
60

（　　）60

資　料

『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（５・完）

瀧　本　文　治

【第二十七巻】

●第二十七巻第一号（昭和十三年一月二十五日発行）
○巻頭之辞
　□昭和十三年を迎ふ
○資料
　□工業用瓦斯器具の選擇（W・ヒンド）  □米国瓦斯事業と最近の判例（三）  □英国瓦斯技術者協会瓦斯
溜調査委員会第四回報告  □満洲国に於ける瓦斯事業概況（関東洲逓信官署逓信局）
○雑録
　□「ホースコック」無断取換有罪判決  □新刊紹介  □特許並実用新案
○内外瓦斯事情
　□英国（瓦斯事業者協会第九回秋季研究会，高圧電氣タール排除，瓦斯の火戻り）  □独逸（瓦斯発展の
趨勢）  □伊太利（無毒瓦斯）  □加奈陀（再び室窯爐を用いて石炭瓦斯，純水性瓦斯及び増熱水性瓦斯を
同時に製造する法に就て）  □諾威（諾威の瓦斯事業）  □支那（空爆下の上海瓦斯工場）
○雑報
　□新規瓦斯事業計画（昭和十二年度中重要計画，天津瓦斯会社計画，大邱府営瓦斯開業，基隆の瓦斯工場
延期，豊岡瓦斯供給，室蘭瓦斯会社上棟式，新潟県郷津の供給  □京浜コークス末広工場操業開始  □大
津市営瓦斯の拡張工事  □第二十二回東部瓦斯友会総会記事  □近畿瓦斯友会々合  □大宮瓦斯業績  □
諏訪瓦斯業況  □新潟瓦斯近況  □浜松瓦斯成績  □関東瓦斯順調  □和歌山瓦斯業況  □皮革輸入制限
の緩和  □ガソリン重油の節約  □重油の瓦斯代置と瓦斯機器業界  □物価対策委員会の答申  □石炭業
界（石炭増産計画と石炭業法案，石炭業法に対する営業者の希望，石炭統限と労働法規の改正，石炭調査
委員会の組織，炭聯の送炭規定改正，石炭運賃の昂騰）  □電氣事業界（電力国家管理案の必要，電力国
策要網，電力国家管理・出資財産評価の方法，炭聯五社共同計算制の確立，電力料金の暫定有効期間）  
□瓦斯界往来（其後の応召会員，四電田中常務の栄進，昭和石炭澤田営業部長常務に栄進，根岸技手の栄
転，都留増三氏より通信，満州瓦斯会社の創立，東部瓦斯友会幹事会社会，帝国乾留工業会社の設立，故
杉浦博士，千代田機械新工場落成）  □記事広告（瓦斯発生爐金物売却）
○会報
　□第二十六回定時総会開催及開催期日の件  □定例理事会  □定例理事会  □特別委員会委員委託之件  
□第二回特別委員会  □第三回特別委員会  □第四回特別委員会  □重油使用制限に依る瓦斯代置に関し
各社に照会の件□硫安販売統制に関する件  □技術営業両部会聯合常任委員会  □事変下に於ける海外出
張の件  □元会長法学博士石渡敏一氏の薨去  □評議員工学博士杉浦宗三郎氏の逝去  □小野田福井市瓦
斯局長の逝去  □昭和十一年度瓦斯事業要覧の発行  □倉庫品及瓦斯「メートル」整理座談会速記録発行
の件  □瓦斯事業主任技術者詮衡試験及第者氏名  □新入会員  □書記長自宅に電話開設  □正会員会費
領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □寄贈及外国購入雑誌
○附録
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　□帝国瓦斯協会雑誌第二十六巻総目次
○論説
　□国産振興と国産愛用（商工省）  □本邦瓦斯事業の概要（帝国瓦斯協会）

●第二十七巻第二号（昭和十三年三月二十五日発行）
○資料
　□都市瓦斯に依る工業用加熱（C・M・ワルター）  □亜米利加瓦斯事業と最近の判例（四）  □英国に於
ける各種瓦斯団体の協力
○雑録
　□戦火裡に於ける上海瓦斯工場（上海瓦斯主任技術者  J・K・シンプソン，桑原禮四郎譯）  □特許並実
用新案彙報
○法令
　□満洲国瓦斯事業法  □硫安販売株式会社販売価格  □硫安販売株式会社指定小売最高価格  □副産硫安
買入価格
○内外瓦斯事情
　□世界（世界に於ける窒素生産高並に消費高）  □英国（倫敦各瓦斯会社の料金値上，瓦斯溜の検査，英
国に於ける乾溜事業の概観，リーズ大学の夜間課程）  □米国（米国に於ける燃料資源，電熱に依る石炭
乾溜の成績，一九三七年度の瓦斯界，アメリカ家庭の料理用燃料状況）  □独逸（瓦斯工場に於ける瓦斯
液の処置，ベンゼン及びトルエンの回収，独逸の工事用自動車，導管用新充填剤「ジンテリット」に就
て）  □伊太利（圧縮瓦斯）
○雑報
　□瓦斯事業委員会の開催  □瓦斯事業法順用規程の制定実施  □新規瓦斯事業計画（新義州府営瓦斯頓挫，
台湾新竹天然瓦斯市営供給，高田市の天然瓦斯購入計画，九州瓦斯製造設備の拡張，直江津町営瓦斯計画，
播磨瓦斯が供給区域延長，土崎港の町営瓦斯，天津瓦斯事業設立計画）  □事変下の臨時増税要網  □東部
瓦斯友会臨時総会  □東京瓦斯の今期業況  □泉州瓦斯業況  □敦賀瓦斯業績  □銚子瓦斯成績  □舘林
瓦斯業績  □各社彙報（東邦瓦斯建設課の設置，大阪瓦斯今期業状，豊橋瓦斯事変関係費に寄附，大阪瓦
斯の瓦斯爐展，堺瓦斯下期業況，北海道瓦斯据置，浜松瓦斯九朱配当，九州と西部両瓦斯九分，大垣瓦斯
電氣の業況，浪速瓦斯今期決算，東京瓦斯鶴見に総合化学工場計画）  □石炭界（石炭増産の指導機関を
設置，石炭供給不足の原因，石炭聯の急需統制，大阪工業界の石炭飢饉対策，石炭聯の増産計画の遂行）  
□瓦斯界往来（南満瓦斯五十嵐技師の帰朝，福井市瓦斯局長の新任，東邦瓦斯職制の改正，鉄道協会々長
の就任，大阪瓦斯総務庶務両部長の移動，舘林瓦斯吉澤支配人よりの通信）
○会報
　□第二十六回定時総会開催期日の件  □定例理事会  □重油使用制限に関する件  □副産硫安委員会  □
硫安販売協議会  □技術営業両部聯合委員会  □瓦斯器具部分品試験方法調査特別委員会  □標準瓦斯作
業規程調査特別委員会  □非粘結炭の使用調査に関する件  □電蝕防止研究委員会委員の委嘱  □瓦斯
「メートル」用羊皮革の輸入許可  □特許「瓦斯の脱硫法」に対する異議申立の件  □新入会員  □会員木
村利龜太氏の逝去  □正会員会費領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈及購入外国図書雑誌

○論説
　□時局と瓦斯事業（郊  外  生）  □満洲瓦斯事業概観（鑛工司工業科  梶ヶ谷誠司）

●第二十七巻第三号（昭和十三年五月二十五日発行）
○雑録
　□米国に於ける瓦斯のラヂオ宣伝  □第二十三回東部瓦斯友会総会記事  □東海瓦斯友会総会記事  □第
二十一回西部瓦斯友会総会記事  □特許並実用新案彙報
○法令
　□国家総動員法  □民法中改正ノ件  □昭和六年八月商工農林逓信省令中改正ノ件  □電氣事業法中改正
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ノ件  □揮発油及重油販売取締規則
○内外瓦斯事情
　□英国（瓦斯工場と空襲，石炭の組成と揮発分の組成との関係，英国工業博覧会）  □瑞西（小瓦斯工場
の改造）  □独逸（酸に依る石炭無機質分の除去）  □佛国（瓦斯商業講座）
○雑報
　□新規瓦斯事業計画（南満洲瓦斯の各地瓦斯計画，直江津ガス新設打合せ，東京瓦斯化学工業会社の新設  
□商工省臨時物資調整局主管事項  □東邦瓦斯会社副産処理  □改正銅使用制限規則  □固定資産減価償
却年限短縮  □第九回北日本瓦斯協会定時総会  □各社彙報（東京瓦斯会社第二次料金値下，鶴見瓦斯下
期，日本海電氣未払込を徴収，甲府電力・甲州電力の合併，西部九州両瓦斯会社献金，柏崎瓦斯会社供給
区域拡張，相模瓦斯下期業況，佐賀瓦斯新組合十二年度業績，鶴岡瓦斯会社の火事）  □天然瓦斯界（大
多喜天然瓦斯年内に倍額増資，電車に天然ガスを利用，圧縮瓦斯取締規則の改正，台湾天然瓦斯の利用，
福井県八村字島濱の天然瓦斯）  □重油ガソリン界（商工当局の瓦斯増産慫慂，東京府の燃料取締細則，
大阪府揮発油及び重油販売取締規則施行細則）  □石炭界（一般的雛勢，政府の石炭に対する政策，石炭
輸送の円滑化，石炭飢饉の真相，大阪工業化会の十三年度需給推算，開灤炭販売会社創立，石炭需給調整
協議会速設，昭和石炭会社の意見）  □瓦斯界往来（大阪府庁太谷瓦斯監督官の退職，工務局監督課の職
制改正，我妻商会の組織変更，台湾瓦斯社長の更迭，室蘭瓦斯開業，中村幸一氏昭和瓦斯器具退社，東部
瓦斯友会有志会合，関谷武男氏よりの消息，古澤利男氏よりの通信，朝鮮瓦斯友会の設立，廣島瓦電社長
副社長の決定）
○会報
　□吉田監督課長よりの移牒  □第四十一回評議員会  □緊急理事会  □定例理事会  □定例理事会  □監
事会  □鐵鋼自治統制委員会  □第二回鐵鋼自治統制常務委員会及委員会  □商工省鐵鋼統制協議会  □
第三回鐵鋼自治統制委員会  □第四回鐵鋼自治統制協議会常務委員会  □第五回鐵鋼自治統制協議会常務
委員会  □技術営業両部会聯合委員会  □評議員補欠選缺  □営業部会委員一名増員  □倉田理事の逝去  
□評議員金井正平氏の逝去  □新入会員  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □寄贈及購入外国図
書雑誌
○附録
　□昭和十二年度会務報告  □昭和十二年度会計報告  □昭和十三年度経常収支予算  □技術部会昭和十二
年度会務報告  □営業部会昭和十二年度会務報告
○論説
　□鐵鋼自治統制に就て  □本管より多数の分岐供給をなす場合の圧力計算法及び管径設計法（大阪瓦斯株
式会社技師補  難波壽郎）  □小規模瓦斯工場と現下竝に将来の対策

●第二十七巻第四号（昭和十三年七月二十五日発行）
○口絵
　一，第二十六回定時総会に於ける小曾根会長開会の辞  二，定時総会に於ける奥常任理事の会務報告  三，
同渡邊常任理事の会計報告  四，同竹内燃料局長官の講演  五，東京会館午餐会に於ける村瀬商工次官の
挨拶  六，同小曾根会長の挨拶  七，第十一回部会大会に講演中の大野二郎氏  八，同福島鷹男氏  九，
同渡邊常務理事の講演  十，同四角営業部会委員長の閉会の辞  十一，総会々場  十二，総会に於ける会
員  十三，総会に於ける会員  十四，総会に於ける会員  十五，総会午餐会（其ノ一）  十六，総会午餐会
（其ノ二）  十七，第十一回部会大会  十八，部会懇親会に於ける塚田技術部会委員長の挨拶  十九，部会
懇親会に於ける小曾根会長の挨拶  二十，部会懇親会に於ける野澤商工技師の挨拶  二十一，部会懇親会
断片  二十二，部会懇親会（其ノ一）  二十三，部会懇親会（其ノ二）
○報文
　□協会定款一部改正  □石炭の需給に関する燃料局諮問に対する答申  □瓦斯製造用として非粘結炭使用
の実例（帝国瓦斯協会技術部会非粘結炭調査委員会第一回報告）  □第二十六回定時総会記事（第十一回
部会大会，聯合講演会，東京瓦斯鶴見製造所及京浜コークス末広工場見学，聯合懇親会）  □第二十六回



63『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（５・完）（瀧本）

（　　）63

定時総会（第四十二回評議員会，第二十六回定時総会，講演会及午餐会，歌舞伎座観劇，市内見学，箱根
見学）
○雑録
　□金属製品の代用品に関する座談会  □新刊紹介  □特許並実用新案
○内外瓦斯事情
　□英国（薪炭瓦斯自動車，コークス爐の建設費と作業費）  □独逸（石炭の分溜）  □仏蘭西（瓶詰瓦斯の
事故）  □ソ聯邦（ソ聯中央瓦斯局）  □濠洲（人造ガソリンの価格）
○雑報
　□新規瓦斯事業計画（新義州へ瓦斯配給，敷根地方のメタン瓦斯，中支瓦斯会社の発起）  □防空設備の
方針  □固定資産償却の堪久年数短縮決定  □東邦瓦斯上期業績  □和歌山瓦斯上期業況  □浪速瓦斯上
期業況  □各社彙報（日本海電氣業況，廣島瓦斯電軌がベンゾール工場を新設，大阪浪速神戸で共同化学
会社説，室蘭市に瓦斯配給の快報，金沢市積極的増加，土崎町営ガス申込殺到，ガス・バス近く試運転，
八王子瓦斯の更新）  □鉄鋼配給統制  □鉄鋼統制界（鉄鋼統制の機構，鉄鋼配給統制に就て鑛山局長の講
演，小口の鉄鋼配給）  □石炭界（昭和石炭答申，大阪工業会答申，神戸船主会具申，鉄道協会の答申，
経済聯盟の答申，石炭読本の配布，石炭節約に付き全国へ指導員派遣，石炭増産命令，石炭配給機構整
備）  □瓦斯界往来（商工省石井技手の栄転，大島博士の栄転，神奈川県小高瓦斯監督官の栄進，徳島ガ
ス常務取締役，関東瓦斯常務取締役に須田氏就任，東部瓦斯友会幹事会社会
○会報
　□燃料局長官より石炭に関する諮問  □定例理事会  □定例理事会  □監事会  □第六回鉄鋼自治統制常
務委員会  □鉄鋼自治統制委員会及第七回同常務  □鉄鋼自治統制第八回常務委員会  □第一回石炭答申
案協議委員会  □第二回石炭答申案協議委員会  □日本動力協会参與員に小曾根会長再選  □廣田営業部
会常任委員委員辞任の件  □鉄鋼配給統制規則の印刷  □諸報告の件  □新入会員  □正会員会費領収報
告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □寄贈及購入外国図書雑誌
○講演
　□総会開会の辞（帝国瓦斯協会会長  小曾根貞松）  □時局と液体燃料（燃料局長官  武内加吉）  □非常
時に於ける瓦斯販売に就て（東京瓦斯株式会社主事  大野二郎）  □神戸瓦斯株式会社に於けるオットー式
骸炭爐設備に就て（神戸瓦斯株式会社技師補  福島鷹男）

●第二十七巻第五号（昭和十三年九月二十五日発行）
○報文
　□石炭統制に関する瓦斯事業者大会  □鉄鋼自治統制事務打合会
○資料
　□我国に於ける瓦斯発生爐の変遷（坂井定吉）  □亜米利加の瓦斯事業と最近の判例（五）  □世界のコー
ルタール及ベンゾール事情
○法令
　□臨時資金調整法施行令中改正の件  □臨時資金調整法施行細則中改正の件  □暴利取締令中改正の件  
□物品販売価格取締規則  □物品販売価格取締規則第一條の規定に依る物品指定の件  □物品販売価格取
締規則第一條の規定に依る物品指定の件追加  □銅使用制限規則  □銅使用制限規則第四條に依る物品指
定の件
○内外瓦斯事情
　□英国（瓦斯技術協会総会）  □独逸（石炭工業の躍新，独逸の瓦斯事情趨勢）  □仏蘭西（仏蘭西瓦斯協
会第六十一回総会）  □加奈陀（加奈陀に於ける瓦斯事業）
○雑報
　□新規瓦斯事業計画（哈爾濱瓦斯会社の計画，室蘭瓦斯拡張）  □自家用瓦斯取締規則の施行  □京都市と
京都瓦斯の報償契約係争の経緯  □大津瓦斯事件の経緯  □東邦瓦斯友会臨時打合会  □各地瓦斯友会臨
時総会（西部瓦斯友会臨時総会，東海瓦斯友会臨時打合会，東部瓦斯友会臨時総会）  □東京瓦斯上期業
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況  □大阪瓦斯上期業況  □各社彙報（葛飾瓦斯決算，岡山瓦斯決算，仙台瓦斯上期成績，熱海瓦斯上期
業況，相模瓦斯上期成績，台湾瓦斯上期業況，大垣瓦斯電氣成績，昭和ガス副産会社設立，山形瓦斯上期
業況，北海瓦斯決算，岐阜瓦斯上期業況，関東瓦斯及横浜市瓦斯局との交渉）  □石炭界（石炭需給統制
協議会の設置，本年度石炭節約，炭価一割値下げ）  □瓦斯界往来（北村正平氏の栄転，商工省職員の移
動，金沢市尾戸電氣水道局長の栄転，竹原鉄管継手販売会社，日本化学機械会社の石井鉄工所への合併，
豊島愛明氏の渡支）
○会報
　□定例理事会及び緊急理事会  □第九回鉄鋼自治統制常務委員会  □鉄鋼自治統制委員会  □石炭配給統
制委員会コークス特別委員会打合会  □第一回配給自治統制委員会並コークス特別委員会  □コークス特
別委員小委員会（第一部第二部聯合）  □コークス特別委員会常務委員小委員聯合委員会  □第二回コーク
ス特別委員会  □コークス特別委員会小委員会  □コークス特別委員会及両部会委員会  □コークス特別
委員会起草委員会  □コークス特別小委員会  □コークス特別委員会常務委員会  □第三回コークス特別
委員会  □技術営業両部聯合委員会  □新入会員  □会員山岸博君の逝去  □正会員会費領収報告  □各
社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □寄贈及購入外国図書雑誌
○講演
　□鉄鋼及び石炭の配給に就て（臨時物資調整局第一部長  小金義照）  □自治的統制の趣旨（商工技師  稻
見慎一）

●第二十七巻第六号（昭和十三年十一月二十五日発行）
○雑録
　□各種資材統制に関する実務解説（一）  □第二十四回東部瓦斯友会総会記事  □第二十二回西部瓦斯友会
総会記事  □特許並実用新案彙報
○法令
　□石炭配給統制規則  □石炭配給統制規則改正の件  □石炭配給統制規則第三條の規定に依る指定の件  
□鉄鋼給統制規則中改正の件  □鉄鋼給統制規則中改正の件  □自家用瓦斯製造事業等取締規則  □瓦斯
事業法施行令中改正の件  □自家用瓦斯製造事業等取締規則第七條第二項の規定に依る告示  □瓦斯事業
法施行令中改正勅令及自家用瓦斯製造事業等取締規則の実施に関する件  □大正十四年十月商工省告示第
二十一号中改正の件
○内外瓦斯事情
　□日本（魚網防腐剤としてのコールタール）  □英国（英国の瓦斯事情，塊炭より活炭素の製造，カーペ
ンター博士の逝去）  □米国（CP瓦斯調理器とは何ぞや）
○雑報
　□コークス統制に関する協議会  □コークスの統制協議会  □ガスコークス最高価格の公定に関する燃料
委員会の答申  □東京大阪両市のコークスの公定価格  □瓦斯事業法準用規程の実施  □東京瓦斯業況  
□石炭配給統制規則の実施（石炭標準価徹底要望，燃料配給統制）  □各社彙報（北海瓦斯増益，立川瓦
斯会社設立，大阪瓦斯酉島町に新工場，神戸ガスの新設タンク，京都市対京都瓦斯会社係争事件，宇都宮
瓦斯成績，横浜市の関東ガス一部買収経緯，朝鮮京城瓦斯需要増加，千葉瓦斯上期業況，奈良瓦斯臨時株
主総会，三條瓦斯上期業況，静岡瓦斯上期業況，和歌山瓦斯上期業況，東邦ガス総会，室蘭瓦斯工事鍬入
式，東邦ガス工業愈々工場に着手，大津瓦斯公判準備手続，大垣瓦斯電氣供給規程更改，関東瓦斯順調）  
□瓦斯界往来（商工技手入江氏技師に昇進，大坪南満瓦斯奉天支店長の栄転，益子武州瓦斯支配人の栄転，
秋山法学士よりの便り
○会報
　□鉄鋼自治配給統制に関し工務局長よりの通牒  □瓦斯事業関係官事務打合会  □定例理事会  □定例理
事会  □鉄鋼材配給順位  □鉄鋼自治統制常務委員会  □鉄鋼自治統制常務委員会  □鉄鋼自治統制常務
委員会  □鉄鋼自治統制常務委員会  □鉄鋼自治統制に関する処理規程（一）改正  □昭和十四年上期瓦
斯事業需要鉄鋼基本調査の件  □技術営業両部会聯合委員会  □両部会委員会に調査法諮問の件  □瓦斯
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事業主任技術者銓衡試験  □工学博士内藤游氏の逝去  □瓦斯事業法令集の改訂出版  □正会員会費領収
報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □寄贈及購入外国雑誌
○附録
　□帝国瓦斯協会雑誌第二十七巻総目次
○論説
　□石炭の配給統制に就て（水越致和）  □水平「レトルト」用原料炭の選擇（R・C・ダウニング）  □昭和
十二年度本邦瓦斯事業概要（帝国瓦斯協会）

【第二十八巻】

●第二十八巻第一号（昭和十四年一月二十五日発行）
○報文
　□コークスの配給及価格統制に就て  □瓦斯脱硫に関する特許に対する異議申立の顛末
○雑録
　□各種資材統制に関する実務解説（二）  □ベンゾールと瓦斯工業（W・H・ホツファート，G・クラスト
ン）  □特許並実用新案彙報
○研究
　□瓦斯導管としてのセメント接手に就て（東京瓦斯株式会社供給課）
○法例
　□銅，鉛，錫等配給統制規則  □鉄屑配給統制規則  □皮革給統制規則中改正の件  □物品販売価格取締
中改正の件
○内外瓦斯事情
　□支那（開灤炭礦の新水洗設備）  □英国（瓦斯技術協会秋季研究発表会，含炭素物より高圧水素に依り
炭化水素を製する方法，空襲と瓦斯工場）  □米国（瓦斯工場救援とラヂオ）  □独逸（伯林に於ける瓶詰
瓦斯自動車の発展，高圧下の瓦斯脱硫）
○雑報
　□瓦斯事業委員会の開催  □日本硫安会社主催硫安配給機溝に関する懇談会  □京都瓦斯会社発明の竹製
ラセン管の当選  □東部瓦斯友会臨時総会  □新規瓦斯事業の開業（錦州の開業，新義州の瓦斯開業，大
上海瓦斯会社の設立，玉島瓦斯会社の創立，旧室蘭市の点火）  □大阪瓦斯会社の将来性  □東邦瓦斯の多
角的経営  □各社彙報（尼崎瓦斯増産設備申請，東邦瓦斯料金及メーター使用料の値下，南満洲瓦斯業況，
大邱府営瓦斯事業の好成績，岡山瓦斯業績，犬山瓦斯の経営刷新，台湾瓦斯の料金値上）  □瓦斯メーカ
ー界の近況（金門商会満洲に計量工場新設計画，園池製作所大拡張）  □石炭界（昭和石炭会社の機構改
造，石炭の需給調整方策）  □電力料金決定基準  □瓦斯界往来（豊橋瓦斯神野支配人常務取締役に昇任，
第一回運動報国賞の表彰，東部瓦斯友会幹事会社会，南満洲瓦斯志村常務取締役の退任，報国賞贈呈式，
旭瓦斯取締役小野博史氏の逝去）
○会報
　□第二十七回定時総会開催地の件  □定例理事会  □鉄鋼自治統制常務委員会  □鉄屑配給統制規則実施
に付実務者打合会  □瓦斯事業用代用品調査特別委員会（器具部門）  □技術営業両部会聯合委員会  □代
用品調査研究に付き両部会より報告の件  □瓦斯主任技術者免状交附  □新入会員  □昭和十二年度瓦斯
事業要覧の発行  □正会員会費領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □寄贈及購入外国雑
誌
○論説
　□新年に際し所感の一端を述ぶ（帝国瓦斯協会々長  小曾根貞松）  □再び本邦瓦斯事業の趨勢に就いて
（帝国瓦斯協会）

●第二十八巻第二号（昭和十四年三月二十五日発行）
○報文
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　□朝鮮に於ける瓦斯事業の概況（朝鮮総督府逓信局電氣課  只野宗道）  □台湾瓦斯事業概況  □帝国コー
クス株式会社の創立
○雑録
　□金谷詩稿に就て（郊  外  生）  □東北瓦斯友会第一回総会記事  □代用品に関する打合会  □特許並実
用新案彙報
○研究
　□瓦斯導管としてのジンテリット接手に就て（東京瓦斯株式会社供給課）  □亜米利加瓦斯事業と最近の
判例（六）
○法例
　□物品販売価格取締規則第一條の規定に依る物品指定の件  □同上  □国民職業登録令の制定
○内外瓦斯事情
　□日本（人造石油製造の現状と将来，石炭灰分の測定温度，都市瓦斯の高度脱硫）  □英国（都市瓦斯の
熱量，一九三七年度の石炭乾溜事業，英国瓦斯事業の趨勢）  □米国（昨年度の瓦斯事業）  □独逸（一九
三七年度の瓦斯事業概況）
○雑報
　□新義州府営瓦斯開業  □鉄鋼統制第七分科協議会  □京都市対京都瓦斯会社の円満協定  □減免税具体
案  □東京瓦斯決算  □大阪瓦斯業況  □浪速瓦斯下期業況  □尼崎瓦斯下期業績  □各社彙報（瓦斯水
道新規工事の中止，横浜市瓦斯局の拡張計画，金沢市電瓦斯取付，浜松瓦斯業況，北海瓦斯決算，新京・
奉天の二工場拡張，奈良瓦斯業績，日本海電氣業況，東邦ガス料金変更，東邦ガス水平式発生爐建設，大
阪瓦斯医薬製造市販，京城電氣瓦斯製造所増設，台湾瓦斯下期業況，大阪瓦斯機器工組対策準備，福井市
の水道瓦斯事業予算，高電ガスを買収計画，豊橋瓦斯未払込徴収と料金値下，宇部市瓦斯委員会，西部九
州瓦斯業況，関東瓦斯順調，東邦ガスが奉仕班組織，南満瓦斯で新社員養成所を開設，日本水電下期業況，
台湾瓦斯の工場改善，室蘭瓦斯供給開始，神戸瓦斯据置，大垣瓦斯電氣業況）  □石炭界（今年度の送炭
高，送炭割当の強化方針，開灤炭の輸入量と配給割当）  □瓦斯界往来（大阪瓦斯隈井総務部長の栄進，
福井市瓦斯局長の更迭，泉州瓦斯黒川支配人専務に昇進，豊島大上海瓦斯常務の帰朝，東部瓦斯友会幹事
会社会，岡本櫻傳の寄贈，千代田瓦斯機械製作所の増資と拡張，中央工業拡張改組，瓦斯主任技術者の招
聘）
○会報
　□第二十七回定時総会開催期日の件  □定例理事会  □監事会開催  □定例理事会  □第十六回鉄鋼自治
統制常務委員会  □第十七回鉄鋼自治統制常務委員会  □第二十七回帝国瓦斯協会定時総会日程の件  □
鉄鋼統制に関する件  □鉄屑払出促進に関する件  □瓦斯メートル用羊皮革配給に関する件  □昭和十三
年度電蝕防止研究委員会事業報告  □商工省機構改正に付陳情の件  □新入会員  □特別図書寄贈の件  
□鉄屑配給統制規則改正及鉄屑配給統制規則解説の発行  □正会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □
寄贈図書雑誌  □寄贈及購入外国雑誌

●第二十八巻第三号（昭和十四年五月二十五日発行）
○資料
　□瓦斯事業と研究（英国瓦斯技術協会書記長  ブラウンホルツ博士）  □千葉県水道管の電蝕防止に就て
（電蝕防止研究委員会千葉委員会報告）
○雑録
　□東部瓦斯友会総会記事  □東海瓦斯友会総会記事  □北日本瓦斯協会第十回総会  □老コッパース博士
日本を訪ふ  □特許並実用新案彙報
○法令
　□会社利益配当及資金融通令  □会社利益配当及資金融通令施行細目  □物品販売価格取締規則中改正の
件  □銅使用制限中物品指定の件  □京都瓦斯方奨契約書
○内外瓦斯事情



67『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（５・完）（瀧本）

（　　）67

　□日本（暖房用として各種燃料の比較）  □英国（爆弾のショックと貫通深度）  □独逸（世界最大の瓦斯
溜，コークスの強度）
○雑報
　□政府の物価統制方針  □コークス規格制定に関する件  □瓦斯需要激増の状況  □東京瓦斯今期業況好
調  □戦時下の瓦斯事業とタール工業  □ガス自動車の助成  □東部瓦斯友会幹事会社会と瓦斯技術研究
会  □各社彙報（南満瓦斯の本年事業の決定，大阪瓦斯酉島工場竣工程度，台湾瓦斯会社需要益々激増，
日立瓦斯電の合併問題，下関瓦斯の市街拡張，東邦瓦斯報奨金の増額，東邦瓦斯の値下，北海道瓦斯の飛
躍，京都瓦斯報奨金契約円満解決，大垣瓦斯電氣電気部の譲渡）  □台湾の天然瓦斯  □石炭界（互助会の
石炭増産計画，炭聯評議員会の石炭増産申合，石炭増産補助金，石炭増産に関する石炭鑛聯の建議，昭和
石炭の燃料用炭の統制，石炭の需給状況）  □瓦斯界往来（熊代大阪瓦斯副産販売部長の栄転，松本瓦斯
本社移転，葛飾瓦斯小川支配人の栄進，高岡瓦斯社長の更代，満州瓦斯青木技師の栄進，商工省稲見技師
松井理事官の朝満支の視察，箕浦氏岐阜瓦斯社長に就任，下関瓦斯竹内専務取締役の逝去，桑名瓦斯吉田
常務取締役の逝去，藤本東邦瓦斯常務上海瓦斯視察談，東部瓦斯友会幹事会社会，相武瓦斯事業の計画，
北村幹事逝去）
○会報
　□定例理事会  □監事会  □鉄鋼自治統制常務委員会  □技術営業両部会常任委員会  □標準瓦斯作業規
程調査特別委員会  □瓦斯器具部分品試験方法調査特別委員会  □両部会聯合常任委員会  □鉄鋼材中圧
延鋼材割当数量許容率に関する件  □会社利益規準配当率に関する件  □満洲事変に関し褒状受領の件  
□副産硫安打合会  □新入会員  □正会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外
国雑誌
○附録
　□昭和十三年度会務報告  □昭和十三年度会計報告  □昭和十四年度経常収支予算  □技術・営業両部会
昭和十三年度会務報告

●第二十八巻第四号（昭和十四年七月二十五日発行）
○口絵
　一，総会に於ける小曾根会長開会の辞  二，同奥常任理事の会務報告  三，同会員席  四，部会大会に於
ける小曾根会長の挨拶  五，同会務報告の石黒常任委員  六，同公演中の小川商工技師  七，同公演中の
東京瓦斯籠宮技師  八，同大阪瓦斯吉岡技師補  九，同速水理学博士  十，同閉会を述ぶる四角営業部会
委員長  十一，オリエンタルホテルに於ける午餐会其の一  十二，同其の二  十三，同其の三
○報文
　□第二十七回定時総会記事（第十二回部会大会，聯合講演会，神戸瓦斯西工場見学，聯合懇親会，湊川神
社皇軍武運長久祈願，講演，第四十三回評議員会，第二十七回定時総会，第四十四回評議員会，午餐会，
須磨明石見学，有馬行，六甲登山，宝塚）
○雑録
　□耐火物に関する大日本窯業協会との協会座談会に就て
○法例
　□国家総動員準備に関する件  □商工省官制改正の件  □物価局官制  □商工省分課規程改正の件  □燃
料局分課規程改正の件  □物価局分課規程改正の件  □銅，鉛，鍚等配給統制規則中改正の件  □鉄鋼工
作物築造許可規則に依り許可を要せざる工作物の種類指定の件
○内外瓦斯事情
　□日本（膠状燃料の試焚試験）  □英国（貯炭による石炭の品質低下，タール霧除去と乾式脱硫との関係，
洗滌油による有機硫黄の除去，浸管式工業用加熱法）  □米国（家庭用各種燃料器具の対照数量，発電用
天然瓦斯使用量）  □独逸（深冷法による瓦斯脱水）
○雑報
　□天然瓦斯利用に付ての聖慮  □商工省の機構改正  □京都市対京都瓦斯会社紛争の解決  □各社彙報
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（東京瓦斯新株払込徴収，大阪瓦斯の健康報告，廣島瓦電の業容，和歌山瓦斯業績，上海瓦斯会社六分配
当か，関東瓦斯の業況，瓦斯会社のベンゾール回収，天然ガス自動車と瓦斯充填所，大多喜天然瓦斯増資，
北海瓦斯好調）  □石炭界（石炭配給統制の強化，鉄・石炭・物価抑制策，石炭の需要急増と昭和石炭の
対策，石炭配給改革案，石炭の運賃引下）  □瓦斯界往来（白井愛知県瓦斯監督官の栄転，東部瓦斯友会
幹事会社会，岡田製作所新工場落成，吉村工材商会の Bセットロー，帝国コークス奥田常務取締役逝去，
竹内鉄工所大陸に進出）
○会報
　□総会理事会  □定例理事会  □鉄鋼自治統制委員の補欠  □鉄鋼自治統制全委員会  □技術営業両部会
聯合委員会  □技術営業両部会聯合委員会  □昭和十四年度下期石炭  需要調査に関する件  □鉄屑統制
団体指定願提出に関する件  □特殊鋼屑の回収に関する件  □美装鋼板取扱店及工具鋼の建値及特殊鋼指
定販売人特約店の口銭に関する件  □新入会員  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □外国購入及寄贈
図書
○講演
　□第十二回部会大会開会の辞（技術部会委員長  塚田実則）  □技術営業両部聯合大会に於ける会長の挨拶
（帝国瓦斯協会々長  小曾根貞松）  □陶製瓦斯七輪に就て（商工省陶磁器試験所  小川新一郎）  □都市瓦
斯自動車に就て（東京瓦斯株式会社技師  籠宮進一）  □「イビング」式「ベンゾール」回収精製装置に就
て（大阪瓦斯株式会社技師補  吉岡量平）  □高力陶器の瓦斯機械器具の応用に就て（リグナイト株式会社
取締役技師長理学博士  速水永夫）  □「ルーツ」式瓦斯「メートル」と其の試験方法に就て（金門商会技
師  小椋正勝）  □第十二回部会大会閉会の辞（営業部会委員長  四角誠一）
○論説
　□時局化に於ける瓦斯事業と其の使命（第二十七回定時総会に於ける開会の辞を兼ねて）（帝国瓦斯協
会々長  小曾根貞松）

●第二十八巻第五号（昭和十四年九月二十五日発行）
○報文
　□乾溜に際し非粘結炭又は之に類似の物質の配合に就て（帝国瓦斯協会技術部会非粘結炭調査委員会第二
回報告其一）（帝国瓦斯協会非粘結炭調査委員）□鉄鋼配給の実績に就て（一）（鉄鋼主任  佐々為次郎）
○資料
　□接手用ゴムに就て（東京瓦斯株式会社供給課  土  生  保）  □耐火物の耐火度試験規格改正案
○雑録
　□圧縮瓦斯及液化瓦斯法令講習会を聴講して（桑  原  生）  □東部瓦斯友会臨時総会  □北日本瓦斯協会
臨時総会  □西部瓦斯友会総会  □特許並実用新案彙報
○法例
　□物品販売価格取締規則に依る物品及年月日指定中改正の件  □銅・鉛・鍚等配給統制規則中改正の件  
□銅・鉛・鍚等配給統制規則第四條乃至第七條実施の件  □鉄・鋼配給統制規則中改正の件  □鉄鋼配給
統制規則中改正の件  □皮革使用制限規則中改正の件  □皮革配給統制規則中改正の件  □石炭販売取締
規則
○内外瓦斯事情
　□英国（瓦斯技術者協会年次総会，空襲防衛計画，空襲に対するカモフラーヂ）  □米国（液化石油瓦斯
の販売状況）  □独逸（圧縮瓦斯自動車）  □白耳義（白耳義の瓦斯事業）  □諸国（諸国瓦斯事業状況（デ
ンマーク，オランダ，スイス，アルゼンチン））
○雑報
　□石炭配給統制強化  □新規瓦斯事業計画（立川瓦斯創立，朝鮮仁川瓦斯計画，玉島瓦斯会社創立，佐賀
瓦斯組合市買収案）  □物価統制実施要網  □国民徴用令の実施  □東京瓦斯業況概要  □関東瓦斯成績  
□大阪瓦斯の業容  □京都瓦斯業績  □各社彙報（東京瓦斯卅満円献金，大阪ガス勤労奉仕団表彰，岐阜
瓦斯上期業況，台湾瓦斯上期業況，浜松瓦斯業況，山陽瓦斯増資，日本水電上期業況，室蘭瓦斯上期業況，



69『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次（５・完）（瀧本）

（　　）69

旭川瓦斯業績，釧路瓦斯上半期報告，玉島瓦斯第一回決算）  □石炭界（石炭統制新会社機構，石炭統制
委員会，石炭の標準運賃，満州国石炭の配給網，石炭消費の合理化）  □瓦斯界往来（井阪東京瓦斯社長
の渡欧，各地瓦斯友会の臨時総会，関西コークス協議会の物故功労者慰霊祭，帝国コークス天野徐常務の
逝去，瓦斯事業者の営業地変更，堺瓦斯供給区域拡張，利美商会新案の瓦斯節約器，應沼瓦斯技術者の帰
還，陣中便り）
○会報
　□緊急理事会  □定例理事会  □常任理事の更迭  □賀田理事辞任の件  □瓦斯消費節約調査委員会  □
第二回瓦斯消費節約調査委員会  □第三回瓦斯消費節約調査委員会  □瓦斯友会代表社会  □斯消費節約
宣傳標語審査委員会  □鉄鋼自治統制常務委員会  □鉄鋼自治統制全委員会  □営業部会常任委員会  □
技術部会常任委員会  □鉄屑配給統制団体の指定の件  □瓦斯脱硫用鉄屑の配給統制  □瓦斯メートル用
ブリキ配給の件  □本年度瓦斯主任技術者銓衡試験に関する件  □新入会員  □正会員会費領収報告  □
各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国雑誌
○附録
　□瓦斯消費節約に関する臨時瓦斯事業者大会

●第二十八巻第六号（昭和十四年十一月二十五日発行）
○報文
　□瓦斯需給調整に関する件  □瓦斯の需給調整に就て（商工省化学局長  永田彦太郎）  □瓦斯の経済的な
使ひ方（帝国瓦斯協会副会長  岩村榮次郎）□鉄鋼配給の実績に就て（完）（鉄鋼主任  佐々為次郎）
○資料
　□伊太利瓦斯工業の趨勢（C・ラムポーネ）  □台湾瓦斯事業概況（台湾総督府交通局）  □石炭配給統制
の新段階に就て（轉載）（商工省燃料局事務官中村辰五郎）
○雑録
　□第二十三回西部瓦斯友会定時総会  □東部瓦斯友会第二十六回総会  □東部瓦斯友会総会見学記（鈴  
木  生）  □特許並実用新案彙報
○法令
　□価格等統制令  □価格等統制令施行規則  □会社職員給与臨時措置令  □会社職員給与臨時措置令施行
規則  □職員給与臨時措置調査委員会官制  □賃金臨時措置令  □賃金臨時措置令施行規則  □電力調整
令施行規則  □銑鉄鋳物製造設備制限規則  □銑鉄鋳物製造設備制限規則解説  □機械設備制限規則  □
工作機械供給制限規則中改正之件  □機械設備制限規則解説
○雑報
　□中央物価委員会の石炭増産対策  □電力及瓦斯の節約に関する閣議  □消費制限強行と東京瓦斯業況  
□大阪瓦斯の大阪市への特別寄附  □仙台瓦斯三十周年記念祝典の挙行  □各社瓦斯消費節約状況（東京
市の状況と東京瓦斯の消費節約，大阪府に於ける瓦斯消費節約，神戸市の節約状況，東邦瓦斯需用者と懇
談，長崎県の消費節約運動，新潟県のガス節約，豊橋市のガス節約徹底，鳥取件の家庭・商店の電力ガス
の節約，福井県の節約運動，奈良市の節約）  □各社彙報（和歌山瓦斯上期業況，上海瓦斯状況，北海道
瓦斯の発展，東邦瓦斯資金認可，大阪瓦斯の整頓デー，鶴見瓦斯今期成績，豊橋浜松両瓦斯会社の三十周
年記念）  □コークスの自粛価格  □製司コークスの公定価格の改訂  □ピッチ・タールの配給統制案  □
石炭界（石炭対策，石炭増産・配給の実施計画，石炭の消費規正の緩和，石炭の販売機構の一元化，来議
会で特別制定）  □電氣聴案電力の配給順位要網  □電力料金減額の取扱方針指示  □瓦斯界往来（井阪遣
独使節の帰朝，故岸博士記念控訴記録集の完成，廣島瓦斯電軌会社の本社移転，館山北條町・鎌倉町及日
立町の市制施行，堺瓦斯株式会社所在町名変更，康徳計量器株式会社の創立，東部瓦斯友会幹事会，小高
神奈川瓦斯監督官，東部斯友会臨時総会）
○会報
　□緊急理事会  □臨時瓦斯事業者協議会  □主要瓦斯事業者協議会  □緊急理事会及瓦斯消費節約調査委
員会  □定例理事会  □渡邊前常務理事より特別寄附金  □原料炭割当に付き陳情の件  □原料炭下半期
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割当数量に関する件  □鉄鋼自治統制に関する件  □鋳鋼品配給統制に関する件  □鉄鋼材配給順位の改
正其他に関する件  □ポルトランドセメント需要量の調査及カーバイト需要量再調査の件  □本年度瓦斯
事業主任技術者銓衡試験施工の件  □瓦斯事業主任技術者銓衡試験  □新入会員  □正会員会費領収報告  
□寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書

【第二十九巻】

●第二十九巻第一号（昭和十五年一月二十五日発行）
○報文
　□時局下に於ける我瓦斯事業の趨勢  □鉄屑配給の状況に就て
○資料
　□コークスガス自動車に就て（日本製鉄株式会社八幡製鉄所  松原正良）
○雑録
　□英国の戦時燃料対策（郊  外  生）  □防空科学研究所と防空懇談会  □特許並実用新案彙報
○法令
　□カーバイト配給統制規則  □カーバイト共販機関指定の件  □カーバイト統制団体指定の件  □電力の
消費禁止に関し品目指定の件  □電力の供給禁止に関し品目指定の件  □電力調整令に依る地方長官の権
限に関する件  □木炭配給統制規則  □暴利行為等取締規則
○内外瓦斯事情
　□英国（瓦斯研究会，英国の瓦斯遠距離輸送，瓦斯技術者協会の年次試験，瓦斯発生用として非コークス
炭の利用）  □米国（コークス化性試験方法）  □独逸（新しい瓦斯製造法，ブリーズの配合，断続式直立
爐に於ける水生瓦斯連続発生に就て，各式の爐の乾溜所要熱量，下水瓦斯の利用）  □仏国（都市瓦斯と
しての木瓦斯の利用）  □濠洲（瓦斯溜無くして瓦斯を供給する方法）
○雑報
　□法令の改正及各種取締規則に就て  □新塗料「イナール」に就て  □各瓦斯事業者消息（大阪瓦斯の子
宝手当，北海道瓦斯業況，関東瓦斯業況，小倉九州瓦斯，東邦ガス設備拡充資金認可，京城電氣の瓦斯節
約問題，東邦瓦斯節約目標決定，岡山瓦斯供給制限，朝鮮大邱府瓦斯需要増大，新潟瓦斯下期成績，佐賀
瓦斯事業の市買収計画）  □石炭界（石炭販売取締規則改正方針，共販設立延期，石炭共販案の修正）  □
電気事業界（電力消費規正の需要区分表，基準使用電力）  □瓦斯界往来（稲見技師合成課長に栄進，燃
料局石炭調整課職員の移動，関東瓦斯小倉主事の逝去）
○会報
　□本年度総会開催に関する件  □定例理事会  □監事会開催  □第一回原料炭配給確保期成委員会  □第
三回原料炭配給確保期成委員会  □原料炭配給に関する件  □技術・営業両部会聯合委員会  □耐火物委
員会  □原料炭配給に関し再陳情の件  □鉄鋼工作物築造許可規則に関する件  □第八回鉄鋼自治統制全
委員会  □第二十一回鉄鋼自治統制常務委員会  □鉄鋼配給に関する件  □改正商法実施に関する件  □
物動計画に依る機器調査の件  □瓦斯メートル用羊革配給に関する協議会  □瓦斯事業主任技術者試験合
格者  □光藤理事の逝去  □新入会員  □正会員会費領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  
□購入外国図書
○附録
　□帝国瓦斯協会雑誌第二十八巻総目次
○論説
　□瓦斯事業者に望む（帝国瓦斯協会々長  小曾根貞松）

●第二十九巻第二号（昭和十五年三月二十五日発行）
○報文
　□家庭用瓦斯器具懸賞募集の件  □「瓦斯事業用耐火物規格案」の制定（耐火物委員会）
○資料
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　□福井市に於ける瓦斯消費節約概況  □英国に於ける戦時石炭取締令
○雑録
　□電蝕防止研究委員会第五回総会
○法令
　□電力調整令に依る電力消費制限に関する件  □電力調整令に依る電燈用電力の消費制限に関する件  □
電力調整令に依る制限，禁止，又は命令を為す場合に於ける地域指定の件  □石炭販売取締規則中改正の
件  □特許並実用新案彙報
○内外瓦斯事情
　□日本（千葉県の天然瓦斯を用ゆる瓦斯自動車の実績）  □英国（瓦斯溜と空襲，自動車用石炭瓦斯の普
及計画，自動車用瓶詰瓦斯として用ゆる石炭瓦斯の熱量増加法に就て，瓦斯の燃焼性）  □米国（昨年度
の液化瓦斯の情勢）  □ソヴィエツト（最近の瓦斯工業の発達）  □和蘭（瓦斯炬火の着色）
○雑報
　□来期原料炭及鉄鋼材割当に関する稲見合成課長講演要旨  □東京瓦斯最近の業況  □瓦斯用炭の配給に
対する商相の表明  □東部瓦斯友会稲見技師課長就任祝賀宴  □各社拡張工事の概要（神戸瓦斯の陣容強
化と拡張計画，満洲瓦斯・明年度の新規計画，大上海瓦斯概況，横浜市瓦斯局の製造装置増設）□各社彙
報（東京瓦斯総会に於ける井阪社長説明，尼崎瓦斯倍額増資案，金沢市瓦斯状況，浪速瓦斯最近の業況，
大垣瓦斯下期業況，岐阜瓦斯下期，大阪瓦斯トルオール分離計画，八王子瓦斯報償契約改訂，東邦瓦斯各
営業地の瓦斯節約状況，岡山瓦斯の記念事業，北海瓦斯状況）  □石炭界（日本商工会議所の石炭建議，
石炭増産奨励金の活用，全産聯の石炭建設，石炭配給統制案，販売取締強化来月より改正，経聯の石炭対
策）  □瓦斯界往来（東京瓦斯都留常務取締役副社長に就任，東部瓦斯友会幹事会社会，会員関谷武男氏
の帰還，中野東京瓦斯副産専務の栄進，草野九州中国コークス製造協会理事長退任，静岡瓦斯類焼に東海
瓦斯友会の見舞，近畿瓦斯友会新年会合，宇都宮瓦斯益子支配人の栄進，浪速瓦斯丹波支配人の栄進）

○会報
　□第二十八回定時総会日程  □定例理事会  □定例理事会  □原料炭確保に付き陳情書提出  □横山副会
長辞任の件  □小林理事の辞任  □清水監事の辞任  □営業部会常任委員補欠当選の件  □第四回原料炭
配給確保期成委員会  □第五回原料炭配給確保期成委員会  □技術営業両部会聯合常任委員会  □第二回
耐火物特別委員会  □技術営業両部聯合委員会  □各種調査研究特別委員会  □瓦斯事業用諸資材調査の
件  □ルーツ型ロータリー瓦斯メートル検定方陳情の件  □瓦斯需給調整状況調査の件  □瓦斯事業用電
力供給に関する件  □電力需給調査の件  □本年度上期原料炭需要見込調査に関する件  □昭和十三年度
瓦斯事業要覧の発行  □新入会員  □正会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書目録  □購入
外国図書

●第二十九巻第三号（昭和十五年六月二十五日発行）
○口絵
　一，総会に於ける藤原商工大臣閣下の告辞  二，総会に於ける小曾根会長の開会の辞  三，加藤商工政務
次官閣下の午餐会挨拶  四，総会に於ける神谷常任理事の会務報告
○資料
　□石炭配給統制法に就て日本石炭株式会社の機能（燃料局石炭部長  酒井喜四）  □都市瓦斯の新脱硫法
（硫黄を硫化ソーダーとして回収する法）
○雑録
　□東北瓦斯友会第二回総会記事  □東部瓦斯友会第二十七回総会記事  □東海瓦斯友会春季総会  □北日
本瓦斯協会春季総会  □新潟県下の瓦斯事業者協議会  □宮焼陶器即売会を観るの記（△  ○  生）  □西
部瓦斯友会臨時総会記事  □北海道瓦斯友会臨時総会記事  □鉛管鉛板価格協議会に出席して（西  内  
生）  □近畿瓦斯友会々合
○法令
　□石炭配給統制法  □石炭配給統制法施行令  □石炭配給統制法一部施行期日の件  □石炭品位指定の件  
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□石炭配給統制法施行期日指定の件  □石炭配給統制法案逐條説明（燃料局）  □石炭品位取締規則  □セ
メント配給統制規則  □セメント配給統制規則に依り共販機関指定の件  □価格等統制令に依りセメント
の価格指定の件  □鉄鋼需給統制規則  □鋼材配給統制に関する質問主意書  □従業者雇入制限令中職業
指定改正の件
○雑報
　□瓦斯事業委員会の開催  □日本鉄鋼聯合会総立  □横浜市瓦斯局製造所拡張竣成火入式の挙行  □東京
瓦斯最近の業況  □大阪瓦斯最近の業績  □京都瓦斯の状況  □東邦瓦斯最近の業況  □神戸瓦斯の業績  
□瓦斯界彙報（尼崎瓦斯倍額増資，岐阜市営買収難，高岡瓦斯消費節約，台湾瓦斯高雄工場火入式，岐阜
瓦斯拡張計画，佐賀市瓦斯組合事業市営計画，横浜市瓦斯局追加予算，山陽瓦斯の新工場，英系上海瓦斯
の瓦斯争議，松江市瓦斯部創立十周年祝典，大上海瓦斯会社工場の完成）  □天然瓦斯界彙報（天然瓦斯
の取締方針，最上川沿岸の天然瓦斯事業，石狩川流域の天然ガス企業化，最近の天然瓦斯自動車）  □石
炭界（政府の石炭対策，資本金五千万円の石炭会社の創設，本年度石炭需要二百万瓲の不足，日本石炭設
立委員）  □瓦斯界往来（廣島瓦斯電軌山口副社長の栄進，帝国コークス生島取締役の逝去，兵庫県庁渡
邊瓦斯監督官の栄転，小曾根会長日本石炭株式会社創立委員拜命，坂井定吉氏図書寄贈，中村足利瓦斯支
配人の逝去，長岡天然瓦斯の社名変更，東京瓦斯青木神田営業所長の栄転，福島瓦斯株式会社創立，電蝕
防止委員会委員の更迭，東部瓦斯友会幹事会社会）
○会報
　□会長，副会長一名常任理事一名更迭の件  □理事監事補欠選挙の件  □定例理事会  □定例理事会  □
総会理事会  □協会組織に関する臨時委員会  □定款改正の件  □第六回原料炭配給確保期成委員会  □
第七回原料炭配給確保期成委員会  □第八回原料炭配給確保期成委員会  □第九回鉄鋼自治統制委員会  
□鉄鋼統制配給に関する件  □昭和十五年上期瓦斯需給調整打合会  □第二回瓦斯メートル用羊革配給打
合会  □釘，針金，鉄線の配給に関する件  □セメント配給統制に関する件  □ソーダ工業薬品配給統制
に関する件  □小林理事の辞任  □新入会員  □正会員会費領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図
書雑誌  □購入外国図書
○講演
　□告辞（商工大臣  藤原銀次郎）  □総会開会の辞（会長  小曾根貞松）  □石炭よりコークスへ（第二十
八回定時総会両部会聯合講演会講演）（工学博士  下村  明）
○附録
　□昭和十四年度会務報告  □昭和十四年度会計報告  □昭和十五年度収支予算  □昭和十四年度技術営業
部会々務報告

●第二十九巻第四号（昭和十五年七月二十五日発行）
○口絵
　一，第二十八回定時総会に於ける小栗講師の講演  二，加藤商工政務次官の午餐会に於ける挨拶  三，稲
見合成課長の講演  四，渡邊帝国コークス常務取締役の講演  五，下村工学博士の講演  六，伊藤技術部
会委員長の開会の辞  七，石黒営業部会委員長の閉会の辞  八，技術営業両部会聯合懇親会  九，会員一
行の東邦瓦斯熱田製造所見学（其の一）  十，同（其の二）  十一，東邦瓦斯招待市公会堂に於ける園遊会
（其の一）  十二，同（其の二）  十三，皇太神宮に於ける会員一行  十四，宇治橋公園に於ける神谷常任理
事の閉会の辞  十五，宇治橋公園に於ける野上神部署長の講演
○報文
　□低圧用ホースコック及サービスコック試験方法の制定（瓦斯器具部分品試験方法調査研究特別委員会）  
□瓦斯連絡用管類（ゴム管）試験方法の制定（参考の一）（参考の二）（参考の三）（参考の四）（参考の
五）（参考の六）（瓦斯器具部分品試験方法調査研究特別委員会）  □瓦斯事業用耐火物規格の制定（耐火
物委員会）  □七輪の標準規格制定（第一報）（第二報）（瓦斯器具部分品試験方法調査研究特別委員会）  
□第二十八回定時総会記事（総会準備，両部会委員会，第十三回部会大会，見学 A班・B班，皇軍武運長
久祈願祭，第四十六回評議員会並第四十七回評議員会，第二十八回定時総会，午餐会，園遊会，伊勢神宮
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参拝）
○資料
　□瓦斯事業の空襲防衛対策（カーデイフ・ガスライト・エンドコーク会社  J・H・ウイリアムス，桑原禮
四郎譯）
○法令
　□嗜好品等製造販売制限規則  □暴利行為等取締中改正の件  □嗜好品等製造販売制限規則第二条第二項
に依る物品及其の中古品指定の件  □暴利行為等取締規則第二条第二項の規定に依る様式制定の件
○雑報
　□大阪瓦斯酉島工場の竣工式挙行  □山形瓦斯創立満三十周年記念祝賀  □北海道瓦斯業況  □旭瓦斯業
績  □コークス統制と東京瓦斯副産  □別府瓦斯業績  □西部瓦斯業況  □八王子瓦斯近況  □関東瓦斯
業績  □泉州瓦斯業況  □各社彙報（東京瓦斯好調，下関瓦斯事業資金調達，奈良瓦斯創立満三十周年，
新津瓦斯問題，大上海瓦斯工場建設，佐賀ガス事業買収交渉，日本水電上期業績，山陽瓦斯の新明石製造
所一部完成，岡山瓦斯今期業況，東邦瓦斯払込徴収）  □瓦斯界往来（富次前常任理事の逝去，関東西部
地方部会発会式，関東東部地方部会創立）
○会報
　□協会定款変更認可の件  □定例理事会  □地方部会設置確定と代表者  □鉄鋼自治統制規則の改正  □
鉄鋼自治統制常務委員会  □技術営業両部会聯合常任委員会  □営業部会副委員長の当選  □技術営業両
部会委員辞任と補欠選定の件  □日本動力協会参與員の件  □小曾根前会長に感謝状贈呈の件  □奥前常
任理事に感謝状贈呈の件  □原料炭輸送機帆船用重油配給の件  □第三回瓦斯メートル用羊革配給打合会  
□新入会員  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書
○講演
　□神宮に関する講話（神宮神部署長  野上正篤）  □三傑を生んだ尾三の史跡に就て（愛知県史跡名所保存
主事  小栗鐵次郎）

●第二十九巻第五号（昭和十五年九月二十五日発行）
○報文
　□非粘結炭を粘結炭に変性する方法に就て（帝国瓦斯協会技術部非粘結炭調査委員会第二回報告其の二）
（粘結炭調査委員）
○資料
　□欧州大戦勃発直前の欧米石炭工業の情勢（ロヂン教授，下村生譯）  □改正暴利行為等取締規則解説
（商工物価局総務課  石井商工事務官述）  □嗜好品等製造販売制限規則解説（商工物価局総務課  石井商
工事務官述）
○法令
　□石炭配給調整規則  □ニッケル使用制限規則  □暴利行為等取締規則改正の件取扱方に関する件  □製
造禁止物品に関する告示  □販売禁止物品に関する告示  □商工省告示第三百四十一号  □商工省農林省
告示第十号  □商工省告示第三百四十二号  □農林省告示第三百十三号  □関係次官通牒（嗜好品等製造
販売制限規則施行に関する件の要網）  □特許並実用新案彙報
○内外瓦斯事情
　□日本（入江式アツシュメーター）  □英国（人造石油工業の現状，英国に於ける瓦斯自動車，バーミン
ガム市の瓦斯メートル検定結果）  □独逸（ヒンチ＝ヒレブランド式完全瓦斯化法，瓦斯自動車の普及）  
□米国（液化石油瓦斯の販売状況）  □佛国（水平レトルト中にて油又はタールをクラックして瓦斯得熱
量を増加する方法）
○雑報
　□石炭配給調整規則の公布  □大阪瓦斯上期業況  □神戸瓦斯上期業績  □東京瓦斯総会井阪社長説明  
□関東瓦斯決算  □北海道瓦斯業績  □各社彙報（岡山瓦斯業績，減資後の大垣瓦斯決算，尼崎瓦斯上期
状況，浪速瓦斯業務，下関瓦斯新規供給地，尼崎瓦斯増設，山陽瓦斯新工場，大上海瓦斯呉淞工場火入式，
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岐阜瓦斯業績，仙台ガス市営移転の計画，日本海電氣好調，咸興・興南瓦斯供給）  □石炭界（出炭・送
炭の跛行性是正，燃料局分課規定中改正，副産物石炭の現状）  □天然瓦斯界（天然ガス・スタント，台
湾の天然ガス）  □瓦斯界往来（岡山瓦斯陣陽整備，東京瓦斯職員の移動，東京瓦斯工労組解散）
○会報
　□定例理事会  □緊急理事会  □第九回原料炭配給確保期成委員会  □第十回原料炭配給確保期成委員会  
□第十一回鉄鋼自治統制全委員会  □昭和十五年度第三四半期分鉄鋼需要基本数量調  □鉄鋼割当証明書
発行に関する件  □鉄屑調査に関する件  □第十一回原料炭配給確保期成委員会  □大型瓦斯メートル用
牛革配給に関する陳情書  □第四回羊革配給打合会  □瓦斯事業用原料炭使用に関し監督官庁より内達の
件  □第五回羊革配給打合会  □瓦斯事業主任技術者詮衡試験  □瓦斯事業関係統制規則（抜粋）の編纂
発行  □会員名簿発行  □新入会員  □正会員会費領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  
□購入外国図書

●第二十九巻第六号（昭和十五年十一月二十五日発行）
○報文
　□瓦斯メートル嚢膜用羊革代用品に就いて（瓦斯事業代用品調査研究委員  菊池貞藏）  □昭和十五年下半
期瓦斯供給計画に就て  □独逸の新燃料（独逸大使館情報部  エス・ライフ）
○資料
　□会社経理統制令に就て（水越致和）  □瓦斯用石炭評価計算法（ツアークレープ瓦斯会社技師  ミルコ・
ホルバテイク氏述，大阪瓦斯株式会社  清島對吉譯）
○雑録
　□第二十八回東部瓦斯友会秋季総会並に関東東部西部地方部会聯合会  □東海地方部会臨時総会  □東北
地方部会  □北陸地方部会臨時総会  □中国四国九州地方聯合部会  □近畿地方部会  □北海道地方部会  
□特許並実用新案彙報
○法令
　□石炭品位取締規則  □石炭品位取締規則第一條第一項の規定に依る石炭の規格制定の件
○雑報
　□価格等統制令の改正  □転換期の瓦斯事業界  □瓦斯の使用量割当  □大阪瓦斯のタウンガス車  □特
約店向瓦斯管共販  □京都瓦斯上期決算  □西部瓦斯上期業況  □鶴見瓦斯の業績  □東邦瓦斯重役陣改
造  □合同瓦斯会社近況  □静岡瓦斯決算  □南満洲瓦斯増資  □各社彙報（大上海瓦斯股份有限公司，
京電瓦斯料金改定，北海道瓦斯近況，東京瓦斯業態）  □石炭界（日本石炭の対策，大阪政治経済研究会
の石炭品位低下防止策）  □瓦斯界往来（厨房瓦斯器の尾崎製作所，満洲千葉工廠設立，北日本瓦斯協会
臨時総会，新潟天然ガス圧縮液化，人石の画期的増産，大宮瓦斯開業十周年記念，南満洲瓦斯会社創業三
十周年記念，神戸瓦斯四十年史の編纂発行）
○会報
　□定例理事会  □定例理事会  □監事会  □第十一回原料炭配給確保期成委員会  □第十二回原料炭配給
確保期成委員会  □緊急原料炭配給確保期成委員会  □陳情書提出の件  □第十四回原料炭配給確保期成
委員会  □技術営業両部会聯合委員会  □防空施設調査研究委員会  □屑鉄回収に関し主要瓦斯事業者協
議会  □第六回瓦斯事業用革配給打合会  □瓦斯事業用廃革取扱に関する件  □瓦斯事業用牛革配給に関
し陳情の件  □検定期間満了後の需用家瓦斯メートル使用に関する件  □重要産業統団体懇談会加入の件  
□下半期瓦斯供給計画に関する件  □下半期原料炭割当に関する件  □第十四回瓦斯事業主任技術者試験
施行  □鉄鋼自治統制委員会委員補欠選定の件  □技術部会委員補欠選定の件  □技術部会常任委員の当
選  □防空施設調査研究委員会設置の件  □瓦斯事業用代用品特別委員会委員増員の件  □評議員木津上
野瓦斯社長の逝去  □評議員濱口銚子瓦斯社長の逝去  □新入会員  □正会員会費領収報告  □寄贈営業
報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書
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【第三十巻】

●第三十巻第一号（昭和十六年一月二十五日発行）
○報文
　□昭和十六年度に於ける瓦斯事業の展望（帝国瓦斯協会副会長  岩村榮次郎）  □燃料問題に関する懇談会  
□昭和十四年度に於ける我瓦斯事業の趨勢（帝国瓦斯協会）
○資料
　□コークス製造に際し配合用炭として鴻基及び陽泉の比較（工学博士  下村  明）  □瓦斯メートル用羊革
品質の現状に就て（鈴木英雄）
○雑録
　□中央物価統制協力会議の家庭燃料会議  □従業員移動防止令について  □瓦斯車用容器の取締緩和方建
議  □鉄鋼統制協力会議の創立  □経済新体制要網  □特許並実用新案彙報
○法令
　□昭和十六年度国内資金調査規則  □石炭配給調整規則に関する件  □石炭配給調整規則改正の件
○雑報
　□北海道瓦斯会社業況  □関東瓦斯会社業況  □小松瓦斯会社祝賀会と表彰式  □東北天然瓦斯増資計画  
□各社彙報（東邦ガス人事異動，南満ガスの増資，仙台瓦斯会社市が買収，東邦瓦斯報償契約決る，南満
瓦斯明年度事業計画，廣島瓦斯電氣設備拡張認可，日本瓦斯会社の創立，東邦瓦斯本社事務所の拡張，大
邱府瓦斯需要者の増加，ヒマス工業会社の創立，田中商事社名改称，家庭燃料節約宣伝部募集標語当選）  
□石炭聯の新体制案  □売戻指図書配給  □炭価明年も据置  □冬期最需要期に石炭増産に拍車  □瓦斯
界往来（東京瓦斯副社長の辞任，南満洲瓦斯三十周年記念式挙行，関東瓦斯常務須田政道氏の逝去）
○会報
　□定例理事会  □鉄鋼製品配給統制に関する件  □防空施設調査研究委員会  □下半期原料炭割当に関す
る件  □線材製品入手に関する件  □鉄屑配給に関する件  □瓦斯供給計画追加承認申請の件  □昭和十
五年度上期瓦斯メートル及ガバナー新作・修理・発注・受入状態調査の件  □建築用セメント割当に関す
る件  □会社経理統制令及賃金統制令の頒布  □家庭燃料消費節約宣伝用パンフレットの贈呈  □重要産
業統制団体懇談会常務委員当選の件  □営業用瓦斯アイロン製造業者より陳情の件  □営業用瓦斯アイロ
ン製作資材の割当許可  □瓦斯事業用各種資材需要量調査に関する件  □事務用紙等に関し照会の件  □
瓦斯事業主任技術者試験合格者免状交付  □昭和十四年度瓦斯事業要覧発行の件  □横山前副会長の逝去  
□新入会員  □正会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書
○附録
　□帝国瓦斯協会雑誌第二十九巻総目次

●第三十巻第二号（昭和十六年三月二十五日発行）
○報文
　□瓦斯製造工場並瓦斯溜の防空施設に就て  □瓦斯原料炭配給確保に付陳情書提出の件（帝国瓦斯協会）
○資料
　□燃料問題に関する懇談会（続）
○雑録
　□ロンドン空襲と瓦斯事業  □重要産業統制団体協議会の新体制に関する意見  □特許並実用新案彙報
○法令
　□国家総動員法中改正法律の件  □星野国務大臣提案説明  □昭和十二年法律第九十二号中改正法律の件  
□昭和十六年法律第二十号施行期日の件  □瓦斯事業委員会官制等廃止の件  □国家総動員法中改正法律
施行期日の件
○雑報
　□東燃料局長官の瓦斯用炭に関する答弁  □東京瓦斯総会  □大阪瓦斯下期業況  □半島瓦斯事業の近況  
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□各社彙報（関東瓦斯成績，北海道瓦斯決算，朝鮮天然ガス企業化へ，大垣瓦斯決算，岡山瓦斯規正強化
案認可，南満瓦斯総会，琵琶湖畔のメタンガス大交が採取施設，岐阜瓦斯決算，大阪瓦斯総会，西部ガス
総会，清水瓦斯決算，天然瓦斯から液化瓦斯を製造，燃料節約に天然瓦斯代用，燃料の不足から瓦斯の使
用量激増，西部瓦斯会社の瓦斯消費制限，山形瓦斯下期業況，北陸合同電氣創立新立合併の意見が有力，
南満瓦斯総会，鯨皮でガス計量嚢）  □石炭界（原料炭・高級炭価格引上げ・燃料局石炭部原案，石炭各
種助成金交付方法改正成案，炭界の新体制，プール平準価格制実施原案愈々成る，石炭生産部門の統制一
元化へ，石炭増産策に付て・東燃料局長官言明，石炭関係を筆頭に平均二割弱の昂騰・事変以来の賃金指
数，十六年度石炭需給計画）  □瓦斯界往来（大上海瓦斯常務蕫事豊島氏の辞任，大野商工理事官の退職，
藤本旭瓦斯監査役の栄転，柏崎瓦斯小野山技師の栄転，金澤電氣水道局職員の移動，盛岡瓦斯社長変更，
鈴木庸生氏の逝去，技術部会委員野口與兵衞氏の逝去）
○会報
　□瓦斯事業委員会の廃止  □本年度定時総会開催地及開催日に関する件  □定例理事会  □第一回協会組
織変更調査委員会  □防空施設調査委員会  □第二回防空施設調査委員会  □第八回瓦斯事業用革配給打
合会  □故銅故鉛のリンク制に関する件  □ソーダ灰苛性ソーダ割当證明書運行要網  □ルーツ型ロータ
リー式瓦斯メートル使用方に付陳情の件  □拭布用故繊維配給に関する件  □塩酸に関する調査依頼の件  
□中央鉄鋼統制協力会議委員及幹事委嘱の件  □家庭用瓦斯器具懸賞募集審査委員会  □新入会員  □正
会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書

●第三十巻第三号（昭和十六年五月二十五日発行）
○報文
　□定款変更の件  □昭和十六年度上半期瓦斯供給計画に就て
○資料
　□米国に於けるコークス工業（C・H・ノトン）  □鉄屑配給統制規則解説
○雑録
　□福井市瓦斯創業三十周年記念諸行事実施要網  □関東東部並西部地方部会春期聯合総会  □東海地方部
会春期総会  □中国四国地方部会総会  □九州地方部会総会  □北陸地方部会定時総会  □近畿地方部会
春期総会
○法令
　□故五ガロン罐配給統制規則  □石炭品位指定改正の件  □石炭品位取締規則中改正の件  □石炭規格改
正の件  □銅・鉛・錫等配給統制規則改正の件  □瓦斯事業法施行規則中改正の件  □石炭販売業者の販
売価格改正の件  □石炭配給調整規則改正の件  □半成コークスの販売価格指定の件  □セメントの販売
価格改正の件  □鉄屑配給統制規則規則中改正の件  □内地鉄屑規格  □内地鉄屑販売価格表
○雑報
　□地方長官会議に於ける商工大臣の訓示要旨及び指示事項  □商工省機構全面改革  □福井市瓦斯局創立
三十周年祝典  □瓦斯界彙報（水田政吉氏論文刊行会，合資会社阪本工業所株式会社に変更）  □石炭業界
（石炭統制会設立概要，石炭輸送強化，豊田商相の石炭鉄等の生産拡充抱負，十六年度石炭受給計画）  □
電氣事業界（配電特殊会社設立，北陸地方の配電統合成る，県公営の配電）  □瓦斯界往来（大上海瓦斯
常務董事に吉原迪氏当選，廣島瓦斯電軌荒川取締役の栄進，横浜市瓦斯局大下庶務係長の栄転，坂本燃料
協会長の逝去）
○会報
　□第二十九回定時総会日程  □定例理事会  □定例理事会  □監事会  □協会組織変更調査委員会  □故
鉄故銅回収協議会  □技術営業両部会常任委員会  □防空施設調査委員会  □鉄鋼統制に関する件  □鉄
屑・銅等回収に関する件  □電動機用刷子需要調査の件  □空罐配給に関する件  □鋼索（ワイヤーロー
プ）配給に関する件  □総ゴム靴配給に関する件  □営業用瓦斯アイロン公定価格の件  □新入会員  □
正会員会費領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書
○附録
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　□昭和十五年度会務報告  □昭和十五年度会計報告  □昭和十六年度収支予算  □昭和十五年度技術部
会・営業部会会務報告

●第三十巻第四号（昭和十六年七月二十五日発行）
○口絵
　一，第二十九回定時総会に於ける井坂会長開会の辞  二，第十四回部会大会に於ける桃井少佐の講演  三，
同稲見合成課長の講演  四，伊藤技術部会委員長の開会の辞  五，篠崎常任理事の説明  六，神谷常任理
事の会務報告  七，石黒営業部会委員長の閉会の辞  八，両部会懇親会に於ける井坂会長の挨拶  九，晩
餐会に於ける井野商工会議所会頭の挨拶  十，第二十九回定時総会会場  十一，晩餐会の一・二・及懇親
会
○報文
　□第二十九回定時総会記事（総会開催準備，両部会聯合委員会，第十四回部会大会，第四八回評議員会，
総会理事会技術営業聯合懇親会，第二十九回定時総会，第四十九回評議員会，晩餐会，第二十九回定時総
会臨時寄附金及寄贈品）
○資料
　□瓦斯メートル嚢膜用羊革代用品に就て（予報）（株式会社  品川製作所）  □廻転式瓦斯「メートル」
○雑録
　□耐火物に関する講習会の開催に就て  □営業用瓦斯アイロン公定価格協議会  □朝満瓦斯友会定時総会
○法令
　□曹達灰の販売価格指定の件  □苛性曹達の販売価格指定の件  □ツルハシ及ハンマーの販売価格指定の
件  □シャベル及スコップ販売価格指定の件  □特許並実用新案
○雑報
　□木更津瓦斯会社の許可  □大宮瓦斯熱量販売制の実施  □化学工業統制の複合制  □足利瓦斯創立三十
周年記念祝典  □各社彙報（北海道瓦斯業況，新潟県の天然瓦斯東京へ輸送計画，和歌山瓦斯業績，高岡
瓦斯会社の独立，一宮市瓦斯管税の復活，満洲瓦斯哈爾濱進出，朝鮮咸興に瓦斯会社計画，日本海電配当
八分，上海市の瓦斯料金値上げ）  □電氣事業界（配電統制に公営団体）  □石炭業界（石炭統制会設立要
綱案，石炭輸送緩和策，石炭輸送対策協議会，台湾の石炭統制）  □瓦斯界往来（武州瓦斯大畑技師の応
召，日本鋳鉄管統制株式会社創立総会，協会事務局職員の見学，福島瓦斯熊坂技手の召集解除，西鯱男氏
の逝去，資源回収と代用品展覧会，瓦斯用廃革再生業組合結成，協会事務局職員の応召）
○会報
　□定款変更認可の件  □会長選任認可の件  □副会長選任承認の件  □事務局長及顧問委嘱  □役員の会
長指名  □正会員の等級別に関する件  □事務局事務分担に関する件  □定例理事会  □参事会  □第一
回鉄鋼統制委員会  □第一回タール委員会  □専門委員会  □第九回革配給打合会  □常任委員処務規程
制定の件  □昭和十六年上半期使用可能石炭量変更並供給計画変更の件  □コールタール調査の件  □新
五ガロン罐及ドラム罐需要量調査に関する件  □瓦斯事業用石綿製品需要調査の件  □鉄鋼製品の配給統
制に関する件  □半田鑞配給に関する件  □防空施設要網及瓦斯溜防空施設調査の件  □工場事業場清掃
運動実施の件  □新入会員申込に付て  □通常会員会費領収報告  □各社寄贈営業報告書  □寄贈図書雑
誌  □購入外国図書
○講演
　□防空に就て（中部軍司令部幕僚陸軍少佐  桃井義一）  □瓦斯事業生産物の統制に就て（商工省化学局合
成課長  稲見慎一）

●第三十巻第五号（昭和十六年九月二十五日発行）
○報文
　□非又は弱粘結性炭の瓦斯化，特に酸素及高圧使用の場合に就て（帝国瓦斯協会技術部会非粘結炭調査委
員会第二回報告  其三）（非粘結炭調査委員）
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○資料
　□重油転換に関する一考察（附  若林式瓦斯窯使用概要）（廣田龍男）
○雑録
　□朝満瓦斯友会講演要旨（・満洲の石炭に就て（日満商事株式会社常務理事  前田寛伍）・満洲文化の方
向（国立中央博物館長  藤山一雄）  ・満洲に於ける化学工業と瓦斯事業（関東局経済部工務司化学工業科
技査  梶ケ谷誠司）  ・満洲に於ける瓦斯事業の概要（南満洲瓦斯株式会社取締役  青木哲兒）  ・朝鮮に於
ける瓦斯事業概要（朝鮮逓信局電氣第二課瓦斯係長  只野宗道））  □関東東西両地方部会聯合会  □営業
用瓦斯アイロン最高販売価格の制定
○法令
　□重要産業団体令  □重要産業団体令施行規則  □金属類回収令  □回収物件及施設指定規則  □価格等
統制令第七條の規定に依る鋳鉄管の最高販売価格に関する件  □銑鉄鋳物販売価格指定の件中改正の件  
□暴利行為等取締規則中改正の件  □陸運統制令第二條の規定に依る陸上運送事業者に対する貨物運送の
引受及順序に関する件  □朝鮮瓦斯需要調整規則  □金属類保有状況調査規則  □金属類保有状況調査規
則第一條第一項の規定に依る物件及金属指定の件  □金属類保有状況調査規則第一條第一項の規定に依る
物件及金属指定の件  □金属類保有状況調査規則第一條第二項の規定に依る調査の時期指定の件  □金属
類保有状況調査規則第二條第一項の規定に依る施設指定の件  □商工省所管重要物資現在高調査規則に依
る調査物資，申告義務者等に関する件  □価格等統制令中改正の件
○雑報
　□大阪瓦斯上期業況  □北海道瓦斯総会  □東京瓦斯総会  □浪速瓦斯業績  □岐阜瓦斯業績  □尼崎瓦
斯状況  □瓦斯界彙報（哈爾濱瓦斯の供給，朝鮮の瓦斯調整，東京瓦斯カーボン工場の新設，副産品精製
工場の建設）  □電氣事業界（電氣協会の将来，北陸合同電氣の認可）  □瓦斯界往来（長野県地方の激震，
関東地方風水害状況，協会職員斎藤技手の応召，協会成瀬書記の応召，丹波市町瓦斯購買利用組合長の更
鉄，丹波市町瓦斯購買利用組合長の逝去，日本水電の瓦斯事業分離，日本海電氣の瓦斯事業分離，小林友
太郎氏の逝去，協会職員大山君の応召）
○会報
　□定例理事会  □参事会  □昭和十六年上半期使用可能石炭量変更並供給計画変更の件  □瓦斯供給計画
変更申請の件  □石炭委員会  □第二回タール委員会  □第三回タール委員会  □第一回瓦斯器具特別委
員会  □瓦斯メートル代用嚢膜に関する打合会  □瓦斯メートル嚢膜用代用品使用方に付陳情書提出の件  
□タール公定価格制定に関し陳情書提出  □瓦斯器具懸賞募集当選決定  □常任委員会の開催  □第一回
セメント管小委員会  □エタニットパイプ使用実績調査の件  □瓦斯事業用石綿配給の件  □瓦斯用ゴム
製品調査御依頼の件  □鉄鋼製品配給に関する件  □「瓦斯発生窯」及「瓦斯溜」其の他瓦斯工作物に関
する件  □瓦斯計量器用革具最高販売価格に関する件  □瓦斯事業主任技術者検定試験施行の件  □代用
瓦斯七輪及竈に関する件  □故五ガロン罐配給に関する件  □昭和十六年度第二四半期（七月―九月）分
瓦斯事業用「石綿製品」需要量調査に関する件  □十月半田鑞申込に関する件  □瓦斯事業用石油需要量
其他調査の件  □瓦斯事業防空要網の編纂  □新入会員  □通常会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  
□寄贈図書雑誌  □購入外国図書

●第三十巻第六号（昭和十六年十一月二十五日発行）
○報文
　□瓦斯消費規正の影響（水越致和）  □瓦斯器具懸賞募集の経過に就て（帝国瓦斯協会）  □瓦斯型管規格
制定（帝国瓦斯協会）
○資料
　□瓦斯型管規格制定に際して所感を述ぶ（東京瓦斯株式会社供給係長  諏訪  實）
○雑録
　□仙台市瓦斯事業買収の経過  □関東東西両地方部会聯合臨時総会及第二回臨時総会  □東北地方部会臨
時総会及秋季総会  □東海地方部会臨時総会及第二回臨時総会  □北陸地方部会臨時総会  □中国四国地
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方部会臨時総会及第二回臨時総会  □近畿地方部会臨時総会及第二回臨時総会
○法令
　□カーバイト配給統制規則中改正の件  □石炭配給調整規則中改正の件  □特許並実用新案
○雑報
　□横浜市瓦斯事業七十周年瓦斯市営五十周年記念式典  □会社経理統制令の改正  □商工大臣及次官各局
並長官の移動  □稲見合成課長の瓦斯節約談  □瓦斯消費制限強化  □新規格に依る下期石炭価格決定  
□神戸瓦斯上期業況  □北海道瓦斯上期業況  □瓦斯界彙報（瓦斯事業の資産凍結令除外，泉州瓦斯上期
業績，金沢市電分離後の瓦斯と水道対策）  □石炭配給調整規則改正  □石炭規格を単純化  □石炭統制会
の設立要網  □優良炭補償金増額  □瓦斯界往来（桐生瓦斯社長の改選，日本海産業の設立，成田横浜市
瓦斯局工務課長の復職，岩村副会長の栄進，長濱瓦斯創立三十周年祝典）

○会報
　□常任委員会の開催  □下半期原料炭割当と瓦斯供給計画に関する件  □防空訓練に関し打合会  □第二
回瓦斯器具特別委員会  □臨時瓦斯器具特別委員会  □第三回瓦斯器具特別委員会  □第二回セメント管
小委員会  □第二四半期鉄鋼配給と第三四半期需要見込量調査の件  □瓦斯メートル修覆用錻力の配給に
関する件  □鉄鋼製品配給に関する件  □故銅リンク制配給廃止に関する件  □故五ガロン罐に関する件  
□美装鋼板に関する件  □鋳鋼配給承認書の證印請求手続変更の件  □第十五回瓦斯事業主任技術者試験
施行  □統制負担金徴収の件  □鉄製品の製造制限規則に関する件  □瓦斯メートル嚢膜用羊革代用品使
用の件  □第一回営業用瓦斯アイロン割当に関する件  □瓦斯事業用資材調査の件  □故五ガロン罐配給
に関する件  □商工省所管重要物資現在高調査の件  □瓦斯器具懸賞募集審査委員会の解散  □会員名簿
の発行  □新入会員  □通常会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書

【第三十一巻】

●第三十一巻第一号（昭和十七年一月二十五日発行）
○資料
　□コールタール統制の要旨  □瓦斯工作物の防護に就て（警視庁，東京瓦斯株式会社）
○法令
　□許可認可等行政事務処理簡捷令  □企業許可令  □企業許可令施行規則  □瓦斯アイロン最高価格指定
の件
○雑報
　□消費規正強化と東京瓦斯の業況  □満洲瓦斯の料金値上  □各社彙報（北海道瓦斯順調，大多喜天然瓦
斯は拡充，日立瓦斯の練炭製造）  □瓦斯管の共配制  □石炭界（石炭の小売配給所機構）  □瓦斯界往来
（石炭統制会の設立，豊橋瓦斯社長の更迭，会員小林仁太郎氏の改名，前兵庫県瓦斯監督官渡邊亀太郎氏
の逝去，山岸慶之助氏の逝去，日本シャベル統制株式会社の設立，今治瓦斯山崎支配人の栄進，東京瓦斯
鶴見製造所長更迭，犬山瓦斯小室支配人の栄進，桐生瓦斯主任技術者小高氏辞任，タール製品協議会の移
転，阪本窯炉工業の移転，元協会理事佐藤十兵衛氏に感謝状贈呈）
○会報
　□本年度定期総会開催に関する件  □定例理事会  □定例理事会  □臨時理事会並専門委員会  □参事会  
□専門委員会  □特別委員会の設置及委員委嘱の件  □鉄鋼統制委員会  □瓦斯供給計画臨時変更承認に
関する件  □瓦斯供給計画変更に関する件  □瓦斯「メートル」検定有効期間延長に関し陳情の件  □瓦
斯事業の重要性に付陳情の件  □瓦斯事業技術員並労務者の徴用に関する陳情書提出の件  □第四回瓦斯
器具特別委員会  □瓦斯器具に関する件  □第十三回羊革配給打合会  □瓦斯事業用牛革所要調査の件  
□鉄鋼統制に関する件  □第三回セメント管小委員会  □第一回都市瓦斯参考編纂委員会  □エタニット
パイプ需要調査の件  □携帯用電灯電池調査の件  □鉄鋼製品の配給に関する件  □石綿割当並査定に関
する件  □瓦斯事業用護謨製品に関する件  □高圧コンクリート管（ヒューム管類）の配給統制に就て  
□瓦斯事業用半田鑞需要調査の件  □職員共済会の設置  □瓦斯事業主任技術者試験合格者  □昭和十五
年度瓦斯事業要覧に関する件  □新入会員  □通常会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑
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誌  □購入外国図書
○附録
　□帝国瓦斯協会雑誌第三十巻総目次
○論説
　□大東亜戦争と瓦斯事業（水越致和）

●第三十一巻第二号（昭和十七年三月二十五日発行）
○報文
　□冷縮器能力算定に就て（都市瓦斯参考書編纂委員会）
○雑録
　□関東東部西部地方部会聯合臨時総会  □関東東部西部地方部会聯合会  □東北地方部会総会
○法令
　□電氣瓦斯税金法  □大東亜戦争の呼称を定めたるに伴う各法律中改正の件  □所得税法中改正法律  □
価格等統制令第七条の規定に依りベンゾール類，コールタール及其の製品の最高販売価格指定の件  □ベ
ンゾール類コールタール及其の製品の小売業者売価格指定に関する件  □奢侈品等製造販売制限規則第一
條の規定に依る物品指定の件  □奢侈品等製造販売制限規則第二條第一項の規定に依る同條同項第一号に
掲ぐる物品及中古品に付ての年月日指定の件
○雑報
　□直接税の増徴  □電氣瓦斯税の経過  □瓦斯消費規正の強化  □東京瓦斯総会と将来  □兼営事業者の
瓦斯事業分離（廣島瓦斯電軌の両事業分離，四国水力の電鉄，瓦斯両会社創立，日本水電の瓦斯事業分
離）  □タール製品統制株式会社の創立  □各社彙報（大阪瓦斯決算，東京瓦斯据置，神戸瓦斯据置，京都
瓦斯八分据置，北海道瓦斯決算，福島市瓦斯事業市営の議）  □煉炭工業を整備  □石炭統制会統制規程認
可  □天然瓦斯界（メタンガス公価格制定，中山鉄鋼による瓦斯事業，大多喜天然ガス築地充填所装置，
新竹天然ガス研究の拡張，メタン・カーの計画，ガソリン合成に黄土）  □瓦斯界往来（井坂会長日本経
済聯盟会々長に推挙，会員犬塚中尉名誉の戦死，岡山瓦斯山田支配人の栄進，東京瓦斯機器工業組合の改
組）
○会報
　□定例理事会  □定例理事会  □常任委員会の開催  □第四回タール委員会  □第四回セメント管調査委
員会  □第一回防空調査委員会  □第二回都市瓦斯参考書編纂委員会  □企業許可令に関する件  □羊革
特別配給に付陳情の件  □生産力拡充第二次五ケ年計画に関し調査方照会の件  □鉄鋼統制に関する件  
□磨帯鋼の配給に関する件  □半田鑞の配給に関する件  □瓦斯事業用自転車及附属品配給に関する件  
□瓦斯事業用石綿割当の件  □乾電池需要調査の件  □瓦斯事業従業労務者調査の件  □瓦斯器具に関す
る件  □コールタール調査の件  □瓦斯事業主任技術者再試験実施  □協会電話増設の件  □新入会員  
□通常会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書
○論説
　□瓦斯事業に於ける工場防空対策（東京瓦斯株式会社技師  岩村  豊）

●第三十一巻第三号（昭和十七年五月二十五日発行）
○報文
　□昭和十七年度上半期原料炭割当と瓦斯供給計画
○資料
　□鉄筋コンクリート造り水封乾式脱硫器に関する報告（浪速瓦斯株式会社技師長  野田一太郎）
○雑録
　□関東東西両地方部会聯合会  □東海地方部会定時総会  □近畿地方部会総会  □九州並中国四国両地方
部会春期聯合総会  □東北北海道両地方部会聯合会  □北陸地方部会臨時総会  □北陸地方部会春期総会
○法令
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　□原価計算規則  □許可認可等行政事務処理簡捷令第五条の證明に関する件  □廃革公定価格決定  □奢
侈品等製造販売制限規則第一條の規定に依る物品指定の件  □奢侈品等製造販売制限規則第二條第一項の
規定に依り同條同項第一号に掲ぐる物品及中古品に付ての年月日指定の件  □故繊維の購入及販売価格指
定の件中改正の件  □特許並実用新案
○雑報
　□電氣兼営会社の瓦斯事業分離  □石炭上期価格引上  □商工省貿易局燃料局官制改正の大要  □各社彙
報（東邦・西部ガス東京ガス傘下，水島ガス創立，東邦瓦斯据置，東邦ガス会長に井坂孝氏就任）  □瓦
斯界往来（商工省池尾事務官の着任，京都府中島瓦斯監督官の転勤，燃料局関戸技師の栄進，金沢市電水
道局解散式，新潟瓦斯専務青木仁三郎氏の逝去，静岡瓦斯松田貞三氏の逝去，甲府電力平原庄兵衛氏の退
任，渡邊帝国コークス常務社長に栄進）
○会報
　□第三十回定時総会日程  □定例理事会  □定例理事会  □参事会  □監事会  □常任委員会の開催  □
昭和十七年度上半期瓦斯需要調整に付各地方部会開催の件  □第二回専門委員会  □第二回防空調査委員
会  □第六回瓦斯器具特別委員会  □第三回都市瓦斯参考編纂委員会  □第五回セメント管調査委員会  
□原価計算調査委員会委員委嘱の件  □鉄鋼統制に関する件  □西部地区団体需要扱瓦斯管一級品引受寸
法数量の件  □鉄鋼製品配給に関する件  □瓦斯メートル用羊革配給に関する件  □伝導用護謨調帯配給
の件  □瓦斯メートル嚢膜用油臨時配給の件  □瓦斯用ゴム管配給に関する件  □新入会員  □通常会員
会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書

●第三十一巻第四号（昭和十七年七月二十五日発行）
○口絵
　一，第三十回定時総会に於ける井坂会長の開会の辞（其の一）（其の二）  二，定時総会専門委員会に於け
る神谷常任委員の説明  三，定時総会専門委員会に於ける水越事務局長の会務報告  四，総会講演会に於
ける大宅大佐の講演  五，総会講演会に於ける石川技師の講演  六，懇親会に於ける隅田委員長の挨拶  
七，同稲見合成課長の挨拶  八，懇親会  九，瓦斯事業永年勤続者表彰状授与（其の一）  十，同表彰式に
於ける商工大臣祝辞  十一，同彰状授与（其の二）  十二，同表彰者総代関田足利社長の答辞  十三，会員
物故者並戦病歿者慰霊祭に於ける井坂会長の祭文捧読  十四，会員物故者並戦病歿者慰霊祭々場（其の
一）（其の二）
○報文
　□セメント管調査委員会報告（セメント管調査委員会）  □第三十回定時総会記事（諸文，常任委員会，
専門委員会，講演会，懇親会，理事会，参事会，評議員会聯合会，第三十回定時総会，瓦斯事業勤続功労
者表彰式，会員物故者並戦病歿者慰霊祭，第三十回定時総会臨時寄附金，第三十回定時総会出席者芳名）
○雑録
　□天然瓦斯事業者懇談協議会  □第五回鮮満瓦斯友会定時総会
○法令
　□価格等統制令第七條の規定に依り亜鉛板の最高販売価格指定の件
○雑報
　□各社彙報（日立ガス設備拡張，大上海瓦斯の英系瓦斯経営），  □帝都瓦斯供給制限の強化  □石炭界  
□瓦斯界往来（商工省佐藤技手の栄転，立川瓦斯の開業，浜松瓦斯横井治雄氏の逝去，帝国コークス故重
役慰霊祭の執行，新潟県瓦斯会社の幹部異動，新潟県郷津に天然ガス充填所，琵琶湖天然瓦斯会社設立と
開発計画，松山瓦斯森実支配人の栄進，旭川瓦斯下村社長の逝去，安保合同瓦斯社長の逝去）
○会報
　□名誉会員金子堅太郎伯の薨去  □定例理事会  □総会理事会  □常任委員会の開催  □第一回瓦斯事業
原価計算調査委員会  □第二回瓦斯事業原価計算調査委員会  □第三回防空調査委員会  □第七回瓦斯器
具特別委員会  □第一回瓦斯メートル調査委員会  □第六回セメント管調査委員会  □第一回工業用瓦斯
アイロン配給統制協議会  □瓦斯事業用ソーダー灰増配陳情の件  □瓦斯事業用「半田用地金」配給に関
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し増配方請願の件  □瓦斯メートル用錻力配給打合会  □鉄鋼事務打合会  □鉄鋼統制に関する件  □鉄
鋼製品の配給統制に関する件  □エタニットパイプ需要量調査の件  □昭和十七年度第一四半期（四月－
六月）分瓦斯事業用石綿製品（原料）割当に関する件  □瓦斯事業用耐火煉瓦需要量調査に関する件  □
ゴム製品配給統制に関する件  □雑品配給の件  □瓦斯器具に関する件  □工場事業場に於ける特別物件
の特別回収実施に関する件  □諸調査事項  □瓦斯事業主任技術者第二次試験合格者  □故五ガロン罐配
給統制機関変更の件  □新入会員  □通常会員会費領収  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外
国図書
○講演
　□大東亜戦争の意義と帝国海軍（海軍省嘱託海軍大佐  大屋由耿）  □国土計画に於ける瓦斯の問題（内務
省都市計画東京委員会技師  石川榮耀）

●第三十一巻第五号（昭和十七年九月二十五日発行）
○報文
　□コークス配給統制規則解説（附配給統制規則全文）（燃料局）
○雑録
　□関東東部地方部会臨時総会  □東北地方部会臨時総会  □コークス指定販売団体打合会
○法令
　□会社固定資産償却規則
○雑報
　□東京瓦斯今期業績  □北海道瓦斯今期業績  □大阪瓦斯今期業績  □固定資産耐用年数の短縮  □廿二
統制会決定  □認，許可事項を整理  □配電統合評価認可基準案  □電燈供給規程改正実施方針  □木更
津瓦斯竣工式の挙行  □帝国コークスの配給統制規則説明並懇談会  □燃料週間実施の件  □瓦斯導管と
しての水道鋼管  □瓦斯界（瓦斯は制限内で，天然ガス協議会，相武瓦斯全工事竣成，大多喜天然瓦斯圧
縮瓦斯の増産，天然瓦斯会社を糾合工業組合結成考慮，瓦斯管共配の話，連繁の緊密化へ，技術研究に積
極新発足の天然ガス協議会）  □瓦斯界往来（電氣事業協同会の設立，関西・九州方面暴風雨状況，合同
瓦斯社長の就任）
○会報
　□理事会参事会  □定例理事会  □第五回鉄鋼統制委員会  □第三回原価計算調査委員会  □第十七回羊
革打合会  □第八回瓦斯器具特別委員会  □瓦斯事業用耐火物確保に付陳情  □廻転子瓦斯「メートル」
検定に関し陳情  □工業用瓦斯アイロン昭和十七年度第一，第二四半期分需要申込の件  □瓦斯製精装置
中冷縮器能力算定基準に関する件  □鉄鋼統制に関する件  □鉄鋼製品の配給統制に関する件  □ゴム製
品統制に関する件  □鉄屑配給統制に関する件  □梱包用木材需要量調査の件  □瓦斯メートル廃革売却
に関する件  □耐火物に関する臨時日本標準規格の件  □帝国瓦斯協会国民貯蓄組合結成  □新入会員  
□通常会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌  □購入外国図書  □瓦斯事業主任技術者
詮衡試験実施  □物価政策に関する懸賞論文募集に関する件
○附録
　□昭和十六年度会務報告  □昭和十六年度会計報告  □昭和十七年度収支予算  □技術，営業及専門委員
会昭和十六年度会務報告

●第三十一巻第六号（昭和十七年十一月二十五日発行）
○資料
　□瓦斯事業の起源を顧みて（下村  明）  □セメント販売機構の整備解説（化学局）
○雑録
　□神奈川県瓦斯事業会の設立  □コールタール統制に就て  □鉄屑配給統制規則第二條に依る統制会社に
変更に関する件
○法令
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　□商工省所管重要物資現在高調査規則第一條第一項及第三項竝に第三條第一項但書の規程に依る調査物資，
申告義務者竝に団体及会社指定の件  □商工省所管重要物資現在高調査中改正の件  □商工省所管重要物
資現在高調査規則第一條第二項の規程に依る調査物資及調査時期指定の件  □統制物資の譲渡制限に関す
る件  □統制物資の譲渡制限に関する件第一條の規程に依る統制物資指定の件  □統制物資の譲渡制限等
に関する第三條の規程に依る事業者等指定の件  □統制物資の譲渡制限等に関する第五條の規程に依る譲
渡物資等指定の件（抄）  □精製コールタール等故五ガロン罐詰小売価格告示の件  □ベンゾール類，コー
ルタール及其の製品の小売業者最高販売価格指定に関する件  □特許並実用新案
○雑報
　□石炭配給調整規則一部改正  □下期石炭増産案  □本邦化学工業統制会の創立  □電燈料金統一改正  
□各社彙報（大多喜天然瓦斯圧縮瓦斯生産増，天然瓦斯資材を共同購入，天然瓦斯増産計画，帝油・新潟
市内にガス井を掘鑿）  □瓦斯界往来（合同瓦斯社長に藤本氏，南方瓦斯事業の委託，横浜市瓦斯局人事
移動，日本海瓦斯の設立，倉敷瓦斯岡山瓦斯に合併，静岡瓦斯，清水瓦斯の合併，瓦斯協会職員の応召並
徴用，西川神戸瓦斯副産課長の逝去，燃料節約移動展の開催）
○会報
　□定例理事会並参事会  □定例理事会  □常任委員会の開催  □昭和十七年度下半期瓦斯供給計画協議会  
□昭和十七年度下半期原料炭割当に関する件□第四回原価計算調査委員会  □第三回工業用瓦斯アイロン
配給統制協議会  □第九回瓦斯器具調査委員会  □第四回都市瓦斯参考編纂委員会  □物資統制令に基く
商工省令第六四号統制物資の譲渡制限に関し陳情の件  □奢侈品等製造販売制限規則に依る瓦斯関係器具
販売に関する件  □事務局規程改正の件  □鉄鋼統制に関する件  □統制物資に関する件  □高圧容器配
給に関して  □第十六回瓦斯事業主任技術者試験施行  □新入会員  □通常会員会費領収報告  □寄贈営
業報告書  □寄贈図書雑誌
○附録
　□帝国瓦斯協会雑誌第三十一巻総目次

【第三十二巻】

●第三十二巻第一号（昭和十八年一月二十五日発行）
○資料
　□玄米食の普及に対する燃料の実験に就て（東京瓦斯研究所技師  金指甚平，技手補  泉田小一郎）  □コ
ールタールの試験方法（帝国瓦斯協会）  □耐火物に関する臨時日本標準規格  □タール製品の統制打合せ
事項
○雑録
　□関東東西地方部会東北地方部会聯合会  □関東西部地方部会臨時総会  □北陸，東海，近畿地方部会聯
合会  □関東東西地方部会聯合会  □東海，近畿，北陸地方部会聯合会  □九州四国中国聯合部会  □中
国四国地方部会臨時総会  □第一回公営瓦斯事業者協議会  □臨時北陸地方部会総会
○法令
　□石綿配給統制規則  □鉄鋼統制規則中改正の件  □一般塗装用コールタール，クレオソート油及家庭防
蟲用ナフタリンの配給統制に関する件  □コールタールの配給統制に関する件  □コークス指定販売団体
設立に関する件  □特許実用新案
○雑報
　□商工省合成課長の更迭  □瓦斯消費規正強化  □瓦斯界彙報（台湾瓦斯マニラに支社開設，大阪ガス工
場拡張計画，琵琶湖天然瓦斯統合，天然瓦斯協議会，東邦瓦斯技能者養成所建設）  □石炭界（石炭輸送
は好調，石炭統制会決意表明，遅れた配給統制，日炭直売の要望熾烈）  □瓦斯界往来（瓦斯需給懇談会，
仙台市瓦斯局長の就任，岡山と倉敷両社の合併許可，宮崎・延岡・都城三社の合併，満洲瓦斯哈爾濱に瓦
斯供給開始，稲葉参事の逝去，元理事福谷元次氏の逝去，会員菅原圓次氏の逝去，西村帝国コークス常務
の逝去，奥田彦根瓦斯支配人の逝去，鶴見瓦斯社長の退職及東京瓦斯職員異動）

○会報
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　□理事会参事会  □第一回非鉄金属査定委員会  □第五回原価計算調査委員会  □第二回メートル調査委
員会  □第一回原単位委員会打合会  □第六回原価計算調査委員並第一回瓦斯料金調査委員会  □主要会
社営業供給担当者打合会  □昭和十七年度下期（一月―三月）原料炭消費制限に関する主要会社並地方部
長代表者打合会  □瓦斯料金調査委員会設置  □代用嚢膜試験中間報告  □鉄鋼統制に関する件  □非鉄
金属の統制に関する件  □其の他の統制品に関する件  □其他  □瓦斯事業主任技術者詮衡試験合格者発
表  □新入会員  □通常会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌
○論説
　□戦争遂行下に於ける瓦斯事業の責務  □昭和十七年度下期原料炭割当と瓦斯供給計画

●第三十二巻第二号（昭和十八年三月二十五日発行）
○報文
　□瓦斯工場作業基準の計算に就て（帝国瓦斯協会）
○法令
　□物資統制令に依る認可  □特許実用新案
○雑報
　□東京瓦斯今期業績  □北海道瓦斯業績  □関東瓦斯の増資内定  □西部瓦斯九州瓦斯両社の合併  □帝
都瓦斯消費規正の状況  □石炭界（配炭に超重点主義，楠瀬燃料局長官石炭配給方針を闡明，亜炭価格と
統制機構（案））  □瓦斯界往来（前合成課長稲見慎一氏に対する感謝会開催の件，瓦斯の世界社主催同感
謝会開催の件，京都瓦斯重役異動，鶴岡瓦斯の異動，石井鉄工所田島氏の榮進）
○会報
　□本年度定時総会開催の件  □理事会  □第二回専門委員会  □原単位委員打合会  □第二回原単位委員
会  □第二回非鉄金属査定委員会  □第三回瓦斯メートル調査委員会  □第十一回瓦斯器具調査委員会  
□瓦斯メートル製作業者との打合会  □瓦斯事業用セメント増配に関し陳情の件  □大夕張粉炭確保に関
する件  □瓦斯七輪用コック特免販売期間延長に関する件  □玄米食の普及促進延期方に関する件  □割
当原料炭使用に関する件  □鉄鋼統制に関する件  □鉄鋼製品に関する件  □非鉄金属に関する件  □其
の他の統制品に関する件  □其の他  □役員異動  □参与委嘱の件  □鉄鋼統制委員会委員及専門委員委
嘱の件  □関東西部地方部会代表者補欠指名の件  □瓦斯事業主任技術者免状交付  □新入会員  □通常
会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌
○論説
　□昭和十八年上半期瓦斯事業用原料炭割当に対する希望（帝国瓦斯協会）

●第三十二巻第三号（昭和十八年五月二十五日発行）
○資料
　□鉄鋼統制と機械計画生産に就いて（帝国瓦斯協会）
○雑録
　□東北並に関東東西両地方部会聯合会  □関東東部地方部会臨時総会  □東北地方部会第四回総会  □近
畿，東海，北陸聯合地方部会  □東海地方部会定時総会  □中国四国地方部会昭和十八年度上半期瓦斯供
給計画打合会  □九州地方部会昭和十八年度上半期瓦斯供給計画打合会  □北陸地方部会定時総会
○法令
　□戦時行政特例法  □許可認可等臨時措置法  □戦時行政職権特例  □工作物築造統制規則  □工作物築
造統制規則の規定に依る指定の件  □鉄鋼工作物築造認可規則第一條等廃止の件  □セメント配給制規則
改正の件  □価格等統制令第七條の規程に依る五ガロン罐等の最高販売価格指定の件  □鋳鋼統制規則
○雑報
　□本年度上半期の瓦斯消費規正  □低物価政策と価格報奨制  □昭和十八年度金属非常回収対策  □瓦斯
界彙報（電氣・ガスの節約成果発表，ガス供給の開業式，瓦斯の消費節約と商工省通牒，瓦斯の消費規正
と孔口閉止隊，下関瓦斯会社が長府に工場建設）  □天然瓦斯界（大多喜天然瓦斯業況，北海道のメタン
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瓦斯，九州天然ガス操業準備）  □瓦斯界往来（タール統制会社の改称と役員の移動，新田瓦斯の許可，
関東瓦斯増資認可，セレベス島マカツサル瓦斯委託経営，神戸瓦斯東製造所の許可，浦賀瓦斯の所在地変
更，石倉参事の逝去，ゴム統制会の設立）
○会報
　□第三十一回定時総会日程  □理事会参事会  □定例理事会  □監事会  □第四回防空調査委員会  □第
一回機械計画生産実施に関し事務打合会  □第二回機械計画生産実施に関し事務打合会  □瓦斯七輪コッ
ク再配給に付陳情の件  □椿油斡旋に関する陳情の件  □耐火煉瓦の統制に関する件  □瓦斯事業用耐火
煉瓦割当増量に付陳情の件  □鉄鋼統制に関する件  □其の他の統制品に関する件  □其の他  □新入会
員  □通常会員会費領収報告  □寄贈営業報告書  □寄贈図書雑誌
○附録
　□昭和十七年度会務報告  □同  決算報告  □昭和十八年度収支予算
○論説
　□昭和十八年上半期瓦斯供給計画に就て（帝国瓦斯協会）

―  以  上  ―
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後　　　記

　2006年４月より戦前期における中国ガス事業史の研究を開始した際，参考資料類のメインとし
ては各ガス事業会社が出版した「社史」が公立・私立の図書館で閲覧可能な状況にあった。各ガ
ス会社「社史」は，その会社独自の企業運営や業績の変遷について詳細に記述されてはいるもの
の，日本国全体のガス事業史を考察する場合の最適な参考資料とはなり得なかった。思い悩んで
いた時期に，指導教員である立命館大学経済学部の金丸裕一教授より，「国内ガス事業の進歩と
発達を図り公衆の便益を増進する目的で，戦前に帝国瓦斯協会が設立されていた」等のご助言を
頂戴した。調査の結果，京都大学・大阪市立大学・大阪府立中央の各図書館に『帝国瓦斯協会雑
誌』が所蔵されている事が判明した。同時に，（社）日本ガス協会に同雑誌の有無を確認した所，
同協会資料センターにも所蔵されていた（所蔵状況の詳細は，「資料１」に記載の通りである）。
　その後約１年間，京都大学・大阪市立大学・大阪府立中央の図書館及び（社）日本ガス協会資
料センターにおいて閲覧と複写をさせて頂いた。結果，『帝国瓦斯協会雑誌』記事総目次を作成
する事が出来た。ここにご助言を下さった金丸教授及び各図書館・資料センター関係各位に多大
なご協力を頂いた事に対し，心からお礼を申し上げます。
　また，記事総目次原稿修正にあたってご尽力とご指摘して下さいました，立命館大学リサーチ
オフィスの藤本さやかさんに感謝を申し上げます。
　　2011年４月 瀧本文治　　
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