目録
"ば ら資料 坪井課長資料

1945/8/15

1945/8/15

1944/8/28

1945/8/15

1942/1/13

1947/7/1

1946/3/00

1945/11/13

1942/1/13

1945/8/15

1946/4/00

1945/4/13

0000/5/23

(no,21そ の 他 手 書 き の も の)"

稼動船腹調査資料

009-005船 舶稼行率 第一巻 実態編 松本巌

船稼働促進査察中間報告

船稼働促進査察実施要領

参月稼働船腹調査

但シ本表ハ捕鯨船、漁、船、官庁船 ヲ除 ク

A表 総括表 一3月 稼働船腹

B表 総括表 一2月 中保有船腹異動表

海運総局海運局輸送課

船舶運営会運航局計画部

1944/5/11

1945/2/20

1944/3/1

6
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A表(イ)増 加スベキ船腹(ロ)減 少スベキ船腹

七月稼働船腹調査 船舶運営会運航局計画部

但シ本表ハ捕鯨船、漁、船、官庁船ヲ除ク

八月稼働船腹調査 船舶運営会運航局計画部

但シ本表ハ捕鯨船、漁、船、官庁船ヲ除ク

九月稼働船腹調査 船舶運営会運航局計画部

但シ本表ハ捕鯨船、漁、船、官庁船ヲ除ク

引渡及び稼働促進二関スル件 壺井事務官

造船技術指導班講評二対スル訓示

引渡シニ関スル協定事項 秋田造船 北海機船

未稼働船調査船別明細表 船舶運営会運航局木船部調整課

竣工船引渡未了調

油槽船建造促進会議打合事項

新木船稼働中央促進班出張日程表 他

新木船稼働促進方策要綱案

戦時標準型木造船ノ引渡促進二関スル件(案)

新造船稼動促進班設置二関スル件 他

標準型木造貨物船二対スル追加又ハ修理工事費分担区分例

木造船建造旬報 昭和十九年十月十日現在 日本木造船建造本部資料課

新木船稼働促進運航日程表

木造稼働北陸地区促進班現地指示事項

国家船舶修理旬報 自20-7-1至20-7-10海 運総監部

北海道 ・東北地区新造木船稼働促進実施調査表 運航局保船部木船課

各地区木船稼働促進総括表

事務局

海運総局海運局長

海運総局

船舶局

1944/7/1

1944/8/1

1944/9/1

1944/9/18

1944/9/18

1944/12/5

1944/10/25

1944/10/00

1944/9/20

1944/10/10

1944/10/26

1945/7/10

1945/1/15

009-251(三)日 満支C船 稼行率 ノ画期的向上 ノ問題

日満支C船 航路別標準稼行率設定、基礎資料

船舶稼行率向上緊急要措置事項 1944/6/15

船舶運営会資料

009-275第3回 指定無動力船割当方針

第3回 指定無動力船割当表

陸軍配当船舶取扱協定書(案)鈴 木事務官殿

船舶運営会運航局輸送部南洋課

陸軍配当船舶取扱要領

ばら資料
"NO

,3第 三款 船舶運営会の法的構成"
「海運統制法論」 石井照久

昭和十八年度事業報告書 船舶運営会

自昭和十八年四月一 日 至昭和十九年三月三十一日

昭和十九年度船舶運営会事業報告書 収支決算書 ・貸借対照表

昭和二十年度船舶運営会事業報告書 収支決算書 ・貸借対照表並二財産 目録

船舶運営会第四回通常総会議事録 他

1944/3/31

1946/5/31

010-005ば ら資料

船舶運営会設立命令 他 役員名簿 逓信省告示第470号

船舶運営会 ノ可否 軍務局長

1942/3/25

1943/1/7

7



第1集:海 運

船舶運営会運航実務者班の設置

及被使用船舶取扱実務者指定方針の決定*二 部アリ

戦時海運管理令二依ル被使用船舶ヲ取扱ハシムベキ

運航実務者二関スル件

船舶運営会運航実務者運営方法

船舶運航体制緊急整備要領実施方針に関する中間示達要旨

船舶運営会幹部及運航実務者に対する海務院長官御説明

運航能率二関スル緊急措置要領

運営会事務組織整備方針要領

新聞原稿

船舶運航体制緊急整備要領 他

戦時海運管理令二依ル被使用船舶ヲ取扱ハシムベキ

運航実務者二関スル件

船舶運航体制刷新措置要綱 他

船舶運航体制緊急整備要領二就テ

船舶運営会対港運会社契約書(案)

運営会運航実務者集約方針(案)

運航実務者集約ノ趣旨、新聞原稿

海務院長官

海務院長官

海務院長官

海運局

船舶運営会 ・日本港運会

班共同事務所設置二関スル経理部門第二回委員会 他

実務者班実施準備委員会 第二回協議会 議事録他

船舶運営会運航実務者班実施準備委員会打合要領 他

班実施準備小委員会 運航局関係分科会第一回協議会

船舶運営会運航実務者班の設置及被使用船舶

取扱実務者指定方針の決定

船舶運営会運航実務者班設置要綱 他

運航実務者制度打合二於ケル海務院長官訓示概要

班事務処理内規 他

運航者限定ノ基準 他

国家船舶及港湾一元化運営実施要綱二関スル疑問点 他 門司海運局

門司海運局管内船舶運営ノ地方機構緊急整備充実二関スル件 他

門司海運局
第四回常任理事会議事録 他

海運総局、船舶運営会、運航実務者業務分担一覧表 他

船舶運営会強化準備局内二実務者施設ノ接収二関スル

小委員会ヲ設置ノ件

運航実務者廃止(並 二使用料引上)二 関スル具体的措置順序(案)

1943/3/22

1943/8/25

1943/7/12

1943/8/14

1944/12/20

1943/6/22

1943/1/30

1943/2/9

1943/2/8

1943/2/5

1943/1/30

1945/5/8

1945/4/13

1944/6/21

1945/3/9

010-375現 有運航船腹調 船舶運営会運航局計画部

現有運航船腹一覧表

本会傘下ニアル船腹一覧表

汽船物動ノ対象 トナル船腹(A)大 型船(B)小 型船

汽船物動 ノ対象 トナラザル船腹(A)大 型船(B)小 型船

官庁船(A)大 型船(B)小 型船

1944/1/1

010-443ば ら資料

全国支部所属船舶状況 他2部

定期船表(瀬 戸内、沿岸航路 ヲ除ク)

平水区域就航船調査(独 行艀 ヲ含ム)

未稼働船調査表

木船海運協会

船舶運営会運航局配船部

木船海運協会調査課

船舶運営会運航局木船部調整課

1944/1/00

1945/4/1

1943/11/1

1945/1/1
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第1集:海 運

五月稼働船腹調査

但シ本表捕鯨船、漁工船、官庁船ヲ除ク

大本営連絡会議第三次決定軍徴傭機帆船割当表

第三次軍徴傭機帆船八月分候補船々名簿

陸軍 ・海軍

機帆船現有勢力調査表

木造船建造旬報

船種別船型別用途別現有運航船腹一覧表

現有船舶

汽船輸送力算出調書 各二部

国家使用木造船腹調査表 他

運航実務者別国家使用木造船々腹調査

船舶運営会運航局計画部

海運総局

海運総局輸送課

運輸通信省海運総局

日本木造船建造本部資料課

運航局計画部

船舶運営会運航局木船部調整課

船種別、船型別、用途別、現有運航船腹一覧表

本邦木造船用途別現況*手 書き

目次*手 書き

北洋関係使用船調

船舶運営会扱油槽船一覧表

船舶運営会木船部調整課

運航局計画部

総局輸送課

輸送部油槽船課

1944/5/1

1944/7/20

1944/7/26

1944/7/17

1944/6/30

1944/10/1

1944/10/1

1944/9/l

l944/5/1

1944/9/1

1944/1/00

1944/1/00

1945/2/8

1944/10/10

機帆船関係資料

011-005昭 和十八年度第三 ・四半期海上輸送計画

軍資秘 海輸A第041号 海務院運航部

機帆船計画

総括調書 海陸輸送計画総括調書 他

物動物資輸送計画地域別調書 他

機帆船輸送計画査定調書 他

物動物資輸送計画明細調書

A船 積物動物資輸送計画明細調書 他

甲地域輸送計画明細調書

日満支(除 南鮮中継)計 画明細調書

石炭輸送計画総括表 他

鉄鉱石、紙パルプ、木材、穀類、肥料 他

大陸物資南鮮中継輸送計画(総 括)調 書

日満支機帆船輸送計画明細調書

南鮮中継機帆船輸送計画明細調書

鉄道中継移転計画調書

雑貨輸送計画

昭和十八年度第三、四半期雑貨輸送量品種別総括調書 他

昭和十三年十月末現在登船調 管船局庶務課登録係

船舶シフ トノ可否

ばら資料

期間別配船予定計画樹立二関スル件

昭和十八年度第三、四半期海上輸送計画正誤表 海務院運航部

日鐵社船第一月丸第二月丸運航二関スル件照会

在八幡海軍首席監督官

交易協議会幹事会開催二関スル件

大東亜省交易局長 山本 茂

1943/9/28

1943/9/28

1943/8/19

1943/12/27

011-123 機帆船関係一般資料

昭和二十年一月一般機帆船積計画輸送調書(実 績)

今井田 1944/1945
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(鉱)関 係石炭機帆船輸送細 目協定書

三月分機帆船積輸送計画調書

機帆船 関係懸案事項

船舶部職員 ノ充実二関スル件

支局出張所等 ノ画拡充二関スル件

機帆船積 昭和二十年度第一、四半期

鉱山統制会 配給部輸送第二課

海運総局海運局輸送課

門司海運局

門司海運局

四月分鉄鋼関係物資海上輸送計画調書
運輸通信省海運総局海運局輸送課

参与会議二於ケル海運総局長説明要旨(機 帆船関係)
海運総局海運局輸送課

機帆船対策 会議答弁資料 海運局輸送課

機帆船統制概況

関門、若松地区艀及緊急修繕二関スル件(閣 議報告資料)海 運総局

機帆船等ノ修繕対策

要修繕船

昭和十八年度戦時標準型木造貨物船竣工見透

建造中船舶二対シ行為監督者派遣ノ件

燃料油不足二依ル機帆船遊休状況

戦時標準型黙想貨物船昭和十八年九月末現在竣工船ノ状況

並二非運航船二対する対策

木船建造状況調

昭和十八年七月一般機帆船輸送状況

船舶局

海運総局船舶局

船舶部造船課

海務院運航部第二輸送課

船員用食糧 ノ配給機構 二関スル件 機船発 第3719号

大陸物資南鮮中継稼行率調(機 帆船)

機帆船運航統制株式会社

1945/3/00

1945/4/13

1945/4/13

1943/2/17

1944/1/22

1944/1/4

1943/11/21

1943/11/11

1943/9/30

1943/10/5

011-199海 運関係

南方石油非常還送二関スル件 燃料局油政課

2/19燃 料油規正二依ル輸送力拉船腹二対す る影響調 他

機帆船現有勢力調査表 運輸通信省海運総局

港湾荷役増強対策卑見 児玉中尉

石油決死輸送要領

海運情報(7)米 国造船高明細表

自1943年1月 至同年12月

下/19北 海道機帆船輸送力推算

下/19運 航機帆船輸送力推算

機帆船友曳運航 二関スル報告書

船員管理組織要綱(案)

日本海事振興会調査部

栗林近海機船株式会社 室蘭支店

山下行政査察使及査察員一行名簿案 他

昭和十九年度下期海陸綜合輸送計画案

船舶運営体制刷新二関スル事項

地方機帆船運航体制整備方針要領 他

海運総局瀬戸内駐在官設置二関スル意見

企画局

運輸通信省海運総局

1944/9/8

1944/7/17

1944/8/5

1944/7/00

1944/9/00

1944/9/27

1944/9/25

1944/10/30

011-271機 帆船々腹 壺井事務官

*(船 名、船籍港、船主等一覧)

昭和十九年度木造船建造実績調

命令書
1945/3/31

1945/2/1
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函青間石炭輸送国管船船腹調

室三間間石炭輸送国管船船腹調査

八月分北海道機帆船緊急増送二伴フ輸送力

機帆船輸送力算出調書(百 総屯以上ノ汽船)

現有船舶(総 屯数百屯以上汽船)

国家使用木造船船腹調査表 昭和19年 度第11号
海運総局海運局輸送課

国家使用木造船船腹調査表 昭和19年 度第12号
海運総局海運局輸送課

五〇総屯未満鉱石専航船名簿 海運総局

鉄鋼関係専属機帆船名表(五 〇総屯未満)海 運総局

不登簿機帆船ノ改測二関スル件

五〇総屯以上ノ専属船ヲ保有スル軍及軍関係重要工場

国管機帆船現有船腹立立新造予定船腹表

機帆船現有勢力調査表

第十七号 管理船々腹調査表

海運総局輸送課

運輸通信省海運総局

日本機帆船運航株式会社

機帆船 ノ中支廻船二関スル件 海輸1798号

1945/9/25

1945/7/30

1944/12/1

1944/12/1

1945/1/1

1945/2/1

1945/3/6

1944/12/30

1944/12/5

1944/7/17

1944/11/25

海運総局海運局長1944/11/11

最高戦争指導会議決定陸軍徴傭機帆船二関スル件

海輸1976号 海運総局長官

(一)第 四次陸軍徴傭候補機帆船名簿(運 航機帆船ノ部)

最高戦争指導会議決定

(燃)関 係専航機帆船々名表

1944/12/1

1944/11/25

011-40 機帆船現有勢力調査表 運輸通信省海運総局

曳船隊 ト独航機帆船隊 トノ優劣比較(室 蘭塩釜 港間ノ石炭輸送)
(財)日 本海事振興会 船舶研究部

機帆船輸送実績 輸送計画

機帆船運営管理強化要領進捗状況表

七、八月軍需品輸送立立二作戦船舶

機帆船ノー元運営ヲ不適当 トスル理由

8/20汽 船輸送計画拉二裏日本揚計画

函/青 輸送力低減応急策

戦時標準型木造油槽船就航状況

国家船舶用液体燃料配給二関スル通知

穀類、石炭二対スル稼行率比較

海運総局

海運総局

海運課

海総

海運総局

海運総局

軍需省燃料局長

内地大陸間2E及 油交換二関スル細部協定ノ件照会 他

海運総監部参謀課長

五月裏日本揚計画(C船)海 運総局輸送課

1944/7/17

1943/12/00

1945/8/10

1945/8/8

1945/7/30

1945/7/23

1945/7/19

1945/6/18

1945/6/16

1945/6/13

1945/5/31

1945/5/1

011-491西 部 日本機帆船輸送確保要領

昭和二十年度北洋出ロニ関スル件

貨物船物資輸送現況表

機帆船会社監理官配置要領

北方機帆船ノ緊急修理対策二就テ 海務官 中谷勝紀

D関 係大陸移註施設計画

北洋方面配船各船々修繕促進対策

石油購買券ヲ地方長官ノ発行スルコ トニ依 リ生ズル支障事項

船舶及港湾ノー元運営二関スル陸海軍中央協定

11
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裏日本揚陸物資輸送概況 海運総局海運局輸送課

木造船建造旬報 海運総局船舶局造船課調
日本木造船建造本部資料課

昭和十九年及二十年度艦本計画曳船竣工予定表
海運総局海運局輸送課

二十年度第一、四半期船腹推移状況

機帆船修理状況表 輸送課

海上輸送力増強二対スル政府ノ施策拉二所信如何

貨物船物資輸送現況表

港頭滞貨中船舶関係へ専用希望ノモノ

1945/2/10

帝国議会質疑応答資料

012-005第 七十六回帝国議会質疑応答資料(其 ノー)

(秘密事項アルニ付取扱注意)

第七十六回帝国議会質疑応答資料(其 ノニ)

第七十六回帝国議会質疑応答資料(其 ノ三)

第一 船員ノ需給状況立立之ガ対策二関スルモノ

第二 船舶職員法及船舶職員試験二関スルモノ

第三 船員職業紹介二関スルモ ノ

第四 船員使用等統制及徴用二関スルモノ

第五 船員養成二関スルモ ノ

第六 船員給与統制二関スルモ ノ

第七 日本海運報国団二関スルモノ

第八 其ノ他

第七十九回帝国議会質疑応答資料

第一 海運国家管理関係

第二 行政統一関係

第三 船舶保護関係

第四 配船関係

第五 海上運賃、傭船関係

第六 港湾運送業統制関係

第七 機帆船関係

第八 燃料関係

第九 船舶関係

第十 船員関係

第十一 港務関係

第十二 航路標識関係

逓信省管船局

逓信省管船局

逓信省管船局

海務院

1941/1/00

1941/2/00

1941/2/00

1942/1/00

012-178第 八十一回帝国議会質疑応答資料

総務関係

運航部関係

船舶部関係

船員部関係

航路部関係

第八十六回帝国議会 海運に関す る説明資料(乙)

総務局関係
一 総括

海運局関係
一 船舶の管理に関す る件

海 務院1942/2/00

海運総局 1944/12/00

12
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二 海上輸送及船舶運営に関する件

三 港湾荷役に関する件

四 船舶の保護及防空に関する件

五 其の他

船舶局関係
一 木造船の製造に関する件

二 木造船の修繕に関する件

三 其の他

船員局関係
一 船員の動員に関する件

二 船員の身分に関する件

三 船員の給与に関する件

四 船員の教育拉に養成に関する件

五 海務学校(仮 称)設 置に関する件

六 海技専修学院(仮 称)設 置に関する件

七 商船学校改組に関する件

八 海員養成所増設に関する件

九 船員の厚生施設に関する件

十 船員の服務に関する件

十一 船舶職員法施行細則改正施行に関する件

十二 船員職員試験に関する件

十三 学校養成所生徒の被服其の他に関する件

十四 其の他

012-423第 七十六回帝国議会質疑応答資料

(秘密事項アルニ付取扱注意)

第七十六回帝国議会質疑応答資料(其 ノニ)

第七十六回帝国議会質疑応答資料(其 ノ三)

第一 船員ノ需給状況拉之ガ対策二関スルモノ

第二 船舶職員法及船舶職員試験二関スルモノ

第三 船員職業紹介二関スルモノ

第四 船員使用等統制及徴用二関スルモノ

第五 船員養成二関スルモノ

第六 船員給与統制二関スルモノ

第七 日本海運報国団二関スルモノ

第八 其ノ他

逓信局長議会二於ケル管船局長説明

逓信省管船局

逓信省管船局

逓信省管船局

1941/1/00

1941/2/00

1941/2/00

013-005第 八十四回帝国議会重要事項
一 運航関係

二 港湾運送関係

三 木造建造関係

四 船員関係

五 船舶保護関係

六 其の他

第八十四回帝国議会重要事項

海 運 総 局"1943/12,1,2"

海運総局 1943/12/00

13
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013-080第 八十四回帝国議会質疑応答資料 船舶局

参考資料(予 算委員会)改 正 石坂豊一君要求

議会要求資料抜粋 参考資料(予 算委員会)

造船業関係資本金等調(手 書き)

参考資料(予 算委員会)改 正 石坂豊一君要求

最近三ヶ年間本邦海運会社ノ資本金、社債及配当調

衆議院委員会二於ケル参考資料二関スル件

衆議院決算委員会二於ケル参考資料二関スル件

第七十五回帝国議会質疑応答資料(海 運 ・造船関係)

第一 一般的事項

第二 配船、運賃及傭船料二関スル事項

第三 対支対満海運方策二関スル事項

社大水谷委員

管船局総務課長

経理局監査課長

第四 海運及造船二対スル補助助成 二関スル事項

第五 造船及船舶修繕二関スル事項

第六 船舶用燃料及船用品二関スル事項

第七 船舶試験設備二関スル事項

第八 航路標識二関スル事項 管船局

造船及造船鉄材拉船舶二関スル調書

手書き原稿 帝国議会関連2件

以下ばら資料

二 造船関係助成金交付先調

船舶改善拉船舶建造助成金(過 去三ヶ年)

会社利益率調

圧延鋼材価格比較表

標準C型 船(重 量屯4200屯)二 於テ

鋼材 ノ価格 ノ船価及傭船料二及ボス影響

総屯数一千屯以上ノ船舶 ノ重量屯数別製造価格調

昭和十五年一月中総屯数千屯以上造船状況調

総屯数千屯以上 ノ未起工船舶調

質問 松田喜三郎

1940/2/10

1940/2/9

1939/12/00

1940/1/20

1940/2/20

1940/2/00

海上輸送力関係資料

013-305七 月輸送関係綴

II/二 〇 輸送力算定基礎諸元□想(案)海 運総監部

七月海上輸送カニ就テ 海運総監部

輸送力向上 ノ方途二就テ 海運総監部

七月物動配船計画 海運総監部

七月物動配船集計表(還 送 ・往航)

七月内地相互物動(九 州炭 ヲ除ク)配 船(集 計表 ・計画表)

七月南鮮中継物動配船(集 計表 ・計画表)他

七月国家船舶被害状況 自昭和20-7-11至 昭和20-7-20海 運総監部

七月物資別配船別計画(案)

七月分陸軍純軍需品船腹配当要領 他

二/二 〇物動輸送力算定(案)他

七月作戦補給関係要求表 大本営海軍戦力補給部

1945/6/7

1945/6/8

1945/6/10

1945/6/26

1945/7/25

013-402八 月輸送関係綴

8/20輸 送力算定表(案)

八月分物資別配分(案)

海運総局輸送課 山田氏

海総

軍需省総動員局総動員課

1945/7/11

1945/7/17
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八月分軍需品輸送計画

生産補給関係

八月物動輸送計画明細表

八月汽船輸送計画総括調書 他

八月物動配船計画

八月物動配船総集計表(還 送)

八月物動配船非鉄明細表

八月内地相互物動(九 州炭ヲ除ク)配 船計画集計表

八月南鮮中継物動配船計画集計表

八月北鮮物動配船計画集計表 他

八月物動揚陸地別配船計画

八月物動輸送各船別配船表

八月物動配船総集計表(還 送)

八月物動配船非鉄明細表

兵姑総監部

海運総監部

海運総監部

海運総監部

海運総監部

海運総監部

1945/7/12

1945/7/23

1945/7/20

1945/7/25

1945/7/29

1945/7/28

014-005交 通緊急対策

応急運輸措置要綱

運輸通信防衛方策(案)

交通緊急対策要領案(主 トシテ海運関係)他

海上輸送力非常動員措置実施方針要領

二、輸送力確保増強方策

木造輸送カノ増強確保二関スル緊急措置

船腹増強対策ノ別紙

出荷統制団体設立要綱

出荷統制事業促進要領

定期船再編二関スル件

海上輸送力増強対策

南方配船高雄追積強化ノ件

海上輸送荷主懇談会出席者名簿

港内曳船用重油需給状況並対策

船舶輸送力向上手段ノ為関係各機関担任量区分表

改E型 船運航能率特別奨励金予算

改正運航能率奨励金制度 他

船舶運航体制刷新措置要綱

決戦非常措置要綱ノ実施促進二関スル件

A,B,C船 綜合運営方策樹立二関スル件

計画運航体制ノ確立要領

計画運航体制ノ確立拉二之ガ確保推進二関スル暫定措置

壺井事務官

運輸通信省

運輸通信省

閣議決定

企画院

企画院

船輸

海務院

第一輸送課

海務院輸送課

管船局輸送課

海運総監部

船舶運営会

綜計局

1945/1/8

海運総局輸送課

海上輸送力非常動員措置実施二関シ各省二対スル協力要望事項

台湾航路ノ綜合的配船 ノ件

A,B,C綜 合配船二関スル件

海上輸送力増強方策

第五回海上輸送力増強検討会

第六回海上輸送力増強検討会

海上輸送力非常動員強調期間実施要綱

曳船強化ノ為省有新羅丸転配二関スル件(案) 海運総局

1944/8/16

1944/6/16

1944/2/29

1943/9/14

1943/9/14

1941/2/8

1942/11/18

1942/11/16

1943/7/20

1945/5/16

1945/1/29

1945/1/25

1945/1/22

1945/2/9

1945/2/10

1944/11/13
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海運 統制委員 会資料

014-173ば ら資料
"
no.4船 腹予 充計 画案他"

"
no.5-8海 運統 制措置 要領 二 関スル説 明 他"

"
no.9-3海 運統 制再編成 重 点簡抜 他名 簿"

"
no.14遠 洋航海 助成 二 関スル 経費"

"
no.15-18臨 時船舶 管理 法"(船 舶職 員 関係 抜 粋)

"
no.19-20海 運統制 協議会 二 関 スル 件 他"
"
no.21-25安 田文助 「戦 時経 済 ト海 運 国策」 ヨ リ手書 き抜粋"
"
no.26海 運 中央統 制郵送 組合 細則"

"
no.42海 運 中央統 制輸送 組合 ノ輸送 契約 二 関スル 法律 的解 釈"

"
no.43-45機 帆船外 航統制 輸 送組合 定款 他"

"
no.27海 運 中央統制 郵送組 合 定款"
"
no.28日 本海 中央統 制輸送 組合 と吾が 日本 海運 仲 立業組 合 の関係"

日本 海運 仲 立業組 合
"
no.29-30戦 時海 運統 制機構 他"
"
no.31-34特 別 船舶運 営事務 処理 要領(案)"
"
no.35-37海 運 統制委 員会 規約 他"
"
no.38-43海 運 中央統 制委員 会 ノ配船 統制 方策 他"

015-005海 運統制委員会報告 坪井事務官

運航状況報告 ノ事 他

海運統制輸送組合役員 他

カランバヤンガ積鉄鉱石配船 ノ件 他

北海道石炭二対シ命令配船 ノ件 他

秦皇島石炭二対シ命令配船 ノ件 他

北海道炭二月積命令配船ノ件 他

秦皇島炭一月積配船明細表 他

長藍塩三月積配船明細表 ノ事 他

四月積南洋鉱石配船ノ件 他

定期傭船調査二関スル件 他

貨物引受審査申請書ノ件 他

大連定航船ノ事 他

外国傭船 ノ事 他

傭船契約並二割当報告ノ事 他

海運統制委員会配給委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運統制委員会 配給委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運統制委員会

海運連盟臨時傭船部 割当幹事

1940/1/10

1940/1/26

1939/2/10

1940/2/13

1940/2/22

1940/2/27

1940/3/19

1940/3/19

1940/3/29

1940/5/3

1940/7/8

1940/6/26

015-345海 運統制委員会ノ配船統制方策1939/6/23

重要物資輸送組合(仮 称)要 綱

海運統制委員会規約(14。6.24修 正私案)

海運 自治連盟臨時傭船部規約 海運 自治連盟臨時傭船部

配給委員会細則

海運統制措置要領

海運統制委員会規約

配給委員会細則

小型汽船統制委員会規約

運航報告等二関スル管理法規則改正要綱私案

海運統制協議会規則 ヲ閣議決定ノ形式二依ルベ キ理由

昭和十四年度配船予定計画樹立二関スル件 閣議決定

統制委員会加盟者調

1938/9/8

1939/6/30

1939/7/1

1939/7/1

1939/6/24

1939/7/3

1939/5/26
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海運統制措置要領二関スル件

臨時海事法令調査会規則

船舶管理委員会職員名簿

遠洋配船承認申請調

配船合理化協議会名簿 他

十五年中購入船舶一覧

海運統制協議会措置貨物

運賃共同計画計算基準二関スル件 管船局長

1938/8/1

1941/2/29

1941/1/16

016-005海 運統制委員会常任理事 昭和十六年四月 八月

第八回委員総会議事録

船費及店費調査二関スル件 他

常任委員会議事録

適正運賃及傭船料二関スル件 他

朝鮮積石炭運賃、条件二関スル件 他

監査部委員及幹事議事録 第四回

地方二於ケル統制違反ノ事 他

北洋材運賃、条件二関スル件 他

昭和十五年度会務報告海運統制委員会

北鮮各港積九州台湾揚穀物運賃許可申請書 他

海運統制委員会 昭和十五年度決算報告書 他

総務部委員会議事録(第 一回)

海運統制委員会

海運統制委員会

1941/7/4

1941/6/27

1941/7/3

1941/6/9

1941/5/23

1941/5/21

1941/4/14

016-162海 運統制委員会委員総会議事録 海 運統制委員会1940/12/24

海運組合 法関係 調書

海運組合 法

趣意書

逐条説明書 他5件

ば ら資料

(第一編総論第 四章今次大戦 ト海運統制第二章海運統制 ノ経過)
"(

ハ)官 民協力期資料no.37¶o.40"

no.37第 四章官民協力期(第 二期)、 第一節経過の概要
"
no.38第 十節 海運組合法"
"
no.39第 十二節 海運統制令 安田文助 「戦時経済 と海運国策」"
"
no,25第 一篇 支那事変 と海運統制 第一章 は しが き"安 田文助 「戦時経済 と海運国策」
"
no.26第 十章 戦時海運施策ノ基本理念"前 川洋 「日本戦時海運論 」

"
no.27明 治海運史におけ る国家 と戦争"富 永祐治

"
no.28海 運保護政策23本 邦海運政策の推移"

"
no.29船 質改善助成施設"

"
no.30第 一章船舶改善助成施設"

船舶改善協会事業史総屯数500屯 以上ノ解撒 汽船
"
no.32第 二章海運統制の前駆期"安 田文助 「戦時経済 と海 運国策」

"
no.101.海 運制覇 は太平洋 か ら"岡 崎 幸壽 「海 運」

"
no.40第 二章本邦戦時海運政策の発展"戦 時海 運の意義及び本邦戦時海運政策の発 展

日本海運協会調査課
"
no.12明 治二十九年造船 ・航海奨励法"

富永祐治 「明治海運 史におけ る国家 と戦争」
"
no.9最 近に於ける本邦海 運船舶事情"1941/7/00

支那事変並 に欧州戦乱の本邦海運 に対す る影響 日本経済連盟会調査課
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日本海事振興会調査部資料

017-005調 査部作成資料 第一輯

本邦海運再編成 二就テ

本邦海運再編成案

大 日本海運株式会社(仮 称)法 案

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

調査資料(一)本 邦主要汽船会社事業成績明細表
日本海事振興会調査部

調査資料(二)本 邦船主別所有貨物船一覧表(17-8-1現 在)
日本海事振興会調査部

調査資料(三)本 邦海運業 ノ利益率、配当率、及利益留保率調査
日本海事振興会調査部

調査資料(四)国 策会社、営団、金庫制度比較表
日本海事振興会調査部

調査資料(五)政 府出資 ノ銀行会社、営団及 ビ金庫
日本海事振興会調査部

調査資料(六)運 航実務者別取扱船腹調
日本海事振興会調査部

調査資料(七)交 易営団法案 日本海事振興会調査部

調査資料(八)大 日本海運株式会社法案参照条文集

日本海事振興会調査部

調査資料(九)特 殊会社債及特殊銀行債一覧表

日本海事振興会調査部

調査資料(十)海 運国有国営対民有民営問二関スル

諸家 ノ意見類聚 日本海事振興会調査部

(四)参 考資料

参考資料(十 一)海 運国営の実例に関す る資料

日本海事振興会調査部

参考資料(十 二)航 路ノー

亜細亜州⇔五大州相互航路

大洋州⇔欧羅巴州、北亜米利加州、南亜米利加州相互航路

世界一周航路に於ける主要国定期船腹一覧表

日本海事振興会調査部

参考資料(十 二)航 路ノニ

国際貿易航路に於ける本邦定期船腹地方別一覧表

日本海事振興会調査部

参考資料(十 二)航 路ノ三

亜細亜州々内航路、大洋州々内航路

亜細亜州⇔五大州相互航路

欧羅巴州一大洋州、北亜米利加州一大洋州

南亜米利加州一大洋州、各相互航路

世界一周航路

各社定期船配船状況 日本海事振興会調査部

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1943/2/1

1937/12/00

1937/12/00

1937/12/00

017-304調 査部作成資料 第二輯

焼球機 関に就いて 日本海事振興会調査部

戦時決戦態勢下小型船の造船構想

日本海事振興会調査部
鋼底 日産丸二対スル 日本海事振興会 ノ調査報告

第一次世界大戦中に於ける英国港湾能率改善対策

港湾荷役 と軍性

1943/3/00

1943/6/00

1943/7/00
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潜水業と潜水士 日本海事振興会調査部

海外海運情報(一)日 本海事振興会調査部

参考資料(十 二)航 路ノ四 日本海事振興会調査部

昭和十二年現在本邦不定期船配船状況

参考資料 十三ノー 日本海事振興会調査部

大東亜共栄圏に於ける物資移動と海運(一)(主 要物資生産量調)

参考資料 十三ノニ 日本海事振興会調査部

大東亜共栄圏に於ける物資移動と海運(二)(要 輸送物資量調)

船舶の保有及運航ノー元的機構設立ノ急務二就テ

機帆船曳航ニヨル輸送カ ト所要燃料算定

関門/阪 神 石炭 ミリ/門 司 原油 日本海事振興会調査部

海洋燃炭曳船と其の積揚港に関する調査 調査部

海洋燃炭曳船の件 調査部

海事関係調査資料第一輯 木造船の用材に就て

日本海事振興会調査部

海事関係調査資料第二輯

独逸及ソ連の最近石油事情

海運企業再編成二就テ

各国の植民地海運政策と植民地海運の資本関係

海外海運情報(二)

木造船海難救助二就イテ

1943/7/00

1943/7/00

1943/7/00

1943/7/00

1943/8/00

1943/9/2

1943/10/4

1943/10/8

1943/10/00

日本 海 事 振 興 会1943/11/00

日本 海 事 振 興 会1943/11/00

日本 海 事 振 興 会1943/10/00

日本 海 事 振 興 会1943/11/00

日本 海 事 振 興 会1943/12/00

018-005調 査部作成調査及資料 第三輯

戦時海運庁案二就テ

海洋曳船ニヨル運航能率 強案

海事関係調査資料第三輯

第一次世界大戦に於ける独逸海運復興施策

日本海事振興会

日本海事振興会調査部

日本海事振興会

(主として戦後よりナチス政権確立造の経過を中心として)

六大都市を中心とせる銃後生活必需物糧の曳航船輸送

日本海事振興会

海外海運情報(三)最 近に於ける瑞典海運事情

日本海事振興会

昭和十八年度南方木造船及機関製作建造状況

日本海事振興会調査部

昭和十八年度南方木造船用機関現地製作建造状況1943/10/28

第八十四回帝国議会貴族院予算委員第五分科会

(農商省、運輸通信省)議 事速記録第二号所載
「潜水事業二関スル質疑応答」 日本海事振興会

海事関係調査資料第四輯

第八十四回議会に顕はれたる海運施策の方途

日本海事振興会調査部

海事関係調査資料第五輯

海運ヨリ観タル英米ノ抗戦力 日本海事振興会調査部

スマ トラ、ジャワ、セレベス諸港現状報告

日本海事振興会調査部

海外海運情報(四)日 本海事振興会

海外海運情報(五)日 本海事振興会

部分式溶接構造にかかる強稜線型船体の曳船

海事関係調査資料第六輯 第二次世界大戦勃発 と

海上運賃及傭船料 日本海事振興会調査部

1942/12/00

1943/6/00

1943/12/00

1943/12/00

1944/1/00

1944/2/00

1944/2/00

1944/3/00

1944/3/00

1944/3/00

1944/4/00

1944/4/00

1944/4/00
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南方現住民潜水士養成 に関す る具体案
日本海事振興会調査部

「米英の戦後海運政策(草 案)」 に対す る当方参考資料
日本海事振興会1944/7/5

海事関係調査資料第七輯

船員食糧問題 一船舶用食糧配給機構二就テー
日本海事振興会調査部

今次大戦反枢軸国側喪失船腹 日本海事振興会

海外海運情報(六)

海外情報(七)米 国造船高明細表 自1943年1月 至同年12月
日本海事振興会調査部

調査研究資料第一輯 軍需会社法に関す る考察

軍需会社法、特にその生産責任制の舶運航部門への

準用問題 に就て 日本海事振興会

調査研究資料第二輯 船員問題の核心的考察

船員身分確立に関して

船員徴員方法 日本海事振興会

海外海運情報(八)

海外海運情報(九)

海外海運情報(十)

海外海運情報 第十一号

海外海運情報 第十二号

海外海運情報 第十三号

海外海運情報 第十四号

海外海運情報 第十五号

日本海事振興会

日本海事振興会

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

日本海事振興会調査部

1944/4/00

1944/7/00

1944/3/00

1944/7/00

1944/7/00

1944/7/00

1944/10/00

1945/2/00

1945/5/00

1945/8/00

1945/9/00

1945/10/00

1945/12/00

1946/2/00

1946/3/00

海上輸送状況調査資料

019-005第 二編海運 第三章輸送 第一輸送状況
"(イ)物 動計量資料

no.1～no.10"

第一四半期企画院物動 ト輸送計画対比調

物動運営上C船 確保二関スル参考資料

(第一、四半期 ノ輸送状況)

昭和十八年度海上輸送

昭和十八年度物動見透検討資料(輸 送関係)

昭和十八年度物動見透検討資料

二対スル船腹増減二依ル見込修正

17年 度物動 ト18年 度物動 トノ輸送物量比較

連絡会議二於ケル企画院総裁説明資料

昭和十八年度下期南方運送石油輸送計画(案)

昭和十八年度第四、四半期物動輸送二関スル検討

昭和十八年度C船 輸送力 ノ見込再検討 ト鉄鋼関係 トノ検討

昭和18年 度機帆船輸送力算定表

企画院

企画院

企画院

企画院

企画院

企画院

1942/6/1

1942/5/30

1942/11/30

1942/12/5

1943/3/9

1943/6/7

1943/10/25

1943/3/15

1943/1/27

019-141第 二編海運 第三章輸送 第一輸送状況
"(イ)物 動計量資料

no,11～no,22"

第九節 重要物資輸送対策要綱

戦時経済 ト海運国策」第四章官民協力期 安 田文助

昭和十五年度物動計画 ト船舶輸送量

船舶徴傭関係
1940/4/24
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船舶徴傭二伴フ物動計画調整要領

六月二十九日連絡会議提出案二依ル

AB船 舶徴傭ノ物動二及ボス影響説明資料

十八年度下期以降船舶徴傭二関スル検討

企画院第二部

企画院

企画院

鉄鋼関係 昭和十九年度鉄鋼生産計画二関スル検討大綱

非鉄金属関係 十九年度銅生産二関スル検討

軽金属関係 昭和十九年度軽金属生産計画二関スル検討大綱

石炭関係 昭和十九年度石炭検討

七月海上輸送カニ就テ 海運総監部

国家総動員業務及生産力拡充事務二関スル連絡協議方法ノ件

官房企画課長

戦時陸運の非常体制 鉄道省

未定稿 物動輸送史(第 一輯)(財)国 民経済研究協会

第六章 事変下造船、船舶に関する物資政策
「戦時経済 ト海運国策」第四章官民協力期 安田文助

1943/6/24

1943/6/28

1943/9/14

1945/6/12

1941/3/13

019-273"第 二編海運 第三章輸送 第一輸送状況概況資料no.1～no.2"

大東亜戦争 中二於 ケル物動輸送 ノ推移

国民経済研究会 「物動輸送史」 第一輯 序文

昭和十五年度重要物資所要船腹調(日 本不定期船)

昭和十五年五月(対 四月十五 日付輸送見込表)管 船局

第二編海運 第三章輸出 第一輸送状況(ロ)輸 送計画資料no.1～no.15"

十六年度第一、四半期船腹割 当調書(500屯 以上)

共同引受物資二関スル件

不定期船船腹計数表

不定期船積重要物資所要船腹換算明細

物動輸送史編纂会第七回例会配布資料 目録
九州山口炭機帆船積船腹割当表(西 日本分)

十六年度重要物資輸送可能量

月別海上輸送計画資料提示方ノ件

定期船積載能力調

近海定期船重要物資積載能力調

海上輸送重要物資指定品目

第十組雑貨雑品共同蒐貨(暫 定)実 施要領

昭和十五年度海上輸送物資数量調査表

硫安昭和15年4月 ～16年3月 船舶発着予想

逓信省管船局監督課長

管船局輸送課

船監

遠洋課

逓信省管船局長

管船局輸送課

管船局遠洋課

管船局輸送課

1940/12/10

1941/5/7

1941/1/7

0000/4/1

1944/6/00

1941/4/9

1941/5/7

1941/6/21

1941/8/9

1941/8/15

020-005ば ら資料

海運機構 ノ改組案

船舶運営会ノ運航実施引継要領

運航実務者二十二社主要港66港 店舗調

船舶運航体制緊急整備要領

昭和十四年度配船定計書樹立二関スル件(幹 事会決定)

配船表 昭和二十年四月 海運輸 第61号

海軍省兵備局

企画院 交通委員会

海運総局海運局輸送課

1943/1/15

1945/2/26

1944/11/1

1939/7/6

1945/4/7
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020-080国 家船舶関係(輸 送)壺 井事務官

民需輸送状況二就テ

鋼船修繕 ノ道 他

四月中荷役実績表 他

戦力会議資料 九月汽船海上輸送要領 他 戦力会議主務者

灘 難 藷 欝21至_1鑛 鵬
昭和20年1/7～31/7物 動海上輸送実績表(還 送)

交通ヨリ観 タル食糧事情 大陸第十課

大陸向移駐施設輸送現況 海運総監部

海運指第八号別冊

七月船舶輸送作戦実施要綱 海運総監部

八月輸送力算定作業進度及分担 嬉野中佐

(戦力会議資料)七 月海上輸送力二就テ(思 想統一資料)
海運総監査

六月揚陸地別品 目別集計表

六月物動配船計画内容

国内戦場化二伴 フ具体的施策中国家船舶二就テ(案)

荷役力向上二関スル件

五月物動輸送 ノ現況二就テ(六 月第二次戦力会議資料)

海運総監部

海運総監部

海運総監部

海運総監部

1945/5/10

1945/5/10

1945/5/1

1945/8/11

1945/8/1

1945/8/5

1945/7/19

1945/7/11

1945/6/26

1945/7/8

1945/6/12

1945/5/27

1945/6/13

1945/6/19

1945/5/25

020-241ば ら資料

支部所属船舶調査表 他

陸軍徴傭船 ノ使用割 当 「其ノニ開戦当初」他

船舶の不足力二及 シタル影響(日 本陸軍ノ地上作戦)他

軍需品船舶輸送計画同実施表

自1941年 至1945年 他 軍事課

開戦以降A,B,C船 航路別内訳

運航機帆船及船腹調 昭和18年 他 総局輸送課

特別船舶輸送実績 一月分

特別船舶二月輸送実績
一

,二 月分輸送実績御報告並二表彰申譲 ノ件

三井近海機船株式会社 中西次郎

支那沿岸航路就航船状況

雑貨輸送実績推移線表

南鮮中継満支貨物汽船配船計画 日数 ト輸送実績対比表

九州山口炭機 関別海上輸送計画対実績

改E船 油槽運航実績表

海上輸送 ノ実績

不定期船調

改E船 名明細表

不定期船運航報告書二基 ク調査一括 第三年報告

自昭和十四年十月 至昭和十五年九月 一 ヶ年間

輸送部

輸送部

管船局近江課

1944/1/1

1941/12/00

1945/11/00

1945/2/7

1945/3/7

1945/3/6

1944/12/00

1944/3/5

1945/4/00

1945/1/00

1944/9/20

1941/5/00

021-0055/20船 裏 日本揚陸計画

1/20海 上輸送力計画二関スル設想

国家船舶及港湾一元運営実施要綱二関スル件

海運総局輸送課

海運総局

運輸通信省

1945/4/23

1945/4/1

1945/4/15
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敵航空機雷作戦二対スル海運対策 軍務局第三課
燃油船名表 海運総局輸送課

戦時標準船入渠検査修繕工事報告 第42号

自昭和20年2月19日 至 同2月25日

船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第17号

自昭和20年2月19日 至 同2月25日

船舶運営会運航局保船部
昭和二十年一月帆船類輸送実績総括表 他

西日本石炭輸送株式会社
二月配船組入新造遅延状況

2/20液 体燃料供給力計画

関門船用炭専用貯炭場設置ノ件 海運総局

4/19主 要着地別海上輸送計画表 企画局第二課

九州 ・山口炭積出日報(2月1日 分)他 海運総局海運局輸送課
一九年第二、四半期以降二於ケル南方配船復帰状況調

昭和20年1月 中修繕状況 船舶運営会調

昭和20年1月 下旬積揚地別石炭輸送実績表

船舶運営会運航局計画部調

昭和19年12月 分海上輸送実績総括表

昭和19年12月 分日満支関係海上輸送実績集計表 他

船舶運営会運航局計画部調

計画運航体制確立立立二之ガ確保推進二関スル暫定措置

12月 及1月 二於ケル運営会引渡船 ノ就航状況調

大型船、小型船運航能率状況調査集計表

自昭和十九年七月一日 至昭和十九年九月三十 日

船舶運営会調経理局管理部

三/一 九 十二月C汽 船積海上輸送計画調書(第 一次改訂 ・全面的)

運輸通信省海運総局海運局輸送課

1945/4/8

1945/2/00

1945/2/25

1945/2/25

1945/2/10

1945/2/13

0000/2/1

1945/1/25

1944/9/30

1944/11/00

輸送力増強対策関係資料
021-333増 強協議会関係 壺井事務官

海上輸送力非常増強協議会、事務局宛提出資料整理分担表

2/19C船 海上輸送計画推移状況

機帆船現有勢力調査表 運輸通信省海運総局

国家使用木造船船腹調査表 海運総局輸送課

保管期間三ヶ月以上経過貨物在庫調 横浜海運局管内

各港二於ケル入港船滞船調

木造船計画 ト実績ノ推移*昭 和17年 度、18年 度

昭和十九年度修繕用主要資材県別配当目標案

船員二関スル概況説明ノ骨子(案)

船員ノ福利厚生施設ノ推移

戦時標準型貨物船造船造機竣工一覧表 海運総局船舶局

海上輸送力非常増強上措置スベキ事項

第一次曳船動員ノ強化促進二関スル件

(参考)海 上輸送力増強対策事項

船員関係資料 船員及予備船員数調 他

木造船関係資料 木船建造計画 ト実績 ノ推移

港湾関係資料 昭和十八年度中

各月別港湾荷役実績平均指数調 他七件

1944/8/12

1944/7/17

1944/8/1

1944/5/25

1944/8/17

1944/8/20
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輸送関係資料 海上輸送力推移(総 括)他10件

021-536太 平洋戦争 中二於ケル汽船及腹量ノ検討(第 一回中間報告)海運総局輸送課

昭和16年11月 末現在登簿船簿 他

昭和十六年十二月一 日現在本邦保有外国船舶表 他

1941年12月 ～1945年 度 汽船、油槽船竣工実績表 他

太平洋戦争中二於ケルC船 一船別要領 海運総局輸送課

ばら資料

臨時船 管理法第四条二依ル許可方針

五 防衛 ノ強化 輸送課長

物動輸送史第一輯序文

大東亜戦争中二於ケル物動輸送 ノ推移 国民経済研究会

不定期船往航利用配船二関スル件

戦時海運の増強*新 聞切 り抜 き

輸送力増強一船腹捻出一対策ノ内容

輸送力増強推進事務打合状況

*同 様2部 ア リ

管船局長

海運総局輸送課会報

九州山口炭海上輸送力増強推進協議会幹事会開催 二関スル件

九州山口炭海上輸送力増強推進協議会

海上輸送力増強対策

海軍海上監視班呼班 第十報

二 配船予定船ハ左 ノ トオ リ

野田卯一

軍需省、運輸省

門司海運局次長

1946/5/13

1941/7/26

1942/12/17

1945/3/2

1945/2/10

1943/12/30

1945/2/10

船員管理関係資料

022-005船 員水先人海難審判等二関スル統計1937/12/00

船員手帳受有者数

認定商船学校

遭難船及遭難者 他

造機関係内示工場綴

措置事項 船員部関係

昭和二十年度海上輸送力増強確保方策二伴フ船員対策

小型船舶職員養成強化措置要領

船員管理組織実行委員会第二回幹事会議事録

第一日

第二日

第三日

船員管理組織実行委員会第三回幹事会議事録

船舶向食糧品地方別取扱順位一覧表

船舶用食糧二関スル件

海員服1249号

海員服739号

船員用主要副食物都道府県別所要量調

第二回船員管理組織実行委員会議事録

第三回船員管理組織実行委員会議事録

船員管理組織実行委員会第三回幹事会議案

船舶運営会船員局船員管理機構改正要綱案

地方木船船員部機構其他案

船舶運営会船員局所要数表

企画課長

門司海運局

船員局

運輸通信省海運総局長官

運輸通信省海運総局

1943/6/00

1945/4/13

1945/1/6

1944/11/16

1944/11/17

1944/11/18

1944/12/13

1944/7/1

1944/12/9

1944/7/29

1944/11/22

1944/12/5

1944/12/13

1944/11/22

1944/10/10

1944/11/1
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昭和十九年度第二、四半期船員需給調

昭和十九年度第一、四半期船員需給状況

昭和二十年度船員需要調(20屯 以上ノ船舶)

高級船員(甲 機)需 要調(500屯 以上)
昭和十九年度海運局別乙造船新造船乗組員需要調

戦標船定員表

船員管理組織要綱(案)

船員身分二関スル閣議決定急速具体化分担表

船員管理組織要綱(案)

政府ノ行フ事務

船員福利厚生援護一時金及扶助

船舶運営会支部

船員管理組織二関スル打合ノ件

海上輸送力非常増強協議会事務局

船員管理組織要綱(案)船 員局

船舶運営会船員管理機構ノ推移

戦時海運管理令二於ケル船員事務ノ態容

構成員店舗地域別

船舶運営会地方組織

船舶運営会支部出張所一覧表

海運局別戦時海運管理令ニヨル船員徴用ノ為ノ出頭要求人員数

船舶職員試験施行状況

各海運局管轄区域別船主船舶数調20屯 以上 四月現在

各海運局管轄地域別船員事務密度判定資料

機帆船動員二伴フ機帆船乗組員二対スル能率奨励金交付二要スル経費

水先人関係従業員並二業務ノ運営会二吸収 ノ件 門司海運局

船員公葬ノ簡素化二関スル件 門司海運局

船員向特配物確保状況 門司海運局

ばら資料

船員用割当物資ノ現物化促進二関スル件 門司海運局

戦時海運史編纂要綱資材 第五編 船員

第二章 船員行政機構、船員関係団体

第七章 船員厚生施設

第三章 船員教育及養成

1944/8/12

1944/8/17

1944/8/15

1944/8/11

1944/7/1

1944/8/26

1944/8/23

1944/8/22

1944/8/12

1944/8/5

1944/8/14

1945/4/13

1945/4/13

1945/5/7

1945/4/13

022-129昭 和十五年度重要政策事項

船舶二関スル試験研究施設ノ拡充

高級船員ノ組織的短期養成方策ノ確立

普通船員ノ獲得及保持方策ノ確立

海上労務統制方策ノ確立

船員職業紹介事業ノ国営 他10件

本邦海運概況(十 一月)

船舶職員法中改正法律実施 他

船舶保険法中改正法律案要綱発表 他

船員動員令公布 他

管船局

調査係 二部 社長室調査課

(十二月)

(一月)

(二月)

船舶運営会強化二伴 ヒ運航実務者制度廃止決定 他

1939/6/21

1944/12/11

1945/1/24

1945/2/26

海上輸送護衛関係資料

022-167輸 送護衛関係摘要綴 坪井輸送課長 1940/7/7
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(*札 アリ戦時海運史資料、坪井資料 ト裏面表記)

国家船舶(C)現 況 海運総監部

七月一 日現在国家船舶汽船船名表 海運総監部

国家船舶総括表

第一表 戦傷船(長 期修理)～ 第十二表 支那航路 ヨリ復帰

日本海方面各港二於ケル海軍掃海兵カノ現状

瀬戸内機帆船二対スル陸軍兵力援助概況要図

日本特攻輸送準備調査報告 海総第二班

能登半島以北揚塔地区設定一覧表 海総第二班

14/7～15/7敵 機動部隊来襲ニ ヨル船舶損傷(東 北 ・北海道地区)

海運総監部

2/20機 帆船海上輸送力総括表

1945/5/15

1945/7/1

1945/7/20

1945/7/22

1945/7/20

1945/7/19

022-304海 運総監巡視二対スル状況報告 朝鮮之部

南鮮船舶隊鎮海揚塔司令部 朝鮮軍管区指令部

続 現状報告(2)

別紙1第 一船舶輸送司令部南鮮船舶隊編成表

2第 一船舶輸送司令部南鮮船舶隊配置要図

3南 鮮諸港々湾荷役カー覧表

4特 攻朝輸送実績一覧表(7月5日 現在)

5特 攻朝輸送計画 ト実績 ノ対照表(6月25日 ～7月7日)そ の他25ま で

022-372敵 航空機雷作戦二対スル海運対策 軍務局第三課

敵航空機雷作戦二対スル海運対策 軍務局第三課

敵航空機雷作戦二対スル海運対策 軍務局第三課

機帆船 ノ陸軍徴傭二関スル件 海運輸第966号

陸輸通信省海運総局海運局長

船舶救難機構 ノ確立整備 二関スル件

海護総機密第20-3

防空防衛関係予算ノ件

敵襲下二於ケル船舶運航確保対策二関スル件

門司海運局

海上護衛総司令部

門司海運局

門司海運局、運営会門司、若松支部西 日本社木協西部事務局協議決定

大島避難港設置燈台通過報及内海航行汽船 ヨリノ無線通信二関スル件

門司海運局
海軍海上監視班存置方二関スル件 門司海運局

海上護衛強化二依 リ航海 日数短縮セル実例

ばら資料

関門港(田 浦)通 過船舶調査表 門司海運局

門司海運局田ノ浦木船監視所調

船舶保護法(抜 粋)

1945/4/8

1945/4/8

1945/4/8

1944/6/2

1945/4/13

1945/3/15

1945/4/13

1945/4/5

1945/4/13

1945/4/13

1945/3/28

1945/5/7

そ の 他

023-005 小型汽船委員会統制委員会

近海汽船同盟会 客員各位

近海区域第一区拡張二関スル件 他

小型汽船統制委員会規程 他

船費補償算定案 他

九州各地積内地各地揚石炭運賃

小型汽船統制委員会

1941/11/00

1941/5/2

1940/11/1

1941/2/22

1941/3/3
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小型汽船統制委員会委員総会々議録 他

小型汽船統制輸送組合規程 他

貴配給部会細則二依ル報告ノ件 他

会員各位 渡支法人暫定取扱二関スル件 他

帝国船舶二対スル注意

貨物引受審査申請書 他

三井物産株式会社

近海汽船同盟会

海軍省
三井物産株式会社若松支店

小型船傭船料標準率(小 型汽船統制委員会制定)他

海運統制委員会 小型汽船統制委員会 規約及細則

(社)日 本海運集会所編纂

1941/2/22

1940/10/19

1940/6/11

1940/1/22

024-005海 運 自治統制委員会概要報告 海運 自治統制委員会

ばら資料

運輸省官制 他

船舶建造及修繕用物品関税免 除並奨励金交付額表 他
"
no.2～4第 八章海運の統制 と国家管理 他"

「日本戦時海運論」藤川洋
"
no.5第 二章海運統制の沿革概観"

「戦時海運管理令概説」今井 田研一郎
"
no.6～8海 事行政機構 他"

「戦時海運論」 日本経済連盟会時局対策調査課
"
no.10第 三編 大東亜の海運"

「世界変革 ノ大戦 ト海運」平井好一
"
no.19,27,33,34本 邦海運政策の推移 他"

「海運」岡崎幸壽
"
no.2海 運 自治統制委員会概要報告"海 運 自治統制委員会

"
no.3海 運 自治連盟概要報告"海 運 自治連盟

九月監査会議資料編纂要領 輸送課監査係長

計画運航体制確率(運 航監査行政機構設置)二 関スル件(案)

1939/1/31

1938/12/12

1939/1/31

1945/1/20

024-240海 運諸団体

近海油鎗船協会規約 他

日本タンカー協会規約 他

東海運輸交易股分有限公司 設立趣意書

(財)日 本海事振興会設立発起人会議事録 他

(財)日 本海事振興会寄付行為(財)日 本海事振興会

九月例会記録 他 大連海運業集会所

第十期決算報告書 自昭和14年1月1日 至 同12月31日

海運連合会

第七回事業報告書昭和十五年度予算案出資者名簿

昭和14年 度(社)日 本海運集会所

本邦貨物船配船表(東 洋海運株式会社)(社)日 本海運集会所

(社)日 本海運集会所 定款並会員規則 会員名簿

近海タンカー懇話会規約案 他

*細 かい伝達事項等 アリ

1941/5/00

1940/11/9

1940/11/00

1939/12/31

025-005海 上輸送協議会設置要綱

(第一編第四章)

髭時輸送委員会設置要綱 閣議決定

海務院 1942/1/22

1942/1/6
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第七十六議会 東亜海運会社法資料

東亜海運会社法案

本法中商法引用条文抜抄

東亜海運会社法案参照条文一覧

東亜海運会社法案提出理由説明書(本 会議用 ・委員会用)

東亜海運会社法案想定質疑応答(其 ノー)

東亜海運会社法案想定質疑応答(其 ノニ)

(暫定会社二関スル事項)

東亜海運会社法案想定質疑応答(其 ノ三)
一対支海運方策二関スル件一

東亜海運会社事業

目論見書

日華海運株式会社(東 亜海運会社)設 立二関スル閣議決定

壺井

逓信省管船局

暫定会社 ノ事業概要

東亜海運会社定款

東亜海運会社 第三期 自昭和十五年四月一 日 至同九月三十 日

営業報告書、損益計算書、貸借対照表、財産 目録、利益金処分案

東亜海運会社投資先事業内容

1940/9/30

026-005沿 岸水運ノ改善二就テ

田邊逓信大臣訓示

次官指示事項

於 第二十六回逓信局長会議

1.昭 和14年 度予算に関す る件

2.時 局下に於ける郵便事業運営に関す る件

3.昭 和14年 度に於ける電信及電話の施設に関する件

4.放 送事業に関する件

その他7件

ばら資料

第五章国家管理期(第 三期)

第一節 経過概要～第七節 輸送統制の方式
「戦時経済 と海運国策」 安 田文助

六 海運関係各種要綱 ・法規集

戦時海運管理令解説 海務院運航部第一輸送課長 今井田研 一朗

戦時海運管理令公布 ノ経過(大 東亜海運研究)日 本経済連盟会調

第一 戦争における重要政策要綱

東亜海運株式会社法

五 英 ・米 ・独 ・伊最近海運事情 日本経済連盟会調査課

第六章 欧米海運 と戦時統制 「戦時経済 と海運国策」安田文助

詔書(昭 和十五年一月三十一 日 勅令第三十八号)

臨時船舶管理法

海運統制令 その他法令

船舶管理要綱 定例閣議決定

海運管理要綱 他

戦時海運管理令、施行規則

戦時海運管理令関係書式雛型

船舶運営会定款

海運統制令 他 「海運関係各種要綱 ・法規集」

第三章 自治統制期(第 一期)「 戦時経済 と海運国策」安 田文助

1939/6/22

1939/5/8

1940/1/31

1941/8/19
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26臨 時船舶管理法 「海運」岡崎幸壽

海運自治連盟概要報告

海運自治連盟臨時傭船部概要

海運自治連盟 1939/1/31
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造船計画資料

027-005油 槽船工事進捗状況調大阪府

油槽船割 当要求量

ば ら資料 一月中一般船舶建造状況調

計画造船関係綴(第 八十回臨時議会関係)

計画造船 ノ実施確保二関スル件

計画造船 ノ実施確保二関スル基本方針

計画造船 ノ実施確保二関スル件

産業設備営団法改正法律案

計画造船ノ実施促進二関スル件

参考 計画造船関係業務資金調達力調

計画造船遂行二伴フ労務要員補充方策

船舶特別会計 ノ検討

近畿地方行政協議会

海運総局

海軍艦政本部総務部商船班

長官

船舶特別会計設置ノ場合二於ケル建造発注及

売払ノ手続拉二会計上ノ実際措置

船舶特別会計設置二伴フ海務院機構拡充案

船舶特別会計設置二伴フ海務院新規要員

船舶建造及譲渡二関スル資金計画及総括事務処理ノ

総括事務処理ノ為ノ新規要員

戦時船舶営団機構案

戦時船舶営団所要人員

産業設備営団法中改正法律案立立二船舶建造融資補給及

損失補償法中改正法律案要旨説明書(委 員会)

船舶建造融資補給及損失補償法施行令改正(案)

船舶建造融資補給及損失補償法改正(案)

船舶建造融資補給及損失補償施設改正要綱

船舶建造融資補給及損失補償法中改正法律案参照条文

船舶建造融資補給及損失補償法関係法令

昭和十七年度及同十八年度重要政策事項

海務院、海軍省間内協議事項

戦時木造船計画ノ実施二関スル件

既契約注文主及造船所ノ計画変更二依ル損失補償

舶用機械統制組合設立要綱

舶用内燃機統制組合設立要綱

舶用内燃機製造業整備要綱

戦時造船対策二関スル件

機帆船二関スル事項

企画院案二対スル意見

船舶ノ建造又ハ譲渡ノ価格決定処理要領案

戦争危険全損船舶補償額基準案

海務院

海務院

海務院

逓信省管船局

造機課

造機課

海務院

小委員会

1939/9/25

1945/2/6

1954/1/15

1942/5/6

1942/5/6

1942/5/6

1942/5/12

1942/5/14

1942/5/7

1942/5/19

1942/6/8

1942/5/22

027-118昭 和十五年度二於 ケル造船計画遂行二関スル件 秘

造船計画遂行承認二関スル措置要領

造船計画遂行承認二関スル件

木造船 ノ建造計画 ト其 ノ後ノ変更

造船力増強及び輸送力強化対策二関スル建議書

造船力増強対策の焦点

海運総局

(社)工 政会

1945/2/15

1943/4/00
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造船力増強と鋼管増産対策

造船力増強と鋼板及 トーマス鋼

造船力増強に対する労務対策

現有輸送力の高度活用対策としての石炭輸送の合理化 他5件

昭和十八年度第六次戦時標準型木造船

(木鉄交造船ヲ含ム)割 当総括表

新二第二次木造船建造方策ヲ定メ再出発スベシ 渡邊四郎

十九年度内地木造船建造計画(改 三)

木船稼働北陸地区促進班現地指示事項

引渡及稼働促進二関スル件

昭和二十年度甲造船計画二関スル件

20年 度甲造船計画建造方針

船舶建造拉二修繕二関スル対策

甲造船計画変更二関スル件

甲造船建造拉二修繕二関スル対策

日本海方面船舶修理能力増強案

木造船計画二関スル意見

閣議決定 「最高会議報告」案

造船委員会分科会

陸軍案

交通課

海軍艦政本部総務部商船班

木造船建造特別価格報奨励制度実施細目(案)

昭和十九年度小型油鎗船々腹拡充二関スル件

首題ノ件御詮議ノ上之レガニ実施方御処置相賜度此段上申し候
船舶運営会 総裁

合板船建造実施方策 海船舶第1396号

戦時標準型鋼船建造ノー般方式二関シ要望ノ件

戦局二伴フ甲造船計画変更ノ件

海運総局船舶局

運輸通信省海運総局長官

海軍省兵備局

1944/4/19

1944/12/00

1944/8/24

1944/10/12

1945/1/22

1945/1/7

1945/3/31

1943/11/30

1944/10/10

1945/1/27

造船事業法関係資料

027-258造 船事業法関係法令 壺井

造船事業法案関係参照法令集(一)管 船局造船課

造船事業法施行令案関係参照施行令集 管船局造船課

逓信公報3339号

3466号

航空機技術委員会官制 勅令第610号

航空機製造事業法施行二関スル件 他

造船事業法案参照条文一覧

百貨店法 法律第76号

造船事業法案要綱

ばら資料

木造船ノ強化二関スル海運局二対スル要請 船舶局

戦時標準型貨物船(無 動力)ノ 被曳船装置二関スル件

運輸通信省海運局船舶局長

造船造機工事状況一覧表*グ ラフ

1938/3/31

1938/8/29

1938/8/30

1937/8/14

1945/2/7

1944/4/8

戦時造船成績調査資料

028-005戦 時建造船成績調査 第二回 其ノー

A型

BT型

E型

FD型

日本海事振興会船舶研究部

1隻 川南工業香焼島造船所建造

2隻 東京石川島造船所 ・浦賀造船所建造

4隻 東京造船所 ・川南工業深堀造船所建造

1隻 清水三保造船所建造

1944/10/00
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K,R,S型3隻 鶴見造船所建造 ・三菱重工(株)神 戸造船所 ・日立造船因島造船所建造

TM型2隻 三菱横浜造船所 ・三菱長崎造船所建造

戦時建造船成績調査 其 ノ三 日本海事振興会船舶研究部

改A型5隻 川南工業香焼島造船所建造 ・三菱重工(株)神 戸造船所

BT型

C型

改D型

改E型

KRS型

LTM型

2隻 浦賀造船所建造

1944/9/00

3隻 大阪造船所 ・尼崎造船(株)建 造 ・九州造船(株)・ 若松工場建造

3隻 名村造船所 ・浪速造船所

8隻 三菱重工(株)・ 若松造船所建造 ・川南工業深堀造船所建造

1隻 鶴見造船所建造

1隻 日立造船(株)・ 桜島造船所 建造

028-154 戦時建造船成績調査(第 一回報告其の一)

A型

改A型

B型

C型

D型

ED型

改E型

日本海事振興会

7隻 川南工業香焼島造船所建造

1隻 日本鋼管鶴見造船所建造

3隻 東京石川島造船所 ・三井造船所建造

6隻 上海三菱江南造船所 ・大阪造船所建造 ・笠戸船渠(株)

栃木若松造船所 ・播磨造船所建造

12隻 川南工業浦之崎造船所建造 ・川南工業香焼 島造船所建造

1944/1/00

(株)大 阪造船所 ・笠戸船渠(株)・ 栃木若松造船所 ・藤永 田造船所

尼崎造船所 ・(株)中 田造船所建造

11隻 中田造船(株)・ 佐野安船渠(株)・ 古部造船鉄工所 田熊工場

尼崎船渠(株)・ 川南工業深堀造船所 ・川上造船所建造

(株)「 日本ディーゼル」造船所

2隻 川南工業深堀造船所建造 ・東京造船所建造

F型 及類型14隻 広島県松浦造船鉄工所 ・東北船渠鉄工(株)・ 大阪市樋 口造船所

清水三保造船所 ・兵庫県武庫郡岡本造船所 ・東海造船(株)

金指造船所 ・中田造船(株)・ 川上造船(株)・ 朝鮮重工業(株)建 造

松浦鉄工造船所 ・(株)石 原造船所建造

K型7隻 三菱神戸造船所 ・日本鋼管鶴見造船所

TL型2隻 長崎三菱造船所

TM型 及類型7隻 長崎三菱造船所 ・三菱重工業横浜造船所 日立造船(株)

桜島造船所建造

TS型1隻 日本鋼管浅野造船所建造

028-314戦 時建造船 成績調 査(第 一 回報 告其 の二)

改A型

BT型

C型

D型

改E型

F型

K型

TL型

TM型

日本海事振興会1944/6/00

6隻 三井造船(株)玉 野造船所建造 ・日本鋼管(株)鶴 見造船所建造

1隻 東京石川島造船所建造

4隻 日立造船(株)向 島造船所建造 ・日立造船(株)因 島工場建造

三菱重工(株)上 海江南造船所建造 ・名古屋造船所建造

3隻 川南工業(株)建 造、名村造船所建造

14隻 三菱重工(株)広 島造船所建造 ・播磨造船所、川南工業深堀造船所建造
若松三菱重工業(株)建 造 東京造船所建造

3隻 山本造船鉄工所、(株)遠 藤造船所建造 ・(株)中 村造船鉄工所建造

1隻 三菱重工(株)神 戸造船所

2隻 川崎重工業(株)建 造

4隻 日立造船(株)因 島造船所建造 ・大阪桜 島 日立造船所建造 ・三菱重工(株)

横浜船渠建造 ・三菱重工(株)長 崎造船所建造
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造船史資料

029-005造 船史資料五号 企画課関係

北海道二於ケル木造船会社統合案 他

北海道造船(株)創 立委員長

淡路造船(株)創 立要綱案 他

労務調整令第二条ノ指定工場二関スル件 他

昭和十八年度又ハ十九年度二於イテ実施ヲ要スル重要案件

大阪造機工業会参考資料

事業計画資料綴(大 阪造機工業会)他

昭和十八年度海務院関係藁工品 他 年間需要調

現地調査報告書

有限会社北淡造船所々属整備二関スル件 他

十八年度乙造船計画要物動追加要望二関スル件 他

木造船業ノ再整備二関スル件 他

価格調整補給金制度要綱 他

第一回指定軍需会社名簿 他

戦時造船史 案(機 関々係)

松浦周太郎

海務院次長

海務院

大阪造機工業会

大阪府経済部

企画課長

神戸海務局 大阪支局

閣議決定

運輸通信省

日本海事振興会船舶研究部

1943/4/00

1943/5/28

1943/5/00

1943/5/00

1943/6/10

1943/6/29

1943/8/30

1943/10/00

1943/3/30

1944/1/7

1945/12/15

029-251造 船史資料 四号 海務院参与会議

海務院参与会議開催 ノ件 官房庶務課長

昭和十八年度物動輸送料 ト輸送力及其ノ需給調整計画概要

参考1,開 戦後二於ケル汽船輸送状況

2,昭 和十七年度汽船輸送実績 海務院運航部第一輸送

昭和十八年度第一、四半期

汽船(含 運航機帆船)積 輸送計画策定方針拉計画概要

海務院運航部第一輸送課

木船建造緊急方策要綱 他

昭和十八年度乙造船計画用主機関製造割当表

木造船船員需給対策二関スル件 他

逓信省委員関係書類 造船史六号

逓信省委員二対スル所管事項説明資料

航空局所管事項説明項目

木造船建造視察意見書 他

戦時標準船工事進捗状況調(進 水済)

海事関係団体一覧

閣議決定

海務院船舶部造機課

新委員初会合

昭和十七年度乙造船計画主機関計画及実績台数調書

昭和十七年度乙造船計画主機関計画調書

乙造船計画関係海務局別労務者調書 他

昭和十八年度乙造船計画用内示及労務者割当一覧表 他

海務院船舶部造機課

木船建造状況調 他 船舶部造船課

木船建造状況視察報告書 逓信省委員

逓信省委員

船舶部造船課

海務院

造機課

造機課

海務院船舶部企画課

1943/4/14

1943/4/16

1943/3/26

1943/1/20

1943/3/10

1943/3/13

1943/7/6

1943/7/6

1943/6/00

1943/6/30

1943/7/14

1943/7/10

1943/7/19

1943/7/00

1943/7/20

1943/8/10

1943/8/00

030-005戦 時造船史資料

船用品配給統制機関の機能と運営

戦時造船史編纂二関スル件

日支事変の概要

会社概要

日本船用品統制(株)

帝国海事協会

日本船舶用金物統制(株)

1946/4/4

1946/3/12
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戦時中の造船政策 産業設備営団第一船舶部

船灯製造業者統制の沿革 他 日本船灯(株)

新造船調 東部造船統制組合

日本船舶用機礒装統制(株)の 機能 と運営
日本船舶用機蟻装統制(株)

資料 戦時造船史

戦時中の造船

第一節 戦時中の船腹増減状況と新造船

第二節 建造計画の推移

十六年度以降月別船種別竣工総屯数

戦時造船史資料 三菱造船所

戦時中に於ける船舶修繕実績調 三菱長崎造船所
三菱長崎造船所戦時造船史

戦時標準船機関故障実例調査表(補 助機械ノ部)三 菱重工業長崎造船所

日本木造船組合連合会 造船史資料八号

昭和十八年度収支予算書

日本木造船組合連合会定款 附 定款細則 統制規則

南方地区木造船組合創立総会

昭和十七年度自十七年七月一日至十八年三月三十一日

日本木造船組合連合会事業報告

日本木造船組合連合会 役員 他名簿

木造船計画実行二関スル件

木造船二関スル件

十八年度木造船計画完遂案

木造船建造二対スルー元的責任機関確立ノ件

1945/12/15

1945/12/00

1946/2/12

1945/12/4

1942/7/1

1943/8/2

1943/9/27

1943/10/13

030-361太 平洋戦争中工数及作業統計 昭和17年 ～20年

三菱重工、長、船、造船工作部

新造船明細表 自昭和12年1月 至同20年11月

三菱重工(株)長 崎造船所

油槽船(1TL,2TL)薄 板工実働工数比較表 他

本邦造船所事業調 自昭和10年 至同19年 東北造船所

本邦造船所事業調 自昭和10年 至同19年 室蘭船渠

本邦造船所事業調 自昭和10年 至同19年 函館船渠

新造明細表 自昭和12年1月 至同20年11月

三菱重工(株)長 崎造船所

従業員数増減曲線 浦賀第一表

大東亜戦争中二竣工セル商船一覧表 浦賀第二表

造船部実働工数曲線 浦賀第三表

戦時標準船機関故障実例調査表(補 助機械 ノ部)

三菱重工(株)長 崎造船所

ご参考に供 し頂 き事項

昭和十六年の木造船計画に関する閣議決定 他

OntheJapanesemerchantshipsinbeing/GeneralMaritimeBureau .Ma》～1947
戦時造船史 和田海務官

中谷氏 原稿 戦時標準船の制定

戦時標準船機関部計画の大要 海運総局岡本課長

三井船舶(株)所 属船要 目表

三井船舶(株)所 属船要 目表

三井船舶(株)所 属船要目表

1942-1945

1945/11/00

1938/00/00

1938/00/00

1938/00/00
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大東亜戦争中鋼船増減表

戦時造船史資料

新構想に依るシングルウェイの進水に就いて

戦時造船史編纂資料

戦時造船史原稿

石川島重工業(株)

東京造船所

浦賀造船所

1946/1/00

031-005参 考資料(造 船史資料第一号～三十四号)木 造船建造本部

小造船業ノ整備二関スル件 他 海務院長官

乙造船計画船舶製造特別価格報奨

日本木造船組合連合会定款 他

木造戦時標準貨物船製造契約書 他

造船事務二関スル所管等ノ戦時特例二関スル件 他

造船用材企画規程 他

造船事務二関スル所管等ノ戦時特例二関スル件改定ノ件 他

木造船建造強化二関スル件 他

木造船非常増産及修繕強調期間実施要綱 他

1942/3/2

1942/2/4

1942/9/5

1942/7/28

1945/2/2

1944/1/7

031-287造 船史資料二号 企画課関係

木造戦時標準船ノ船価二関スル件 他

海務院制定総屯数250屯 型 第二次木造戦時標準船

船体部設計要領書案 汽船 他

乙造船計画船舶受渡二関スル打合セ事項(案)他

海務院、産業設備営団

木造戦時標準貨物船製造契約書 他

戦時標準型木造貨物船海上試運転用道府県別 六月分重油割当表

海務院運航部第二輸送課

木造船計画の輪郭 と基進捗状況 他
産業機械統制会調査課

第一次建造中止船損害金二関スル調査書 海務院

別紙①第一次建造中止船損害金一覧表

別紙②造船所別調査明細書 造船統制会企画課

船舶用金物製造業再整備実施要領 他

戦時標準型木造貨物船海上試運転用道府県別 七月分重油割当表

海務院運航部第二輸送課

木船建造ノ阻路 ト其ノ打開策 海事振興調査会幹事会

昭和十八年度乙造船計画船舶製造特別価格 奨励制度実施要綱 他

特殊油槽機帆船実用試験報告 他

1943/5/00

1943/6/00

1943/1/23

1943/2/6

1943/7/00

造船事務関係資料

032-005造 船事務二関スル所管事務一部移管二伴フ経費ノ減少 船舶部長

海軍艦政本部所管造船所

検査事務処理ノ件申進 他 海務院船舶部長

造船事務二関スル所管等ノ戦時特例二関スル件改正ノ件 他

造船事務 ノー部移管二伴フ船舶部予算定員減員調書 他

昭和十七年勅令第六十八号造船事務二関スル所管等ノ

戦時特例二関スル件

海運ノ現状二就テ

1942/8/26
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計画造船実施方策 船舶部長

船舶部予算定員調書 他

戦時標準船建造造船所割当案

造船事務等移管二伴フ人員調書

造船事務二関スル所管等ノ戦時特例改正案関係事項海軍艦政本部総務部別室

船舶部所管事項分類 他

船舶部関係官制定員調書 海務院

海務局別船舶検査旅費使用調書 他

海事審議会ノ運営二関スル事項

船舶ノ建造又ハ譲渡価格決定処理要領案

1942/7/13

1942/6/23

1942/6/27

1942/6/2

1942/3/17

1942/6/10

032-201造 船事務二関スル所管等 ノ戦時特例ノ改正二関スル説明資料
海務院事務部長宛 八木大佐

造船事務二関スル所管等ノ戦時特例二関スル件改正 ノ件

戦時特例改正案二依ル逓信大臣 ノ読替規程追加 他

戦時特例改正案二依ル海軍移管事項

造船事務所管等 ノ戦時特例改正二伴 ヒ処理 ヲ要スル事項 ノ件照会
海軍艦政本部総務部別室

海務院分課規程改正案

海務院船舶部分掌事務一覧表

船舶部所管事務分類

1942/5/26

1942/5/30

1942/5/27

1942/5/17

032-330甲 造船及船舶修理ノ状況 憲兵指令部 憲生連第94号

主 トシテ技術者 ノ面 ヨリ見タル経営者並経営体 ノ動向

造船状況

船舶修理実施状況 他

乙造船及船舶修理 ノ状況 憲兵指令部 憲生連第104号

主 トシテ技術者 ノ面 ヨリ見タル経営者並経営体 ノ動向

造船状況

船舶修理実施状況 他

北方機帆船修理促進二関スル報告(概 況)

北方機帆船特別修理促進班長 海軍大佐 君嶋武

北方機帆船修理現地促進二関スル件 運輸通信省海運総局長官

1944/9/5

1944/10/1

1944/10/20

1944/12/22

033-005木 船造修二関スル事務移管関係一件書類

海務局 ノ所掌スル造船二関スル事項 他

海務局船舶部所掌事務移管二関スル措置要綱 他

船舶安全法、同法施行規則、漁船特殊規則 他

海務局船舶関係移官人員調 他

昭和十八年度海務局木船関係経費分計調書

木船関係経費分計調書

海務局、臨時海運管理費、木船建造管理費、共通事項

昭和十八年度木船関係経費調書 他

機構改編二伴フ希望事項 他

海運局官制 他

海務院

海務院

神戸海務局

1943/10/15

1943/10/15

1943/10/7
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033-165木 船造修事務主管課長会議

十八年度木造船新造完遂 海運総局船舶局

昭和十八年度戦時標準型木造貨物船造船所別割当一覧表

昭和十八年度(自 十二月至三月)戦 時標準型木造貨物船

都庁、府県別竣工予定表

昭和十九年一月工場名簿 日本船舶用金物統制(株)木 船部

木造戦時標準貨物船礒装金物工場別生産割当表

日本船舶用金物統制(株)木 船部

逓信省第一次管理予定工場(造 船関係)

木造船ノ修繕二付テ 海運総局船舶局

1944/1/17

1944/1/17

1944/1/13

1943/9/30

1944/1/17

船舶検査 ・修繕工事資料
033-284第 一回船舶監査資料 海運局輸送課監査係

修理遅延例調 運営会保船部計画課調

修繕入渠待滞船調 運営会保船部計画課調

運輸省海運総局輸送課監査係

戦標船入渠検査修繕工事報告 第35号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第10号

自昭和19年12月25日 至昭和20年1月7日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第39号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第14号

自昭和20年1月29日 至昭和20年2月4日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第41号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第16号

自昭和20年2月12日 至昭和20年2月18日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第40号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第15号

自昭和20年2月5日 至昭和20年2月11日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第49号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第24号

自昭和20年4月9日 至昭和20年4月15日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第50号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第25号

自昭和20年4月16日 至昭和20年4月22日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第52号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第27号

自昭和20年4月30日 至昭和20年5月6日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第53号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第28号

自昭和20年5月7日 至昭和20年5月13日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第36号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第11号

自昭和20年1月8日 至昭和20年1月14日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第37号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第12号

自昭和20年1月15日 至昭和20年1月21日

戦標船入渠検査修繕工事報告 第38号 船舶運営会運航局保船部

在来船入渠検査修繕工事報告 第13号

自昭和20年1月22日 至昭和20年1月28日

ばら資料

1944/9/30

1944/9/21

1945/1/8

1945/2/5

1945/2/19

1945/2/12

1945/4/16

1945/4/23

1945/5/7

1945/5/14

1945/1/15

1945/1/23

1945/1/29
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内地木船修繕計画実施二関スル件(案)

昭和十九年度木造船修繕計画二関スル件

昭和20年1月 中修繕状況

戦時標準船改E型 修繕施行工場調査

各社別国管船函青間運航船調

青函間修理船及修理完了船状況調

北部機帆船船腹状況11月 、12月

海運総局長官

船舶運営会調

保船部

1944/3/20

1945/1/25

033-491汽 船造修関係 壺井書記官

修理促進二関スル要措置事項(追 加)

船舶修理促進二関スル件(案)

連絡会議二於ケル木造船計画実施二関スル要請

戦時標準型船 ノ現状

十二月中一般船舶進水状況調

裏 日本方面船舶修理能力増強二関スル件

20年 度竣工見込貨物船調査

木船保険価額ノ引上二関スル件

改E型 船(除 改Eタ ンカー)修 繕状況 他
一月三十一 日現在現有船腹並修繕船調査表

運通省 海運総局

海軍艦政本部総務部商船班

陸軍省交通課

艦政本部

門司海運局

船舶運営会運航局木船部調整課

船舶運営会扱船舶 中修繕実施船舶

自昭和20年1月1日 至昭和20年1月31日

船舶運営会運航局輸送部総務課

北方機帆船修理現地促進実施要綱案

北部機帆船修理促進報告書 海運総局船舶局企画課中谷技師

250屯 型無動力船 ノ補強二関スル件 門司海運局

250屯 型無動力船成績調書 門司海運局

木船修繕状況二関スル件 門司海運局

被曳船 七月一 日以降 修繕状況総括表 西 日本船舶部

1945/1/16

1945/3/25

1945/3/30

1945/4/13

1945/1/31

1945/3/30

1945/1/10

1945/1/20

1945/4/12

1945/4/10

1945/4/13

木造船建造計画資料

034-005曳 船建造措置 企画課長

木造150屯 型曳船建造二関スル件回答 他

航洋被曳船 ト内海艀 トノ比較

70屯 曳船及250屯 木造貨物船

蒸気機関及補機製造加工並二供給範囲標準 他

戦時標準型木造曳船建造計画線表 他

昭和二十年度木造船計画

昭和二十年度木造船計画完遂二対スル要請 他

海軍次官

海運総局船舶局

海運総局船舶局
昭和二十年度木造船建造計画実施方針 他 造船課

昭和二十年度木鉄船及木造曳船建造予定 案

昭和二十年度木造船計画 海運総局船舶局

昭和二十年度木造船建造計画ノ実施二関スル件

運輸通信省海運総局長官
合板船関係 企画課長

新考案木造船(載 貨300)要 目表及乙木造船 トノ比較 他

合板船建造実施方策 海運総局船舶局

1944/12/1

1945/6/1

1945/1/17

1944/12/21

1944/12/15

1945/1/11

1945/2/10
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木造船建造強化二関スル件

試作合板船ノ改良二就イテ

合板船建造推進要領二関スル件(案) 合板船建造推進本部

1945/2/2

1945/4/4

034-168ば ら資料

昭和十八年度木造船建造計画完遂二関スル件 海運総局長官

昭和十八年度戦時標準型木造貨物船竣工実績及予定表 他

海運総局船舶局

戦時標準型木造貨物船竣工並二引渡状況調査督励要領 他

昭和十九年度標準型木造船建造状況

計画運航体制確立拉二之ガ確保推進二関スル暫定措置

荷物一屯二要スル船腹(月 割重量屯)

海上物資輸送数量調査様式

第六節 配船ノ統制 第四章官民協力期(第 二期)

第七節 輸送統制ノ方式 第五章国家管理期(第 三期)

第一篇 支那事変と海運統制 「戦時経済と海運国策」安田文助

鉄道移転計画表

木船ノ建造及運航二関スル逓信大臣説明要旨

木船建造確保ノ為ノ戦時特例措置資料

措置要領 ・内閣総理大臣指示 ・内務省関係 ・大蔵省関係

農林省関係 ・鉄道省関係 ・商工省関係 ・厚生省関係

戦時標準船所属会社別現況 他

昭和十八年六月分機帆船積輸送実施調 他

1944/3/23

1944/1/31

0000/11/1

1943/9/9

1943/9/7

034-284戦 時標準型木造貨物船二関スル諸表1943/11/30

建造進捗状況(総 括表)

造船所建造状況

主機関製造状況(総 括表)

主機関工場別製造状況

造船所別竣工予定表 昭和18年 度自12月 至3月

主機関工場別竣工予定表

船体主機関組合セ予定表

資材関係諸表

各月別竣工船受渡状況

就航状況拉二修理休航状況

1943/3/00

034-352木 船建造促進協議会案1943/2/20

木船建造促進協議会ノ部会及所掌事項(案)部 会別名簿1943/2/15

木船建造促進協議会規程

木船建造緊急方策要綱

造船関係管理予定工場調

造機関係予定工場各海務局別数調書

昭和十八年度乙造船計画用主機関製造割当表 海務院船舶部造機課

昭和十八年度乙造船計画用統制注文品製造割当一覧表 海務院船舶部造機課

034-432木 造船建造旬報(昭 和19年7月10日 現在)

日本木造船建造本部資料課 1944/7/15
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木造船建造旬報(昭 和19年7月20日 現在)
日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和19年7月31日 現在)
日本木造船建造本部資料課1944/8/5

木造船建造旬報(昭 和19年8月10日 現在)
日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和19年8月20日 現在)
日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和19年10月20日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和19年10月31日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和19年11月20日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船 建造 旬報(昭 和19年11月10日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和19年12月20日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木 造船建造 旬報(昭 和19年11月30日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建 造旬報(昭 和19年12月10日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船 建造旬報(昭 和19年12月31日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年1月20日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年1月31日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年1月10日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年2月28日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年3月10日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年3月20日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年4月30日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部特務室

木造船建造旬報(昭 和20年3月31日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部資料課

木造船建造旬報(昭 和20年5月31日 現在)

海運総局船舶局造船課調 日本木造船建造本部特務室
木造船建造旬報(昭 和20年6月30日 現在)

海運総局船舶局造船課調

十九年度木造油槽船造船所別建造割当表

昭和十九年度木造油槽船々番表

鋼槽式木造油槽船油槽製造実施表

日本木造船建造本部特務室

船舶局造船課

250屯 型鋼槽式木造油槽船建造々船所、船番、油槽製作所及据付工場表
上/19喪 失新造船数量調

十月一 日現在 船腹量調

1944/7/25

1944/8/15

1944/8/25

1944/10/25

1944/11/5

1944/11/25

1944/11/15

1944/12/25

1944/12/5

1944/12/15

1945/1/5

1945/1/25

1945/2/5

1945/1/15

1945/3/5

1945/3/15

1945/3/25

1944/9/30

動 員部 一課1944/10/15
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035-005戦 時木造船建造計画統計表

十九年度木造油槽船造船所別建造割当表

十九年度木造油槽船県別及型別表

槽式木造油槽船油槽製造実施表

木造船建造能カー覧表

木造船建造本部企画課

日本木造船組合連合会

海運総局制定第三次総屯数100屯 型戦時標準木造貨物船

船体部設計仕様書(汽 船)

船体主要寸法 等

船体主要材料寸法及固着法 他

航海要具属具備品標準表 他

海運総局制定第三次総屯数200屯 型戦時標準木造貨物船

船体部設計仕様書(汽 船)

船体主要寸法 等

船体主要材料寸法及固着法 他

蟻装金物設備標準表 他

1944/9/30

1944/9/30

1944/9/30

1943/8/31

新造船工事関係資料

035-171昭 和十八年度新造汽船船名簿 海運総局海運局

昭和十九年度鋼船竣工船名表 ・新造船名簿 海運総局海運局輸送課

昭和十九年度木造船建造進捗状況調(貨 物船及油槽船)

大阪府 近畿地方行政協議会

昭和十八年度戦時標準型木造貨物船竣工予定表 他 船舶局

戦時標準型木造船工事進捗状況調査表

船舶運営会運航局木船部調整課

本邦主要船会社二於ケル営業成績 等

船齢5年 未満及25年 以上ノ汽船累年調

世界繋船調(主 トシテ米国商務省調査二依ル)

水槽試験ノ効果 他

船舶試験所ノ船型試験ヲ経テ新造又ハ改造ノ船舶一覧表

1946/5/25

1944/2/14,44/3/10

1944/3/1

各造船協議会関係資料
035-286建 造船舶割当協議会 綴 長官

建造船舶割当協議会規約(案)他

昭和十八年度二於ケル産業設備営団ヨリノ船舶譲渡二関スル内視
(鋼船関係)

昭和十八年度第一次譲渡割当要項 他 海務院

木造戦時標準船竣工予定調

昭和十八年度第二次船舶譲渡割当要項(鋼 船関係)海 務院

戦時標準型 木造貨物船建造命令一覧表

函館海務局管内 海務院船舶部

戦時標準型 木造艀船建造命令一覧表

門司海務局管内 海務院船舶部

昭和十八年度建造命令(貨 物船)

函館海務局管内、 横浜海務局管内、名古屋海務局管内 他

1942/8/27

0000/3/20

1942/8/31

1942/10/23

035-458木 船建造促進協議会

木船建造促進協議会名簿

木船建造促進協議会規程

長官

41



第2集:造 船

昭和十八年度木造船各道府県別建造割当案 海舶企

造船関係管理予定工場調 他 造船課

昭和十八年度乙造船計画用主機関製造割当表 海務院船舶部造機課

昭和十八年度乙造船計画用統制注文品製造割当一覧表海務院船舶部造機課

1943/4/13

1943/2/5

1943/3/10

1943/4/15

甲 ・乙造船計画資料

036-005船 舶建造基準価格協議会

乙造船計画船舶建造基準価格協議会案

(木造戦時標準艀二関スルモ ノ)

基準建造価格協議会議案

改E船 建造基準価格算定ノ基礎 他

基準建造価格協議会決議事項

乙造船計画船舶建造基準価格協議会決議事項

(木造戦時標準艀二関スルモ ノ)

基準建造価格協議会決議事項

甲造船関係

昭和十八年度月別(種 別)竣 工予定船舶一覧表

三船山丸 ノ運航状況 他

改E型 定員表案(一)他

改E型(三 船山丸)二 対スル私見

海務院船舶部

海軍艦政本部

海務院船舶部

海軍艦政本部

三井船舶運営

整備課

三井船舶(株)海 務部 工務課長 大澤清一

昭和十八年度甲造船関係臓装品船用品用材資材需要量表

海軍省戦時船舶造修事務処理規程一部改正ノ件申進 海軍省副官

第三 修繕

第五 施設

昭和十八年度船舶(甲 造船)生 産拡充実施計画 企画院

海軍艦政本部所管造船所及製作所改正ノ件 海軍省副官

海軍艦政本部所管造船所改正ノ件 海軍省副官

1943/3/30

1943/5/18

1942/9/10

1943/6/5

1943/5/24

1943/3/16

1943/4/16

1943/6/23

1943/8/31

1943/8/20

1943/10/20

036-272乙 計画

(昭和十九年度内地乙造船計画ノ件 案)

昭和十九年度内地木造船(標 準型、被曳船艀)県 別建造計画表 他

昭和十九年度標準型貨物船建造計画表 他 海運総局

昭和十九年度内地木造船修繕計画 ノ件(案)他

昭和十九年度木造船施設計画 ノ件(案)他

運輸通信省海運総局
昭和十九年度内地木造船計画及所要資材 ノ件 他 海運総局

木造船 ノ機 関製造用鉄鋼配当量調 他 海運総局船舶局

昭和十九年度乙造船資材配当案 他 動員部一課

木造船油槽船用貨物油槽 ノ資材二関スル件 他

運輸通信省海運総局船舶局長

要修理艀修理進捗状況調 他 海運総局海運局港政課

船舶用燃料油配当減克服対策 海運局輸送課

昭和十九年度内地木造船計画 ノ調整二関スル件

運輸通信省海運総局長
昭和十九年度物動動員計画第二、四半期改訂実施計画二関スル件

軍需省

1944/5/15

1944/5/20

1944/5/20

1944/6/9

1944/7/17

1944/4/26

1944/7/25

1944/6/30

1944/7/30

1944/8/20

1944/8/18
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昭和二十年度内地乙造船計画(案)他 船舶局

国家使用木造船船腹調査表 他

船舶運営会運航局木船部調整課
800屯 、500屯 型木鉄要目表 他 海運総局造船課

十九年度標準型木造船建造数 他 造船課

昭和二十年度木造船計画 他 海運総局船舶局

1944/9/10

1944/10/1

1944/11/18

1944/10/20

1945/1/11

037-005資 料一号 船舶局長

昭和十七年度乙造船関係竣工機関調 他

木船建造緊急方策要綱 他

木船建造緊急方策実施二伴フ増員 他

第二次乾舷減少措置二関スル件 他

産業設備営団二要スル経費 他

海務院船舶部造機課

産業設備営団昭和十八年度造船関係所要資金算出内訳資料

沈没船引揚奨励二要スル経費 他

船舶部関係

乙造船計画船舶建造基準価格協議会決議事項

木材ノ生産増強方策要綱

第81回 帝国議会委員会提出資料

木船(船 体及機関)製 造工程及主要関連産業表 他

小造船業ノ整備二関スル件 他

海上輸送ノ現況二付イテ(大 臣委員会説明)

緊急木造船建造拡充方策案 他

海務院船舶部

海務院長官

1943/1/7

1942/12/18

1943/2/2

1943/2/6

1942/3/2

そ の他

037-323 船舶用資材綴 り(表題ナシ)

木造船建造用鉄鋼状況 他

第4回(木 造船)行 政査察報告

昭和十九年度内地乙造船計画(案)他

昭和十八年度木造船用木材二付テ 他

第4回 行政査察各班報告資料 他

第5回(木 造船)行 政査察報告 他

造船用資材及成品ノ優先輸送二関スル件 他

緊急措置 他

行政査察報告資料 他

第三、査察中採 リタル緊急措置 他

昭和十八年度戦時標準型木造貨物船竣工予定表

海運総局

海運総局船舶局

鉄道省監理局長

船舶局

1944/2/12

1943/5/29

1944/2/2

038-005改E型 船関係 今井田課長

昭和十八年度新造改E配 船方針虹二荷役装備標準

改E型(三 船山丸)二 対スル私見

三井船舶(株)海 務部 工務課長 大澤清一

第一星丸広畑港二於ケル鋼板積込荷役実験報告

広畑製鉄所

改E型 二関スル件 船舶運営会運航局長 大久保賢次郎
三船山丸ノ改装二関スル考察(三 井物産ノ意見)

戦時標準船建造二関シ船型割合決定意見

改E型 船試乗案

1943/5/12

1943/5/19

1943/5/18

1942/7/00
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改E型 船ノ運営

農林省認定 漁船用標準型瓦斯発生装置

列航船建造許可並二運航企業許可願

高島式軍用浮潜艇略解

改E型 船、木造船二依ル輸送量、燃料消費量比較

800屯 、500屯 型木鉄要 目表

焼玉機関製作所転換処置一覧表

改E型 船 ノ改造二関スル件

鋼材面ヨ リスル20年 度造船量 ノ見透資料

200馬 力ピス トン主機械及補機製造予定

船舶用瓦斯発生装置据付予定船表

改E船(内 火)主 機補機陸上予備 品要 目表 別冊

ば ら資料

戦時標準型木造油槽船ノ設計二関スル件

昭南造船(株)

海運総局造船課

海軍省兵備局

海軍艦政本部第五部

運輸通信省海運総局船舶局長

改E型 船(内 火)主 機補機陸上予備品製造配布ノ件通知

陸上予備 品配布先一覧表

海軍艦政本部第五部長

1943/5/6

1944/11/18

1945/3/7

1945/2/8

1945/2/10

1944/11/27

1944/12/25

1944/12/22

038-125昭 和20年 度船運航船用船用品資材需要量調書 海運総局1945/2/28

管理工場綴 昭和20年 土井

工場事業場管理令 勅令318号

運輸通信公報(運 輸版)第122号

木造船関係管理工事事業主心得 第416号

木造船関係第一次管理工場名簿(造 船関係)

木造船関係管理廃止工場名(造 機関係)

木造船関係第二次管理工場名簿

木造船関係工場ノ管理二関スル件 運輸通信省海運総局長官

運輸通信省監督工場規程 運輸通信大臣

1938/5/4

1944/3/30

1944/6/2

1944/6/1

1944/6/30

1945/2/1

1944/5/9

038-173本 邦造船所 事業調 自昭 和十年 至昭和 十九年 函館 船渠

本 邦造船 所事 業調 自昭和十年 至昭 和十 九年

本 邦造船 所事 業調 自昭和十年 至昭 和十 九年

近畿海運 局 岡 田良一 氏 ヨ リ本 省芥川 技官宛 ノ書 面 ノ写

中谷氏原 稿(一)戦 時標準型 の制 定 他

産業設備 営 団建造船舶20.8.15現 在

戦時 下 ノ造船 状況調(船 本 四部 山 口技術 中佐 ヨ リ受領)

(米軍 司令部 報 告写)

海 運総 局 戦時造 船史編 纂二 関スル件 案

IAInitialprogramforNavalShips

IIAActualproductionofNavalShips

東北造船所

室蘭船渠

1947/5/8

IIIATotaltonnageofsteelcontributingtoshipconstruction

BottomnecksinthepartofshipPingduringthewartheir

causesandcounter-measures

IVEngineproduction

038-308 船舶造修用資材並船用品需給要領(其 ノニ) 昭和十九年九月改訂

運輸通信省海運総局船舶局

44



第2集:造 船

船舶用材(木 造船組合関係割当)入 荷状況

第一 ・四半期船舶用B重 油地方燃料局別割 当表

昭和十七、十八、十九年度木造船用資材需給状況

二十年度二於ケル輸送課二関スル要請

代燃

焼玉機関代燃用資材塊物融通依頼 ノ件

帝燃式120馬 力焼玉機関用瓦斯発生炉素材表

昭和20年 度代燃改装二依ル コー ライ ト所 要量調

海務院型焼玉機 関75馬 力機関室全体装置図

代用燃料 ヲ使用 シタル場合 ノ燃料費調 他

2/19代 燃化用銑鉄配当表 他

代燃装置 ノ装備二関シ希望 他

焼玉機関代燃化状況 他

代燃装置製作用鋼材配 当表 他

機帆船用焼玉機関代燃化事務処理要項

ば ら資料(統 計資料)

大東亜戦争 中商船燃料油消費割当実績表

機 帆船 ト代燃装置付機帆船 トノ輸送力比較

造船及造船鉄材拉船舶二関スル調書

1.本 邦大型造船能力調他(～9)

10.本 邦新造貨物船平均価格調 他(～19)

20.登 簿汽船増減表 他(～29)

30,主 要海運国二於ケル発動機船調 他(～39)

40.船 舶検査官 吏定員累年表

船舶局企画課長

資材課長

海運総局船舶局長

海運総局船舶局

海運総局

船舶局

海運総局船舶局資材課

船員局

海運総局船舶局

船舶局

海運総局海運局

船舶局

1945/2/6

1944/ll/15

1945/1/7

1944/10/29

1944/11/21

1944/9/30

1944/8/21

1944/9/19

1944/8/1

1944/12/9

1936/12/00
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行政査察関係(石 炭)資 料

039-005第4回 行政査察関係資料

日本石炭 ノ自売制 ト石炭輸送機構二就テ

第4回 行政査察 日程表

西 日本石炭輸送統制株式会社査察要 目

第4回 行政査察 石炭輸送概要

今井田書記官

随員 鉄道監 冨山清憲 1943/12/00

039-040鈴 木内閣顧問九州山口炭輸送視察決定事項 ノ現地促進出張 報告書
運輸通信省朝 田書記官

西 日本石炭船修繕二関スル措置状況

九州炭 ノ瀬戸内海非常増送措置二関スル報告書
内閣顧 問 鈴木貞一

現地二於ケル措置決定事項

鈴木顧問現地措置決定事項 計画対実績比較表

現地二於ケル措置決定事項 別冊

1944/6/20

1944/6/00

039-128報 告書 第4回 行政査察資料及送付候

行政査察報告書

第4回(石 炭)行 政査察報告書

前送付分 ノモノ不鮮明二付乞御交換

行政査察報告書

内閣官房参事官室

行政査察使鈴木貞一

1943/12/6

1944/1/13

1943/12/6

039-199西 日本石炭輸送視察関係資料(其 ノー)

鈴木査察使現地措置決定事項処理概要

西 日本石炭輸送統制会社整備強化二関スル件

50屯 未満船国家使用措置二関スル件

西 日本ノ機帆船 ・被曳船 ノ買船二関スル件

日炭及西 日本ノ協力運営二関スル件

積揚地別配船計画ノ策定二関スル件

海軍融通曳船及東予丸曳船改造二関スル件

西 日本所属船ノ確保二関スル件

荷役実施状況二関スル件

早出料、滞船料二関スル件

航行促進措置二関スル件

国家使用料及石炭運賃二関スル件

能率奨励金交付拉二表彰実施状況二関スル件

積地全量補油実施状況二関スル件

船用品確保状況二関スル件

西 日本所属船修理状況二関スル件

瀬戸内海石炭増送行政査察報告書

山下行政査察随員

第1増 送計画 西 日本所属船輸送力見透 他

運輸通信省海運総局

第2増 送即対策 運航能率ノ向上及荷役促進関係 他

第3将 来緊急対策 曳船転換対策 他

第4査 察経過概要 訓令

1944/6/3

1944/10/30
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鈴木内閣顧問瀬戸内石炭輸送視察決定事項事務分担表 運輸通信省海運総局

第1協 力共同運営組織要領

第3荷 役促進要領

第4出 帆、航行促進要領

第5国 家使用料及奨励金交付要領

第9修 理促進要領

第10徴 傭処理要領

第11曳 船動員要領

第12買 傭船処理要領

第13石 炭輸送用供出船取扱要領

第14増 送計画

西日本石炭輸送増強関係資料

039-349昭 和20年 度関監集積輸送二関スル件 海運総局1945/1/31

紙パルプ等ノ増積強化ノ件 海運総局農商省

昭和19年 度第四、四半期アルミニュウム関係輸送計画 軽金属局

石炭輸送増強対策 九州山口炭海上輸送力増強推進協議会決定

九州山口炭輸送数量報告二関スル件 運輸通信省

石炭増送二関スル緊急措置 戦時輸送協議会決定

北海道炭実績及配船量調 海運総局

機帆船昭和19年12月 中旬積揚地別石炭輸送実績表 他

船舶運営会運航局計画部

石炭概況1月 下旬旬報1月 分月報

石炭海上輸送実績(20年2月 上旬分)他

西 日本石炭輸送増強

西 日本石炭の輸送増強に就て 秘防第160号

九州山口炭春季大増送運動関係奨励物資要望額調

1945/1/27

1944/12/27

1944/9/17

1944/12/20

1945/1/25

1945/2/2

石 炭 部 配 炭 課1945/00/00

海 運 総 局1945/2/5

鈴木倉吉

九州山口炭春季増運動本部

九州山口炭春季大増送運動実施二伴フ経費二関スル件
門司海運局

石炭輸送航路調整及荷役改善二依ル船腹捻出案

石炭輸送連絡協議会設置要領 企計GOO2号

企画院(交 通運動委員会)

若戸着炭増強方策 海運総局輸送課

石炭輸送曳航強化実施要領 四ノ(六)
九州山口炭春季増運動本部

石炭輸送曳航強化実施要領 四ノ(五)

九州山口炭春季増運動本部

「石炭 ノ海上輸送」講演要領 山縣勝見

於 日満支石炭連盟主催 「石炭常識講座」

1945/3/15

1945/4/13

1940/3/29

1945/3/18

1945/4/1

1945/4/1

1941/5/5

040-005ば ら資料

国管船所属別不就航船内訳月報 他(機 帆船)

西 日本石炭輸送株式会社

19年10月 末現在～20年8月 末現在

国家管理船船腹調査表 西 日本石炭輸送株式会社

昭和19年6月20日 末現在～7月 末現在

国家管理被曳船並無動力船就航調査表 西日本石炭輸送株式会社
昭和19年8.月 末現在～20年3月 末現在

1945/8/31

1944/7/31

1945/3/31
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使用船 ・委託船所属徴傭借上其ノ他明細表他 西
日本石炭輸送株式会社

昭和19年6月30日 末現在～19年9月30日 末現在

船舶入出港速報 ノ件

昭和十六年一月一 日現在 日本汽船分類表

年一万屯以上ノ石炭使用船主ノ予想量二対スル査定表

管船局長

船舶課

1944/9/30

1941/5/31

1939/9/16

040-062西 日本関係 輸送課長

昭和19年 及20年 度艦本計画曳船竣工予定表 他
海運総局海運局輸送課

九州山口炭海上輸送機 関別計画対実績表 他
九州山口炭海上輸送力増強推進協議会

20年1月 分、19年12月 分

19年12月 分査察決定西 日本社輸送推算量対実績表 他

西 日本石炭輸送株式会社

管理船々腹調査表 他

第二種国管船(各 種別)未 就航総括表

動静調査表

西日本石炭輸送株式会社

西日本石炭輸送株式会社雑貨輸送部

西日本石炭輸送株式会社

九州山口炭春季大増送運動実施要綱 他

2月 中旬積地滞船時間調 他

最近ノ積出不振 ト曳船輸送二付テ 他

1月 下旬積地滞船時間調 他

若松大阪間枝状試曳航就而

自昭和20年1月26日

九州山口炭海上輸送力増強推進協議会

西日本石炭輸送株式会社

曳船輸送部

西日本石炭輸送株式会社

至1月28日

九州山口炭海上輸送計画対実績表 他

昭和19年11月 分12月 分

陸海軍 軍需省 浅川営団 買傭船返船状況一覧表

西 日本石炭輸送株式会社

地方海上輸送協議会設置要綱 他 門司海運局

計画建造木船受渡及稼働促進措置要綱 門司海運局

九州山口炭輸送応援地区供出船等取扱要綱

九州山口炭海上輸送力増強推進協議会

九州山口炭鉱向坑木海上輸送促進要綱(案)他 門司海運局

修繕計画 ・状況表

西 日本所属船推定輸送力 他2件

陸海軍 軍需省及浅川営団 買傭船返船状況一覧表

九州山口炭輸送船舶定航化二関スル件

緊急修繕船総括表 西 日本船舶部

港頭貯炭場調(地 区別調表)門 司海運局

曳船汽船船名簿 西 日本石炭輸送株式会社東京支店
一月分九州山口炭輸送実績 他

九州山口炭海上輸送力緊急増強対策 他

被曳船増結奨励金支給規程案

国管船、船種別、就航不就航船月報

修繕状況調査表

九州炭大陸物資等増送対策(案)

瀬戸内海石炭増送事務処理委員会 他

買傭船返還完了船中間報告 ノ件 他

西日本石炭輸送株式会社

西日本船舶部

鉄道総局

綜合計画局会議室

西日本石炭輸送株式会社

1945/5/31

1945/5/31

1945/2/17

1945/2/21

1945/1/28

1945/1/31

1944/12/12

1944/11/28

1944/12/8

1944/12/11

1945/1/00

1945/1/27

1945/1/10

0000/1/25

1945/4/1

1944/12/31

1944/12/20

1944/12/20

1945/1/8

1944/12/12
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海軍省兵傭局借上返船名簿 他

西日本石炭船修繕二関スル措置状況 他

地方機帆船運航体制整備過渡期二於ケル機帆船移動取締二関スル件
海運総局海運局

西日本石炭輸送株式会社強化刷新方策要領

瀬戸内海石炭増送二関スル件

九州山口炭海上輸送力増強推進協議会開催二関スル件

九州炭ノ九月及第三、四半期増送対策基準案

海運総局

門司海運局

1944/9/26

1944/10/4

1944/9/28

1944/9/15

1944/8/30

040-344 訓示 北海道炭特攻輸送実施二際シテ

北海道炭機帆船特攻輸送実施要領

北海道炭増送二伴フ青函輸送炭種一定ノ件

青函間増送特攻北輸送緊急対策(港 揚塔関係)

青函方面応急輸送対策

青函緊急輸送対策二関スル報告書

北方機帆船ノ緊急修理対策二就テ

北海海運局

運輸省海運総局

主務者会議決定

海運総局海運局朝田書記官

海務官 中谷勝紀

北海道炭陸奥湾及八戸港非常増送措置二関スル件

北海道炭青森諸港揚非常増送実施二関スル現地措置事項

青森会議決定

札幌会議決定

ばら資料

九州山口炭港頭貯炭状況 門司海運局

本州西部地区二対スル石炭増送暫定緊急措置二関スル件覚書

月別輸移出炭輸送予想表

軍需大臣 東條英機 運輸通信大臣 八田嘉明

東海道線震害不通二対スル貨物輸送上ノ措置二就テ
「貨物輸送速報」第七号

汽船輸送力算出調書(百 総屯以上ノ汽船)

現有船舶(総 屯数百屯以上 汽船)

第七回行政査察着眼事項一覧表

南鮮中継配船一覧表(四 月分)他

配船実施計画表 昭和二十年二月 壺井課長殿

輸送第一課

西 日本石炭輸送株式会社

1945/7/30

1945/8/1

1945/7/27

1945/8/3

1945/8/1

1945/7/12

1945/7/8

1944/2/12

1944/12/8

1944/8/1

1944/4/21

040-495昭 和十六年度西 日本石炭輸送実績表 海運総局

20年3月 分一般物資品目別輸送実績表 他

復荷輸送実績表18年 度 他

(19年)四 月分九州山口炭要輸送量計輸送実績対照表 他

西 日本石炭輸送株式会社

19.11九 州山口炭機帆船要輸送量対実績表 他

四月分機帆船特定輸送コークスコーライト計画対実績表 他

陸軍特殊輸送実績調査表 他

1944/5/11

鉄鋼増産協議会資料

041-005日 炭成 立前後二於 ケル炭種混炭 状況調査(室 蘭港、小樽港 ノ分)

鉄道省運輸局配車課

ば ら資料

船積石炭並ニコー クス ランニング レーデースニ関スル件

1940/12/00
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船舶運営会運航局長 八幡屋春太郎

八幡鋼材在庫圧縮二関スル件 鉄鋼局

鉄鋼増産用特別船舶調

特別船舶補填及繰返船名調

機帆船油待滞船及次船重油所要量調査表 木船部調整課

3月 分貨物船建造量見込 艦政本部総務部商船班

文訳電来

特別航船 輸送課長

藤原国務大臣朝鮮満州北支蒙彊視察報告 臨時鉄鋼増産協議会

雪達磨式製鉄法ノ存続二関スル件 海軍省軍務局

鉄鋼増産用特別船舶調 他

特別船舶保有量二関スル件(案)他

十二月分特別船舶予定表 他

八幡鋼材在庫圧縮二関スル件(案)他
臨時鉄鋼増産協議会

特別船舶対一般船舶稼行率比較 海運総局

1945/3/8

1945/2/17

1945/1/17

1945/2/2

1945/3/8

1945/3/6

1944/7/10

1944/8/30

1945/1/17

1945/1/17

1944/12/7

1944/10/10

041-137臨 時鉄鋼増産協議会 今井 田書記官

臨時鉄鋼増産協議会運営要領(案)他

昭和十九年度鉄鋼生産計画概案総括表 他

臨時鉄鋼増産協議会記録 他
"普通鉄鍛鋼品57

,000屯 生産用原材料所要量 他"

昭和十九年度第一、四半期普通銑生産計画 他

鉄鋼増産用特別船舶運営方針要領 他

朝鮮及海外鉄鉱石山元買上要領案 他

軍需省

鉄鋼統制会

特別船舶二依ル固有物動支援 ノ補填二関スル件(案)

昭和十九年度甲造船物動需要額調書(改 訂案)他

海軍艦政本部

鋼材生産緊急対策 石田随員

昭和十九年度航空機用特殊鋼鋼管 ノ需給状況立立二之二対スル

緊急対策 他 特殊鋼課

鋼管製造設備調 他 鉄鋼局

限定品種増産対策及実行状況 ノ件経過報告 他 鉄鋼局

昭和十九年度第一、四半期製鉄関係石炭配当二関スル件

燃料局石炭部

支那二於ケル現地製鉄操業状況 ト原料問題 大東亜省

昭和十九年度第一、四半期鍛鋼用石炭所要量 ト指示量 トノ比較表

溶鉱炉移設検討資料 他

鉄鉱石類貯鉱買上予算 他

特別船舶四月配船計画 他

改E型 船運航能率特別奨励金予算 他

内地朝鮮鉄鉱石類山元概算払要領 他

特別船五月分配船計画案 他

鉄鉱石品位向上奨励金制度要綱 案 他

北支蒙彊炭五月分輸出計画 他 東亜省総務局経済課

1944/3/00

1944/3/13

1944/3/12

1944/3/15

1944/3/18

1944/3/16

1944/3/30

1944/3/23

1944/1/25

1944/4/4

1944/4/1

1944/4/9

1944/4/11

0000/4/17

1944/4/24

1944/4/26

1944/5/3

1944/4/26

燃料油関係資料

042-005南 方重油還送船団動静表(3)

各社別南方重油還送機帆船明細 他
南方重油還送本部 1945/1/11

1944/12/7
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南方重油還送船団動静 ノ件

就航船補油待及次重油所要量調査表

燃料油二依ル滞船状況

12月 分 自19.12 .1至19.

1月 分 自20.1.1至20.1.

船舶焼球機関二対スル代用燃料油使用上ノ注意

地方海運局二機帆船用重油ノー部ヲ保有セシムルノ件

門司海運局
最近ノ重油配給実情 門司海運局

第二回燃料油配給船実施要綱

九州山口炭海上輸送燃料油不足対策二関スル件 門司海運局

油待滞船調表 昭和20年1月 以降5月6日 迄 門司海運局

油待滞船調表 昭和20年1月 以降5月6日 迄 運営会分 門司海運局

機帆船油待滞船及就航船重油所要調査表no.41就 航船ノ部

木船部調整課

補油施設打合会議 船舶運営会

補油概況蚊二汽船補油待滞船一覧表 船舶運営会契約部資材課

自昭和20年1月11日 至昭和20年1月19日

船舶運営会 南方油還送本部

木船部調整課

船舶運営会木船部調整課

12.31

31

門司海運局

1945/2/14

1945/1/19

1945/1/00

1945/4/13

1945/4/13

1945/5/8

1945/5/6

1945/5/8

1945/3/19

1945/2/21

1945/1/19

物資輸送計画資料
042-124ば ら資料

昭和19年 度第一、四半期乙地域及 日満支物資

A船 支援輸送実績表(揚 地調 単位屯)他

運航実務者別国家使用機帆船現在船腹並二稼働船腹調査表

船舶運営会運航局木船部調整課

改装計画及実績 他

支部所属船用途類別調査表(一)他

物動外物資輸送計画策定二関スル件(案)

昭和十七年度C船 積重要物資輸送計画量及輸送実績比較表

昭和17年 度汽船(C)海 上輸送実績表

昭和17年 度第二、四半期輸送力実績

二月分汽船積要輸送数量調

1944/1/1

海 運 局

(第19表)重 要物資邦船積取方面別表 昭和16年 度～19年 度

海運総局

(第14表)汽 船輸送貴積累年比較

(第18表)日 本貿易品積載所属国別表

(第13表)邦 船輸送実績表 昭和12年10月 ～13年9月

四/一 九 中一、二月汽船積輸送計画調整調書

運輸通信省海運総局輸送課

二/二 〇 七月分木船積輸送計画調書 海運総局海運局海運課

昭和二十年一月汽船積計画輸送調書(実 績)

鉱山統制会配給部輸送第二課

昭和十七年度南方還送物資処理一覧表 陸軍省整備局

陸軍徴傭船二依ル還送物資一覧表

陸軍配当船二依ル還送物資一覧表

自昭和17年3月 至同年11月

1944/1/31

1945/3/24

1945/3/25

1945/7/00

1943/1/25

物動輸送史資料

042-279未 定稿 物動輸送史 (第二輯)
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第二章 船腹量ノ推移1.

未定稿 物動輸送史

第二章 船腹量ノ推移1.

未定稿 物動輸送史

第二章 船腹量ノ推移2.

保有船腹

(第三輯)

徴 ・解傭

(第四輯)

(財)国 民経済研究協会

(財)国 民経済研究協会

徴解傭(ロ)徴 傭 ノ実態

(財)国 民経済研究協会

第十二回物動輸送史編纂会配布資料 目録

昭和19年6月 ～12月

第十一回物動輸送史編纂会配布資料 目録

昭和16年2月 ～19年6月

第二十回物動輸送史編纂会配布資料 目録

昭和20年1月 ～8月 沈船調査表 船別

昭和十八年度新造汽船船名簿会議 海運総局海運局

物動輸送史編纂会第五回例会配布資料 目録

昭和二十年度甲造船建造計画二関スル件 他

木造船建造旬報 他

木造現有船腹調 他 船舶運営会運航局木船部

国家使用木造船船腹調査表 他 海運総局海運局海運課

0000/5/16

0000/5/9

0000/9/5

0000/3/28

1945/8/23

1945/6/1

内外塩務関係品 目別輸送関係資料

042-412ば ら資料

貨物引受状況及配船予定調 他

炭種規格 ヨリ見タル混炭可能調

重要物資二対スル団体的輸送契約制確立二関スル件

海運 自治統制委員会規約 海運 自治統制委員会

第十六回物動輸送史編纂会配布資料 目録

官民協議会費内訳

消費地同魚類疏菜類輸送船団結成二関スル件

京浜地区疏菜類輸送機帆船調書

主要種穀対満州期待二関スル件

昭和十九年度主要食糧需給推算 他

関東青果物海軍有限会社

陳情書 農商次官重政誠之閣下

農商省

農商省

京浜青果物海上輸送組合

生産増強蛇二運輸促進二関スル意見書 閣議席上配布セ ラル

昭和二十年五月積船腹実況二応 ジ及的積取 ヲ要スベキ雑貨

海運総局海運局

昭和十六年三月上旬大冶鉱石積出概況 日本製鉄本店運輸部

五月/十 月船腹手当未済大量貨物総量見込

1939/4/00

1943/12/4

1945/3/9

1941/3/12

043-005内 外地塩務関係官事務打合会説明要綱 関東局

昭和十九年度関東州塩需給見込並二内地及

朝鮮 向輸移出可能高二関スル件

昭和十九年度内地及朝鮮向輸出塩価格 他

内外地塩務関係官会議書類

附 議事項 昭和十九年度朝鮮塩需給見込(屯)他

南方地域二於ケル塩需給事情 他

内外地塩務関係官事務打合会議題打合事項

昭和十九年度(康 徳11年 度)

塩需給見込及内地朝鮮向輸出可能数量二関スル件

1944/3/00

朝鮮総督府

瓜畦軍政監部

満州国費総局

1944/3/00
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内地及朝鮮向輸移出塩価格二関スル件 他

内外地塩務関係官事務打合会議参考資料 在北京大日本帝国大使館

塩需給一覧表 他

昭和十九年度内外地塩務官会議打合要項 台湾総督府専売局

昭和十九年度各地塩需給見込並二内地及朝鮮向輸移出可能高二関スル件

昭和十九年度内外地塩務関係会議議題説明要項

在上海大日本帝国大使館事務所

内外地塩務関係官会議参考資料 大蔵省専売局

需給関係

価格及輸送関係

苦汁及苦汁副産物関係

曹達関係

人造絹糸及ステーブル ・ファイバー関係

北洋漁業関係

塩及曹達関係団体一覧表

内外地塩務関係官事務打合会説明要領 在青島大 日本帝国総領事館

昭和十九年度塩輸移出可能高算出根基 他

ばら資料

鉄道輸送協議会説明要旨

内外地塩務関係官会議 日程

内外地塩務関係官会議二於ケル塩脳部長ノ塩需給状況説明案

1944/2/00

1944/2/00

1944/3/00

1944/3/00

1944/3/00

043-368自 昭和十六年四月至昭和二十年八月輸送計画及実績表

船舶運営会史編纂室調査

1年 度別輸送計画及実績総括表

2年 度別月別品目別輸送計画及実績表

3月 別品目別航路別輸送計画及実績表

4年 度別月別品目別種別輸送計画及実績表

その他 ・鉄道輸送関係資料

043-423鉄 道貨物輸送計画案 運輸通信省

国家総動員関係発表禁止事項

1昭 和20年2月 分鉄道貨物輸送計画

2同12月 分省航路及関門経由上 り鉄道貨物輸送計画

1945/1/23

3昭 和19年 度第三四半期分主要物資別計画数量対実績調

4昭 和19年12月 主要物資別計画数量対実績調

鉄道貨物輸送計画案

国家総動員関係発表禁止事項

1昭 和20年 度第一四半期分鉄道貨物輸送計画

2昭 和20年 度四月分鉄道貨物輸送計画

3同 同 省航路及関門経由上り鉄道貨物輸送計画

4昭 和19年 度第四半期別分輸送計画数量対実績調

5昭 和20年2月 分主要物資別計画数量対実績調

運輸通信省

1945/3/25

昭和20年 度第一四半期鉄道貨物輸送計画策定拉二実施要領

大規模空襲下二於ケル陸上輸送力陸上輸送力ノ確保二関スル件要綱(閣 議決定)

鉄道貨物輸送計画案 昭和20年5月 分 ・6月 分

ばら資料

昭和十九年度第四四半期鉄道貨物輸送計画策定要領 他

運輸通信省 1945/3/6
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近海定期船動静表

西日本石炭輸送統制株式会社改組二関スル私見 古藤松平

二月分特別船舶予定船案 他

支那沿岸航路調整実施計画表 大東亜省支那事務局交通課

現在船舶集計日報 輸送課監査係

造船所名簿

戦標船就航事故調査表 船舶運営会木船部調整課

南鮮中継稼業率実績明細(機 帆船)他

九州山口炭港頭貯炭状況 他 門司海運局

4/19二 月分北海道炭輸送計画案 他 木船部運航課

昭和二十年度第一、四半期二必要ナル電極ノ生産事情説明資料

軍需省軽金属局
3/19汽 船積輸送計画及同実績対比調 他

本邦船腹推移 ノ概要 他

資料 「日本海運ノ変貌」

「戦時海運研究」

「大東亜海運研究」

海運総局輸送課

壺井玄剛

日本経済連盟会調査課

日本経済連盟会調査課

1945/1/11

1945/2/28

1945/3/2

0000/1/13

1944/3/31

1945/1/31

1945/3/8

1945/3/10
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朝鮮 ・支那交通関係資料

044-005朝 鮮二於 ケル交通関係資料(特 二南鮮四港 ヲ主 トスル最近 ノ情勢)

鉄道 ・海上輸送

大陸重要物資陸運転嫁情勢

鮮満交流物資輸送数量 他 朝鮮総督府交通局

ば ら資料

支那沿岸航路九江丸及江寧丸 ノ物動船舶編入二関スル件(案)

海運総局

ばら資料

関門遂道(と り)輸 送物資別配分 朝鮮、満州、北支、各表

1944/4/00

1944/12/22

英国海運資料

044-099英 国に於 ける戦時海運並造船対策措置

1.英 本国

A海 運対策並に措置 緊急国防全権法の制定 他

B造 船対策並に措置 海運補助法に依 る建造融資制度 他

2.加 奈陀

加奈陀籍船舶の移動其他国防省に統制 さる 他

3.豪 州

連邦政府 、海運管理委員会を設置 他

4.印 度

船舶譲渡制 限令の公布 他

5.南 阿政府、商船管理委員会新設

6.香 港

香港政庁香港出入船舶 の動静公表 を禁止

ロン ドン港庁(ThePortofLondonAuthority)逓 信大臣官房企画課北脇信夫

前大戦 に於ける英 国海運統制

Wartimecontrolofindustry/HowardL,Grayの 内Shippingの 章

管船局各国海運資料

044-217管 船局其他ノ作成セル各国海運資料(5)米 国

亜米利加船主協会ノ修正定款

1916年 米国海運条例

米国繋留中ノ交戦国船舶抑留二関スル法的根拠

今次大戦勃発以降の米国海運政策補追

海事委員会非常海運部設立

海外海運情報 第一輯

1.米 国船舶補助改正法案正式二成立

2.貨 物船建造費ノ消長

3.英 国諸名士ノ海運前途観

米国新商船法の公布にっいて 調査資料27
1938年 米国商船法

合衆国海事委員会の権限拡充案及売船一造船計画 調査33

米国今次の造船計画に就いて 調査資料11

米国造船所二就テ建造及建造計画中船舶調

デイ リー ・フレイ ト・レジスター

1941/6/11

1941/5/8

1938/9/00

1939/3/27
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米国商船現勢

米国船関係調

1.米 国船 ノ内容

2.欧 州戦争勃発後の米国海運

3.東 洋二来航スル米国船調

4.本 邦対米国貿易

米国タンカー造船状況

米国、非常時型貨物船200隻 急造計画

米国二於ケル民間所有船徴用状況

全大戦における通商破壌戦の推移

海事委員会の南米東岸航路計画 調査資料8

五大湖方面造船業とセ ン トロー レンス水路法案

米国東西両岸間就航船の配船問題

「ルツケンバー ク」社船の極東方面配船

米国海員船舶証書及船種別調

米国海員賃金表

新中立法拉に関係布告、声明及規則

外国船接収法ノ成立

米国太平洋岸造船所に於ける労働協定

管船局臨時調査部

管船局臨時調査部

臨時調査部

管船局臨時調査部

昭和十六年五月 国家非常時宣言二依 リ米国大統領 二

賦 与セ ラル ル権 限二 関スル諸 法規

米 国大統 領非常 時権 限(昭 和16.6.2)通5

一但 シ 通 商 関係 ノモ ノノ ミ抜粋 一

管船局臨時調査部

債務不履行ノ外国政府二対スル米国融資禁止二関スル 「ジョン ソン」法

1941/7/21

1941/8/23

1941/5/28

1941/8/29

1940/4/5

1941/6/20

1941/8/29

1941/6/24

1941/6/24

米国に於 ける独、伊、丁、仏4力 国の被抑留船 ノー覧表 管船局臨時調査部

米国武器貸与法全文

045-005 管船局其他 ノ作成セル各国海運資料(3)共 栄圏 海務院

和蘭K.P.M社 に関する調査

日蘭通商航海条約 条約第8号

蘭領印度航海法

蘭領印度統治法中一部改正二関スル法律(海 港関係)

東洋 に於ける海運同盟 調査資料39
「アムスターダム」 ジャバ、チャイナ、ジャパ ン、ライン

(J.C.J.L)代 表者C.F.J.ク オ レス氏 ト

東京、南洋海運(株)(N.K.K.K)代 表者寺井久信氏 トノ間二

締結セル 日本(朝 鮮、台湾ヲ除ク)及 ビ蘭領東印度諸島相互間 ノ

海運営業二関スル契約

昭和十五年度蘭印物資計算数量船腹調

東洋二就航中ノ和蘭定期船調(J.C.J.L)

自昭和14年7月 至昭和15年8月

日本瓜畦航路往航路船腹消化割合調

豪州船舶統制計画

東亜二根拠 ヲ有スル英、蘭、仏三国主要船主所有船舶調

蘭領印度対支貿易に就て 調査資料10

蘭領印度貿易政策の変遷 調査資料12

1938年1939年 蘭領印度輸出状況調

蘭印 ヨリノ重要輸入物資輸送状況

和蘭及蘭領印度沿岸貿易制度

1940/9/00

1913/10/9

1939/6/00
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南洋各国相互間貿易額

英領馬来外国貿易に就て 調査資料14

蘭印諸港荷役設備及能力調

内地一表南洋航路(蘭 印、海峡地)

本航路就航日本船舶二依ル輸送状況

豪州航路 豪州、新西蘭航路二依ル輸送状況
ビルマの内河航路

豪州を中心とする国際貿易路 調査資料40

和蘭東印度会社政治歴史概要

石澤 「ハル ト」覚書(訳 文)

日蘭海運民間会商ノ経緯(報 告)

海務院総務部情報課

外務省通商局

蘭領ニューギニア ー経済及海運事情一 調査資料21

蘭領印度二於ケル邦人ノ活動概況 拓務省

泰国々営海運会社設立ノ経緯(報 告)

東亜共栄圏の石油

於東亜共栄圏海運問題研究会 日石専務取締役 大村一蔵 氏談

船舶用材 トシテノ南洋材 ノ利用的価値研究

其ノー 比律賓二於ケル船舶用材 海務院総務部情報課

東洋海運市場に於ける大量貨物に就て(2)石 炭 調査資料18

東洋海運市場に於ける大量貨物に就て(3)鉄 鉱石及製鉄原料

調査資料19豪 州事情(山 下汽船報告)

1942/9/1

1938/9/00

1940/4/00

1942/3/00

1938/8/00

046-005管 船局其他 ノ作成セル各国海運資料(1)本 邦 「其 ノ1」

課税 上二於ケル船舶減価償却費 ヲ論 ズ

海運強化方策案

本邦海運強化方策二関スル件

昭和十三年三月末現在登録船調

本邦対外海運関係収入(大 蔵省調査二依ル)

内地在籍総屯数一千屯以上ノ邦船配船状況調

外国船傭船状況調

本邦対外主要定期航路調

本邦定期船二依ル英国蘭領間貨客輸送調

海務院

管船局

第二委員会第四分科会

管船局庶務課登録係

支那事変関係関東州船並一般外国船沿岸貿易特許調

英国船入港数 と日本貨物輸送額

極東二来航スル英国定期船調

監理課航路係

管船局航務課

1941/2/00

1937/7/1

1938/5/1

1937/12/00

1936/00/00

1938/5/1

英国航洋商船(総 屯数4000屯 以上)総 数 ト極東へ来航スル同国定期船 トノ比較

在支英国海運業

遠洋航海助成 ノ為ノ左ノ条件二依 リ海運業者二対シ左二掲クル

金額以内ヲ支出スルノ契約ヲ結フコトヲ得

船舶金融二関スル議会条件

海運自治連盟及 日本船主協会

本邦造船事業及造船能力調

国営海上再保険制度

本邦海運業者 ノ航路別貨客運輸状況調(昭 和十一年分)監 理課航路係

其の1,其 の2,其 の3

本邦船舶会社ノ投資拉収入状況(其 の2)航 路係

昭和元年以降海運関係収支 大蔵省

急務たる遠洋航路補助 と遜色多き我海事金融

海運第158-74岡 崎幸壽

1938/2/28
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本邦海運業者 ノ主要株主調書 管船局総務課(一 企) 1940/7/00

047-005管 船局(海 務院)其 他ノ作成セル各国海運資料(6)

英国海運会議所 ノ組織及事業概要

英国海運会議所海運政策委員会設置

今次大戦に於ける英国政府の海運統制

英国海運省 ノ戦時船舶運用方法

英国

管船局臨時調査部

1937年 度印度支那汽船会社(恰 和洋行)営 業状態 調査6

「フェアプ レイ」誌 所載

1941/6/5

1941/7/22

1938/4/28

倫敦運 賃調 調 査5「 デ イ リー ・フ レイ ト ・レジス ター 」 に依 る

1937年 英 国海 運事情 調 査資料9

英 国海 運 の現状 調 査2英 国海運 会議所 報告

「シ ッピン グ ・ワール ド」誌 所載1938/3/30

前 大戦 に於 ける英 国海 運統制

Wartimecontrolofindustry/HowardL.Gray(1918)の 内Shippingの 章

新英国海 運会議 所会頭 ロザー ウイ ク卿 の就任 演説

管船局臨時調査部

海外情報 第12輯 英国海運補助に関す る商相の声明

日本郵船会社

英国戦時運輸省部局名称

海外情報 第13輯 英国海運5ヶ 年継続補助案 総務課調査係

(1)英 国政府の海運及造船会社に対す る貸付金L.L

(2)北 愛蘭公社債保保証法L.L

英国船員賠償制度新設 逓信省管船局臨時調査部

英国の新造不定期船 と貨物定期船 竣功の暁、五ヶ年間運航

補助金を交付す 調査31

ジャーナル ・オブ ・コンマース誌所載

英国造船発注予備的 申告受理中止 申告船腹85万 総屯

調査32

英国に於 ける戦時海運並造船対策措置

英国ノ海上輸送カ ヨリ見タル抗戦力 管船局臨時調査部

英国ノ海上輸送力 ヨリ見 タル抗戦力

英国商船の大砲搭載準備

商船改装計画は 目下進捗中/戦 時に於ける商船の 自衛 調査8

デイ リー ・テレグラフ ・アン ド・モーニング ・ポス ト通信
ヘクター ・C・ バイ ウオー ター 氏

英国産業の現状 と合理化問題 管船局監理課

1941/6/23

0000/5/5

1939/4/1

1939/5/1

1941/8/6

0000/4/1

1939/4/28

1940/4/1

1941/6/30

1941/6/18

048-005 管船局(海 務院)其 他ノ作成セル各国海運資料(2)本 邦
「其の2」

本邦船舶ノ貨船状況調

本邦主要港繁船状況

本邦新造貨物船平均価格調

本邦貨物船隊現在高

総屯数500屯 以上 ノ日本船舶二関スル調書

本邦油槽船一覧表

本邦捕鯨船一覧表

日本諸港及大連二逃避 中ノ独逸船明細表

東洋(日 本ヲ除ク)二 逃避中ノ独逸船一覧表

海務院総務部総務課

造船課調

1942/4/00

1935/4/00

1938/7/00

1938/7/00
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本邦内地沿岸方面定期船航路調
日本対豪州貿易調 調査39

最近二ヶ年二於ケル本邦輸移入重要物資数量

本邦対欧貿易二関スル英、仏側措置二関スル件

本邦品ノ輸出増進二関スル調査(3)

本邦外国貿易

本邦対南方貿易の検討

管船局監理課航路係

大蔵省調

外務次官 谷正之

管船局臨時調査部

1938/7/00

1939/11/22

1941/7/9

048-371管 船局(海 務院)其 他 ノ作成セル各国海運資料(4)支 那

招商局を中心とする支那航業に就て 参考資料其ノ2

支那に於ける英資航業に就て 参考資料其ノ4

事変後の支那航運業 三村上海駐在官報告

支那航運業に於ける日英両国の地位 調査資料37

英帝国海運委員会報告書 「東洋に於ける英国海運」

第一編中 「支那」の部要訳

日支間運航ノ現状

内地、朝鮮、台湾、支那(満 州ヲ含ム)相 互間定期航路調

管船局監理課近海係

揚子江就航各社航路別屯数表

揚子江就航各社隻数屯数船齢表

揚子江就航各社船名屯数船齢表 ① ② ③

支那沿岸就航各社隻数屯数船齢表

支那沿岸就航各社船名屯数船齢表 ①～⑦

中支方面内河航行二関スル暫定措置要綱

支那(満 州ヲ含ム)ヲ 中心 トスル本邦定期航路調

支那沿岸諸港二寄港スル外国船定期航路調

上海を中心とする諸内河航路 日清汽船会社報告二依ル

重慶輸出貨物 ノ運輸交通概況

上海港ノ砺頭二就テ

北支主要港湾要覧 調査資料3

支那に於ケル各国ノ水陸設備

華僑を中心とする支那、南洋間交通並に貿易に就て 参考資料5

支那貨物移動量調

支那沿岸荷動キ屯数表(各 国)

支那外国貿易に就て

最近二年支那対満外国貿易数量調 満州国外国貿易統計月報

対中華民国貨客移動状況 ト本邦海運

珠江流域略志 調査資料40

海南島の重要性に就て
一印度支那の安全及仏蘭西極東間海上交通確保の為め一 調査28

仏印総督エルネス ト・ウ トレイ

マ リーン ・マルシャン ド誌 より

0000/3/30

1938/4/00

1937/10/00

1937/10/00

1938/2/17

1937/12/00

1938/1/24

1937/11/OO

1937/ll/00

1937/12/00

1937/12/00

0000/3/30

049-005管 船局(海 務院)其 他 ノ作成セル各国海運資料(8)外 国一般

欧州海運情勢査報二関スル件 在独大島大使発東郷外務大臣宛

諸外国二於ケル海運並二造船補助施設概要 現行

世界不定期船運賃調 管船局

政府 ノ出資二係ル各国ノ主要汽船会社

0000/3/28

1940/11/00
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印度及東南亜細亜に於ける日英海運の地位 調査資料38

英帝国海運委員会報告書第一編 「現状調査」 要訳其 ノー

英米独仏ノ海運政策及補助施設ノ概要

連合国タンカー貸借対照表 三菱商事船舶部油槽船課

5月24日 付 ペ トロー レアムプ レスサー ヴィス誌 ヨ リ

最近二於ケル外国船定期傭船調

各国ノ自国船主義施設

世界海事摘要 付録

海外海運情報 第三集

1主 要国海運政策近況

日本郵船会社

2各 国船主の米国太平洋岸一極東航路進出漸や く頻繁

3外 国主要定期船主の極東航路用優秀船建造状況

外国主要定期船主の1937年 度営業成績 日本郵船会社

世界不定期船共同繁船プール案修正 日本郵船会社

不定期船共同繁船案 調査1

Tankerfreightrates

世界巨船調(総 屯数1万5000屯 以上)調 査14
ロイ ド船名録1937-38年 版二依ル

トランプ船の将来 調査29シ ッピング ・ワール ド誌所載

造船技師スタン レー ・ヒン ド氏記述

「トラン船の将来」 追補 調査30ロ イヅ ・リス ト社説0000/5/2

第一次欧州大戦に於 ける連合国及 中立国側喪失船舶調

逓信省管船局臨時調査部

世界船舶 ノ現状推定(帆 船 ヲ含マズ)

調査35① 国際油槽船主協会 第9期 収支概況L.L.

②過去10年 間に於ける蘇士運河通過油槽船L.L.

世界繁船統計 波羅的 ・国際海運同盟作成L.L.

最近三ヶ年二於ケル世界主要海運国汽船進水状況調

世界主要海運国所有船舶調

ロイズ船名録二依ル総屯数100屯 以上、帆船及 「バージ」ヲ含マズ

主要諸外国ノ海運拉造船補助政策摘要 逓信省管船局

世界商船隊の現勢 調査資料24

主要海運国二於ケル 自国船載貨割合

主要海運国に於ける造船業の保護拉に統制に就て

巴爾幹諸国(希 臓 ヲ除 ク)船 舶関係調

比律賓北米間外国船定期航路状況 郵船会社調

主要10力 国二於ケル最近ノ国際収支 調査資料13

日本対米国の貿易拉に海運事情 調査資料43

主要海運国に於ける船員養成制度 逓信省管船局臨時調査部

戦時禁制品調

今次欧州大戦勃発後の主要油槽船市況

諸外国に於ける海事調査機関の実例

世界石油ノ生産 ト消費 ノ状態並二輸送関係之関連 シテ

枢軸側 ト英国側 ノ石油獲得ノ難易二就テ 管船局臨時調査

各国海事行政に見 らるる軍の関与 臨時調査部

諸外国二於ケル海事金融制度概要 逓信省管船局

049-421 管船局(海 務院)其 他 ノ作成セル 各国海 運資 料(7)

(仏 ・独 ・伊 ・諾 ・丁 ・希 ・ソ)

仏蘭西 商船隊再 建計画 調 査7

60

1939/11/00

1940/6/27

1938/11/00

1938/10/29

1938/7/25

0000/3/29

1941/1/1

1939/5/6

1939/5/15

1939/5/26

1939/6/00

1939/3/14

1940/6/00

1941/6/10

1941/7/3

1941/6/12

1939/2/00
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JournaldelaMarineMarchande(P・625-628・630)

仏国船主中央協会

タ ッソー法の修正 調査37L.L.

仏国郵船(M、M)ノ 船隊整理 ト極東航路ノ改善

仏国海事金融法 ノ改正

独逸船舶抵当銀行法制定

独逸海運 ノ私営復権 ト海運 自治制

独逸海運の商船隊再建計画 と現状 海務院総務部情報課

1937、8年 に於 る独逸造船所の活動L.L.

調査361938年 度GermanischerLloydの 報告書

国際競争場裡二於ケル独逸海運 ノ将来

ハ ンザ誌 日本郵船伯林支店報告

伊太利海運の近況 海務院総務部情報課

新定伊太利造船奨励施設

伊太利海運拉造船補助制度概観 逓信省管船局

伊太利船関係調

伊太利造船補助 調査9ロ イヅ ・リス ト紙

伊太利海運補助 調査10フ ェアプ レー誌 に依る

伊太利政府 ノ阿仏利加航路及北米太平洋岸 回船航路二対スル国庫補助

諾威海運に就 いて 調査資料15諾 威船(帆 船及バーヂを除 く)

諾威 、船型及船歳調

丁抹船

丁抹船 ノ船型及船歳調

丁抹船運航状況 東亜海運上海支店報告

西班牙 ノ造船補助金

JournaldelaMarineMarchande7月18日 二依ル

希臓船関係調

ソ連北氷洋計画の運命

躍進す る ソ連 邦海運 外洋連絡の大運河計画着 々進行

1938/5/5

1939/5/8-18

1942/9/1

1939/5/24

0000/1/4

1942/9/1

1935/3/00

1940/5/00

0000/4/28

1938/6/2

1941/4/28

1941/7/29

世界経済調査会関係資料
050-005 世界経済調査会船舶委 員会配布資料

自第81回 至86回

(背)自 昭和17年11月 至昭和18年1月

船舶委員会第二期調査要綱(案)調 査第7号

大東亜共栄圏 ノ貨客船定期航路計画

2269研 究報告第3号

中華民国主要港入港船統計表 ノ件

2270参 考資料第298号

英米船員補充問題(17年11月5日 付 伯林発電)

2271情 報第564号

日本海事振興会

世界経済調査会

東亜海運

東亜海運

独逸軍発表米英側喪失船(大 戦勃発以来本年十月末迄)

2272情 報第565号 日本郵船

中華民国主要港入港船統計表ノ件

2273参 考資料第299号 東亜海運

英米側保有船腹量ノ検討 ト船舶 ヨリ観タル英米抗戦能力ノ判定
2274研 究報告第4号(原 案)世 界経済調査会

亜国入港各国船屯数(9月)17年11月13日 付ブエ ノス発電
2275情 報第566号 大阪商船

米州諸国造船状況17年11月13日 付ブエノス発電

1942/11/00

1942/11/9

1942/ll/10

1942/11/14

1942/11/16

1942/11/00

1942/11/18
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2276情 報第567号 大阪商船

中華民国主要港入港船統計表ノ件2273参 照

2277参 考資料第300号 東亜海運

船舶 ノ種別 ヨリ観 タル戦乱関係喪失船舶 日本郵船

(欧州大戦勃発以来昭和17年9月 末迄ノ船名判明セル喪失船舶分類)

2278参 考資料第301号

今次欧州大戦勃発 ノ世界不定期船市況(10月)

2279参 考資料第302号 日本郵船

大東亜戦争並二欧州大戦関係喪失船舶一覧(10月)

2280参 考資料第303号 日本郵船

伊太利最近 ノ海運状況 日本郵船

(独逸委員会第94回 会合二於ケル安部正夫氏談話要 旨)

2281参 考資料第304号

各国沿岸貿易制度概要

2282参 考資料第305号 日本郵船

独逸海軍長官の任命

2283情 報第568号

米国海運経営問題

2284情 報第569号

米国船員問題

2285情 報第570号

米国造船問題

2286情 報第571号

米国戦時生産並二輸送問題

2287情 報第572号

米国戦時配船問題

2288情 報第573号

米国ノ造船状況

2289情 報第574号

英本国 ・加奈陀 ・豪州造船状況

2290情 報第575号

日本 郵船

17年11月23日 付 ヴエ ノ ス発 電

大阪 商船

17年11月23日 付 ヴエ ノス発 電

7年11月23日 付 ヴエ ノス発 電

17年11月23日 付 ヴエ ノス発電

17年11月23日 付 ヴエ ノス発電

英米側保有船腹量ノ検討 ト船舶 ヨリ観 タル英米抗戦能力ノ判定

2291研 究報告第4号(案)

米国戦時必需資材需給状況(昭 和16年10月 調)

2292参 考資料第306号

世界経済調査会

英米側保有船腹量 ノ検討 ト船舶 ヨリ観 タル英米抗戦能力 ノ判定

2293研 究報告第4号

船舶委員会議事一覧(昭 和17年)

2294

船舶委員会配布資料分類総 目録(第 二輯)

2295

今次欧州大戦勃発ノ世界不定期船市況(11月)

北阿作戦ニ ヨル船腹不足激化 ノ為

英国ノ対外輸出殆 ド杜絶

船3001参 考資料第307号

大東亜戦争並二欧州大戦関係喪失船舶一覧(11月)

船3002参 考資料第308号

独逸側 ヨリ観 タル米国造船高

船3003情 報第576号

本邦海運対策討議事項3004

世界経済調査会

世界経済調査会

世界経済調査会
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1942/12/2

1942/11/21

1942/11/26

1942/11/28

1942/11/28

1942/11/28

1942/11/28

1942/11/28

1942/12/1

1942/12/1

1942/12/00

1942/12/9

1942/12/00

1942/12/00
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1943/1/4
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051-005世 界経済調査会船舶委員会配布資料 自第89回 至第100回 日本海事振興会

(背)自 昭和18年2月 至 同年5月

今次欧州大戦勃発 ノ世界不定期船市況(17年12月)

船3007参 考資料第309号 日本郵船1943/1/26

亜国入港各国船調18年1月19日 付 ブエ ノス発電

船3008情 報第577号 大阪商船1943/1/27

米国戦時運賃並二保口料改定18年1月19日 付ブエ ノス発電

船3009情 報第578号 大阪商船1943/1/27

米国造船状況18年1月19日 付 ブエノス発電

船3010情 報第579号 大阪商船1943/1/27

ギ リシア船喪失状況18年1月19日 付ブエノス発電

船3011情 報第580号 大阪商船1943/1/27

米国労働状況18年1月19日 付 ブエノス発電

船3012情 報第581号 大阪商船1943/1/27

大東亜戦争並二欧州大戦関係喪失船舶一覧(17年12月)

船3013参 考資料第310号 日本郵船1943/1/26

中華民国主要港入港船統計表

船3014参 考資料第311号 東亜海運1943/2/15

大東亜戦争並二欧州大戦関係喪失船舶一覧(18年1月)

船3015参 考資料第312号 日本郵船1943/2/26

今次欧州大戦勃発 ノ世界不定期船市況(18年1月)

船3016参 考資料第313号 日本郵船1943/2/26

中華民国主要港入港船統計表

船3017参 考資料第314号 東亜海運1943/2/26

亜国入港各国船調18年3月4日 付ブエ ノス発電

船3018情 報第582号 大阪商船1943/3/9

米 ・英造船状況18年3月4日 付ブエノス発電

船3019情 報第583号 大阪商船1943/3/9

米国航空輸送 ノ件18年3月4日 付ブエ ノス発電

船3020情 報第584号 大阪商船1943/3/9

大東亜戦争並二欧州大戦関係喪失船舶一覧(18年2月)

船3021情 報第315号 日本郵船1943/3/13

最近二於ケル連合国側 ノ船舶情勢

船3022情 報第585号 外務省1943/3/18

大東亜戦勃以降連合国側喪失船舶

船3023情 報第586号 外務省1943/3/18

今次欧州大戦勃発 ノ世界不定期船市況(18年2月)

船3024参 考資料第316号 日本郵船1943/3/17

最近二於ケル米英側船舶情勢(平 井委員談話資料)

船3025研 究第7号 日東汽船1943/3/25

第一次世界大戦前 、大戦中及大戦後二於ケル世界海難沈没船

船3026参 考資料第317号 日本郵船1943/3/30

英 国ノ食糧 ト船腹(平 井委員談話資料)

船3027研 究第8号 日東汽船1943/4/1

米 国ノ海 運情勢 昭和18年3月23日 ベ ノス支発電

船3028情 報第587号 大阪商船1943/4/5

英国喪失船舶公表 問題

船3029情 報第588号 外務省1943/4/7

独潜水艦 に就いて

船3030情 報第589号 外務省1943/4/7

連合 国に対する英国船 の売却条件
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船3031情 報第590号

油槽船 ヨリ視タル敵国交戦力ノ再検討(出 田委員談話資料)

船3032研 究第9号

米商船ノ建造 船3033情 報第591号

英米ノ船舶 ・艦艇 ・兵員 ノ喪失

船3034情 報第592号

英国ノ食糧難18年3月22日 付 ロン ドンタイムス紙所報

船3035情 報第593号

英米 ノ船腹対策 船3036情 報第594号 外務省

大東亜戦争並二欧州大戦関係喪失船舶一覧(3月 分)

船3037参 考資料第318号

今次欧州大戦勃発 ノ世界不定期船市況(3月)

船3038参 考資料第319号

中華民国主要港入港船統計表

船3039参 考資料第320号

独逸河川航行船統制方式

船3040情 報第595号

独逸海運 自治統制を強化す

船3041情 報第596号

英米造船計画に対する独逸側の観測

船3042情 報第597号

中華民国主要港入港船統計表

船3043参 考資料第321号

外務省

三菱商事

外務省

外務省

外務省

日本郵船

日本郵船

東亜海運

大阪商船

大阪商船

大阪商船

東亜海運

1943/4/7

1943/4/7

1943/4/14

1943/4/14

1943/4/14

1943/4/14

1943/4/14

1943/4/16

1943/4/17

1943/4/20

1943/4/20

1943/4/20

1943/4/28

052-005世 界経済調査会船舶委員会配布資料 日本海事振興会

(背)自 昭和18年 至同年

船舶委員会第111回 会合配布資料

船舶委員会第112回 会合配布資料

船舶委員会第114回 会合配布資料

世界海運概況(11月)

船4001参 考資料第342号

大東亜戦争並二欧州大戦関係喪失船舶一覧(8月)

船3066参 考資料第335号

最近二於ケル伊太利商船隊

船3067研 究報告第9号(案)

最近二於ケル ソ連船隊

船3068研 究報告第10号(案)

昭和十八年九月末現在 中南米諸国推定保有船腹調

世界経済調査会

世界経済調査会

世界経済調査会

世界経済調査会

日本郵船調査

本年八月末現在英米側推定保有船腹

今次欧州大戦勃発ノ世界不定期船市況(9月)

船3069参 考資料第336号

中華民国主要港出入船舶統計表

船3070参 考資料第337号

世界戦乱関係喪失船舶一覧表(9月)

船3071参 考資料第338号

昭和十八年八月末現在二於ル英米側推定保有船腹(案)

船3072研 究報告第11号(案)世 界経済調査会

昭和十八年八月末現在二於ル英米側推定保有船腹

船3073研 究報告第11号(案)世 界経済調査会

1943/11/4

1943/12/9

1944/1/13

1943/8/21

1943/9/00

1943/10/00

1943/10/1

1943/10/27

1943/10/22

1943/10/22

1943/10/27

1943/11/00

1943/11/00
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世界戦乱関係喪失船舶 一覧表(10月)

船3074参 考資料第340号

世界海運概況(10月)

船3075参 考資料第341号

開戦後 二於ル英国造船業(案)

船3077研 究報告第12号

世界海運概況(11月)

船4001参 考資料第342号

世界海運概況(昭 和18年12月)

船4002参 考資料第343号

世界戦乱関係喪失船舶一覧(12月)

船4003参 考資料第344号

1943/11/26

1943/11/20

世界経済調査会1943/12/16

1943/12/18

1944/1/28

1944/1/31

世界海運状況調査資料

052-397世 界海運概況(昭 和19年12月)調 査係二部 社長室調査課

米国大統領海運会社 ノ戦後空運事業進出二反対意向 ヲ表明 他

(一月)

船舶情報委員会配布資料(昭 和20年1月)(11)

日本海事振興会調査部 秘

TheshippingworldAmerica'sMaritime他

B表(イ)増 加船腹(ロ)減 少船腹

昭和十四年 中二於ケル外国船傭船状況調 管船局監督課

1.定 期傭船2.航 海傭船調書

1945/1/29

1945/2/25

1943/7/28

世 界 造 船 関 係 資 料

053-005ば ら資 料

第 三 表 起 工 、 進 水 、 完 成 、 船 腹 表1949年 第2・4半 期

第 四 表 船 型 別 世 界 建 造 中 船 舶

海 外 主 要 国 現 行 海 運 立立造 船 補 助 制 度 概 要 逓 信 省 管 船 局

英 吉 利 、 北 米 合 衆 国 、 仏 蘭 西 、 伊 太 利 、 独 逸 他5力 国

戦 後 世 界 海 運 拉 造 船 保 護 制 度1919年 乃 至1930年

逓 信 省 管 船 局

ErnstWalterSchiedewitz著Subventionierungvon

WeltschiffahrtundWeltschiffbauindenNachkriegsjahren

1919-1930.Hamburg1931ヲ 抄 訳 セ ル モ ノ ナ リ

1949/6/30

1936/5/00

そ の 他

053-165 外国船輸入問題に関する説明資料

外国船主要船主普通株配当率一覧表

各国戦時船舶管理制度概要

1918年 中二於ケル各国ノ海上保険及戦争保険ノ概要 逓信省管船局

第一章 船舶其ノ他 ノ徴発、管理及輸出入禁止拉傭船及

航海ノ制限等二関スル制度

第二章 航海造船海事金融海上保険及船員二関スル施設

本邦対外航路ノ協定二関スル調査1936/10/00

欧州航路関係 ・太平洋航路関係 ・豪州比島及南洋航路関係

印度及波斯航路関係 ・阿弗利加航路関係 ・南米航路関係

海峡地航路関係 ・支那航路関係 ・大西洋航路関係
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053-381 外国古船ノ輸入制限 ヲ必要 トスル理由

満州事変 ト海運 ノ貢献

海事摘要 昭和十一年

最近二於ケル世界貿易及海運 ノ趨勢

本邦対外海運関係収入(大 蔵省調査二依ル)

日本船の進出を予想 し得べき市場及航路

ばら資料

大戦前に於る英国の東亜海運

21船 会社の発達 と現状 「海運」

第二次動乱に至る欧州情勢

第一次欧戦 ト海運 ノ躍進

今次欧州大戦に因る東洋来航の外国

変動調(調 査係一部)

「海上権 ト日本 ノ発展」高木反三郎

逓信省管船局

「大東亜共栄圏 と我が海運」 寺井久信

岡崎幸壽

「世界変革ノ大戦 ト海運」平井好一

「海上権 ト日本 ノ発展」高木反三郎

遠洋定期航路配船状態

企画課

本邦不定期貨物船各運行者配船区分及保有船腹表

遠洋配船(二 月現在)

世界主要港二於ケル貿易屯量ノ調査(調 査課調査係二部)企 画部

加奈陀西岸、米国西岸及布畦、巴奈馬運河、南米西岸、緬、豪州

ば ら資料

1941/3/00

1940/4/1

1941/9/24
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裏 日本関係資料
054-005裏 日本強化 記昭和二十年三月 監理課長

日満支海陸輸送施設整備方策要綱 閣議決定

裏 日本諸港荷役力強化二関スル件

(次官会議決定案)

裏 日本諸荷役力強化方策現地打合決定事項報告

運通省企画局

運輸通信省企画局

日本海方面船舶修理能力増強案 海軍艦政本部総務部商船班

日本海沿岸諸港木船修繕能力強化の件 案 海運総局船舶局

木造船工場工員ノ裏日本木造船所派遣二関スル件
運輸通信省海運総局船舶局長

裏 日本荷役増強用転換曳艀船番表

裏 日本増強国務大臣現地措置進捗状況並新規要望事項
海運総局港政課

1945/3/19

1945/4/18

1945/4/7

1945/3/31

1945/4/12

1945/4/28

1945/6/13

054-077裏 日本揚陸物資輸送概況 海運総局海運局輸送課

裏 日本壺井 と表紙に朱書き

裏 日本荷役力封輸送計画比較 海運総局輸送 他表6件

裏 日本諸港現勢概観 海運総局海運局港政課 他表3件

裏日本諸港揚陸貨物流通強化二関スル件 企画局第四課

倉庫利用状況

港頭貨物疎開経過

ばら資料

昭和十九年度第四四半期運営會焚料炭補炭港別要望案

運航局契約部資材課

1945/4/20

1945/4/20

1945/4/23

1945/4/1

1944/2/00

荷役関係資料

054-106ば ら資料

荷役関係調書

主要港一日取扱可能算定屯数

港湾委員会規則 他

坪井資料(府 県別倉庫調)

東北及北陸各港石炭荷役能力調査 他

第十一節 港湾荷役対策

戦時経済ト海運国策」安田文助 管船局沿岸課

京濱両港湾荷役関係調書

主要港五月期重要物資積揚数量調書(積 揚ノ合計)

内地主要荷役増強緊急施設ノ件

管船局沿岸課

海運局輸送課監査係

海務院港運課

船舶運営會 大久保賢治郎

裏 日本諸港荷役能力調

関門港区滞貨状況調 他

海運彙報 日本海運業會

裏 日本諸港荷役力強化方策現地打合決定事項報告

運輸通信省企画局

ばら資料

答申案 第一、港湾二於ケル荷役能率ノ改善 他

1940/4/00

1944/8/1

1943/10/29

1940/6/00

1943/12/9

1943/10/8

1945/5/7

昭 和19年4月 ・5月 ・7月

1945/4/7

1938/9/16
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船舶会社所属建物 ノ活用二関スル件 他

宇部港々湾能力緊急増強二関スル件 他

関門港倉庫疎開二関スル件 他

昭和19年 及20年 度鑑本計画曳船竣工予定表

門司海運局

門司海運局

門司海運局

海運総局海運局輸送課

1945/5/8

1945/4/13

1945/4/13

054-287南 鮮内地問海上輸送関門港港湾施設及荷役状況調書

第一 南鮮内地間海上輸送概況

第二 関門港(除 若松港区)

第三 若松地区

第四 八幡地区

門司海運局 1944/5/00

法令 ・大臣引継資料関係資料

054-372組 合関係法令集 昭和十三年十一月

内表紙には、昭和十三年十二月 とあ り
一 民法(法 人)

二 水利組合法

三 北海道土功組合法

四 耕地整理法

五 都市計画法

他13件

監督課

055-005法 令(船 員法改正法律、等)

船員法改正法律

船員法施行令案

船員法施行規則案

書式

船員法取扱手続案

書式

臨時船舶管理法施行規則 中改正二関スル件

ば ら資料

甲種医療函内容案

第四号表(第 七十二條関係)乙 種衛生用品

逓信省

逓信省管船局

管船局海員課

1938/2/00

1938/2/00

1938/2/00

055-228 勅令第一 ・一四四号(昭 和十六 ・十二 ・十八)、 海務員管制 等

*原 稿用紙に手書き

文部省直結諸学校官制 他(明 治二六、八、二五勅令第八六号)

海務学院官制他 勅令171号

商船学校官制他 勅令1147号

海技専門学院官制他 勅令167号

高等商船学校官制他 勅令1146号

海員養成所官制他 勅令458号

高等海員養成所規則他 逓信省令第五十号

航海練習所官制 勅令108号

海務学院高等商船学校及海技専門学院ノ設置 他

運輸省告示第95号

1945/3/31

1941/12/8

1945/3/31

1941/12/18

1939/7/00

1940/9/30

1930/5/29

1945/4/2
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055-384企 業許可二関スル法令 船舶 部長 造船史資七号一七ノ九

企業許可令

企業許可令第六條二依ル指定設備

企業許可令第三條二依ル事業開始許可申請書

企業許可令ノ運用方針

農林大臣告示 1941/12/15

056-005大 臣引継事項その他各種会議提出資料関係綴 監督課

抑留船舶二関スル件 他 手書き原稿

第七十四回帝国議会説明資料二関スル件 他

支那二関係アル議会答弁要旨及資料二関スル件 他

大臣ヘノ所管事務説明二関スル件

第二十六回逓信局長会議協議事項二関スル

管船局長説明資料二関スル件 他

昭和十五年度重要政策事項二関スル件 他

逓信年報材料報告二関スル件 他

大臣引継事項

造船事業法ノ施工二関スル件 他16件

年末慰労金給与資料二関スル件

管船局長引継事項二関スル件

管 船 局 庶 務 課 長1938/11/21

官 房 文 書 課 長1939/1/9

官 房 文 書 課 長1939/4/13

管船局庶務課長

官房企画課長

総務課長

管船

管船局 総務課長

総務課長

1939/4/17

1939/5/30

1939/6/26

1939/8/00

1939/10/16

1939/1/14

運賃 ・傭船料、各社投資関係資料

056-182運 賃及定期傭船料

1本 邦運賃及傭船料

2世 界運賃及傭船料

本邦船舶会社ノ投資 投資並収入状況(「其ノー」)

日本船舶株式会社

大阪商船株式会社

南洋海運株式会社

他16社

逓信省管船局

航路係

1936/12/00

1937/12/00

056-240 ばら資料

物償統制ノ大綱 第23回 中央物債委員会決定

鉄道運賃審議会二対する諮問事項及其ノ答申

運賃及行船料ノ統制

運賃、傭船料、船債の統制

償格等統制令

枠率ノ統制(共 同計算)

第一篇一三章一九節

第一篇一四章一八節

第一篇一四章一十一節

第一篇一五章一 八節

「戦時経済 ト海運国策」安田文助

船舶金融施設 第六項 「船舶改善協会事業史」

木造汽船及機帆船使用料並二航海奨励金支度規程 他

(改正案)

若松築港株式会社ヲ軍需充足会社二指定ノ件 門司海運局

戦時補償特別税申告書 書式

不定期船運航 日数等調 採算基礎調 管船局監督課

船憤償却率表

各船型昭和11年 度、13年 度、14/15年 度船費

(毎月毎頓當)要 約表

1939/4/27

1939/5/8

1944/3/21

1945/4/13

1940/12/00
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船腹一頓二対スル月割輸送量ノ航路別二依ル比率(近 海石炭)

近海石炭、南洋鉱石他 標準運賃

高端丸、大元丸、近海配船採算表 他(航 海計算予定表)

南洋鉱石 昨年度運賃 他

運航組織 ヲ持タズニ臨時運行 スルモ ノ 他

近海石炭 他 標準運賃、貨物輸送量(月 割)

海上運賃戦時割増二関スル件 門司海運局

1940/2/15

1940/2/12

1940/2/00

1945/4/13

軍需会社 ・産業設備、営団資料

057-005軍 需会社 監理課長

軍需会社法関係法規蒐録
運輸通信大臣官房文書課

軍需会社法運用方針要綱

陸軍、海軍、軍需、運輸通信 四省間決定

運輸通信省所管軍需会社監理準則
運輸通信大臣 五島 慶太

第一回指定軍需会社名簿(海 運総局関係)

運輸通信省第二回指定軍需会社名簿(海 運総局関係)

軍需会社法準用二関スル措置(案)文 書課

軍需会社、軍需充足会社ノ指定取消並管理会社 工場

事業場 ノ管理廃止二関スル広告1軍 需省 他

産業設備営団損失審査会 亀 ・

産業設備営團損失審査会議事規則 案 他

損失補償請零書 第一回

1944/2/00

1944/1/12

1944/2/26

1944/4/20

1944/4/25

1944/3/28

1945/8/26

産 業設 備管 團1943/10/11

損失二関スル計算書 自 昭和十七年四月一 日 至 昭和十八年三月三十一 日

昭和十七年度 第二回事業年度

財産 目録、貸借対照表、損益計算書 答申案 他

産業設備管團損失審査会ヘ ノ諮問二対スル答申ノ件

産業設備管團法関係法規

昭和十七年度業務報告書

産業設備買受評価方法基準

戦時運輸通信会議規則 案

産業設備管團

産業設備管團

産業設備管團

産業設備管團

1942/10/00

1943/4/00

1943/11/13

057-157第 一編争論第四章第五海事諸団体ノ変遷中(イ)海 事諸団体二対スル政策資料

海運団体定款 ・統制規程集

造船統制会定款

社団法人船舶改善協会事業史 前編 本協会の遠隔及機構
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