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国会会議録から見た国立国会図書館

国立国会図書館関係国会会議録索引

渡　辺　幸　秀

は　じ　め　に

　これは国会会議録における国立国会図書館に関する報告事項・質疑事項についての

索引である。

　これまで国立国会図書館に関する主な書誌としては，以下のものがある。

　　稲村徹元『国立国会図書館に関する文献目録　1948－1958』　昭37

　　平川千宏「国立国会図書館に関する新聞・雑誌記事索引　1946－1976」（『図書館研

　　究シリーズ』18号一19号　昭52－53）

　　「国立国会図書館に関する文献一覧」（r国立国会図書館三＋年史　資料編』．昭55）

，これらは，それぞれ有用な書誌として役立っているが，いずれにも国会会議録の記

事は含まれていない。

　当館は，国会に所属する機関ということもあって，「これまで度々国会でとり上げら

れ，会議録にも掲載されてきた。今回，上記の書誌を補う意味で，こめ索引を作成し

た。紙幅および時間の関係で，範囲を戦後の第1回国会から調査及び立法考査三編『国

会会議録総索引』の事項索引が作られる前の第48回国会までの期間に限定し，また委

員会の審議のみで本会議は割愛したため，不十分なものであるが，戦後の当館の歴史．

を知ろうとする方々に僅かでも貢献できれば幸いである。

　なお国会会議録自体は当館の他，三都道府県の議会図書館などで閲覧することがで

きる。

凡 例

1．収録範囲

　（1）第1回（昭22）から第48回（昭40）までの期間で，本会議以外の委員会会議録

　　を対象とする。ただし第41回から48回あ問の参議院図書館運営小委三会について

　　は会議録がないため対象外とした。

（2）収録した記事は直接当館に関係のあるものにしぼった。当館を含め国会全体に

　・ついて話題にしている場合は，編者の判断で適宜に取捨選択した。

（3）この索引を作成するにあたり，極力会議録の本文すべてに目を通すようつ．とめ

　　たが，委員会によっては冒頭の案件等を調べるだけですませたものもある。また
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　　『国会会議録総索引』や『国立国会図書館年報』等の関係部分も参照した。

2．排　　列

　　記事の排列は年月日順とし，同一日付のものは衆議院，参議院の順に排列した。

3．記載事項

　（1）記事の内容は，委員会名、会議録の号数，日付（年はすべて昭和），発言内容，

　　回数，発言者（○は議員，●は当館職員，政府委員等）の順に記載した。

　（2）発言内容のうち報告事項などについては原則として会議銀冒頭の案件の記載に

　　準拠し，質疑事項については内容を簡単にまとめて記載した。

　（3）発言者は同7会議録で初出のときのみ氏名・肩書きを記し，以後は肩書きを省

　　略し，氏名も姓だけを記載した。

　　　議屓の肩書きは委員長のみとし，また議員立法で衆議院議員が参議院で趣旨説

　　明をする場合などは（衆議院議員）と明示した。

　　　当館の職員の場合は所属官庁名を省略。政府委員等の肩書きはすべて会議録の

　　記載に準拠した。

　（4）委員会名について以下のような略号を用いた。

　　議運．　　　　　議院運営委員会

　　議運調査機関小　　議院運営委員会国会調査機閥拡充等に関する小委員会

図小

図運

白馬・議三連合

図運合同審査

両院法規

法

海・図連合

内’

内・行政心

入事

文部

文教

商工

予算

予算錆1分科

予算第2分山

嶽算盤3分科

科特

議院運営委員会図書館運営面委員会

図書館運営委員会

図書館運営委員会・議院運営委員会連合審査会

図書館運営委員会合同審査会

両院法規委員会

法務委員会

法務・図書館運営連’合委員今

内閣委出会

内閣委員会行政機構の整備等に蘭する小委員会

人事委員会　　　㍉

文部委員会

文教委員会

商工委員会

予算委員会

予算委員会第1分科会

予算委員会第2分科会

予算委員会第3分科会

科学技術振興対策特別委員会

また「継」は継続，「付」は付録を示す。

一22L



第1回国会（22．5．20～12．9）

衆議運3（22．7．8）

国会附属施設の用地として国有地移管に

関する件説明（当館の用地について）

P　23

　．●大池真（衆議院事務総長）

三図運2（22．7．12）．

これまでの打合会等の報告　P3

　0中村嘉寿（委員長）

個人蔵書の寄贈受けみれの手続　P3

　0井上知治

館長の人選について　P4

　0井上、中村、豊沢豊雄

図書館の建物の問題（規模。議員と一般

との利用割合。建物が完成するまで特許

局を使っfgらどうか）　P4～5

　0松田正一、井上、中村

満鉄資料の扱い

’P5

　0下臥中村
当館における納本制度確立の必要性

P5

　0中村、井上

全国の図書館との連携（既成の図書館、

研究所を当館に吸収する）　P5～6

　0松田、中村

参議運11（22．8．1）

議院の敷地に関する件説明（当館の予定

地は陸軍省恥地）　P5

　●中栄一徹（総理庁技官）

○後藤悦治

●大池真（衆議院事務総：長）

参図解2（22．8．4）

本委員会の運膏。館長の人選　P1

　0羽三五郎（委員長）、堀真琴、小林勝

　　馬、徳川宗敬

参議運13（22．8．6）

当館から参加する国会職員考査委員会三

三の数　P2～3

　0下条康麿、藤井新一

　●近藤英明（参議院事務次長）

参議運調査機関小2（22．9．25）

当館の機能が整うまで暫定的に事務局の

調査部と法制部を独立させ議長直属とす

る　P1

　0佐々木良作’

現在の調査部の機能について　P1～2

　0天田勝正
　●川上和吉（参議院法制部長）．

常任委員会と調査部の連絡　P2

　0稲垣平太郎、佐々木

調査機能拡充の具体的段取り　P2～4

　0佐々弘雄（委員長）、天田、稲垣佐々

　　木

　●河野義克（参議院委員部長）

国会の調査機構と当館との関係　P4～5

　0佐々、天田

　●川上

衆講運10（22．8．2），　　　　　三図運3（22．9．26）

国会の法制部拡充問題と当館との関係　　図書購入評価委員の人選。参議院図書館

P62　　　　　　　　　　’　　　　　　の開館時間延長について　Pl
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　○羽仁五郎、小林勝馬

国会の調査機能拡充（当館の調査局を含

めて）一pi

　O羽仁、小林、山田佐一

当館設立につきGHQの配慮でアメリカ

から顧問が派遺されることについて

P1一一2

　0羽仁
ロックフェラー財団からあ資料（Amer－

ican　Political　Science　Review）寄贈の’

申し出　P2、

　○羽仁、小林

館長の選定について　P2’

　○羽仁

衆　図運4（22．10．3）

打合会の緯過報告　P9

　0中村嘉寿

館長の人選。建物の問題　P9

　0松田正一、中村『

委員長報告（アメリカから来る顧問の件＼

特許局の建物の平等）　P9～12

　0中村
三三国会図書館関係の予備金要求説明

P　12

　●細野孝一（衆議院調査部第一課長）

両院の図運の運営の在り方について

P　12

　0多田勇、中村．　　　　～

三図運4（22．10：3）

参議院図書館の開館時間延長について

Pl
　O羽仁五郎（委員長）、金子洋文、塀真

　　琴

　●内田明（参議院事務局参事）

官庁資料の収集　P1

　0羽仁、金子、堀、徳川宗敬

休会中も議員に官報を配布すべし

Pl一一2　一一
　〇金子、徳川、堀、羽仁

アメリカから来日する顧問の日程

P2一一3

　0羽仁、小林勝馬、金子、堀、徳川

国立国会図書館設立促進の方針と館長選

任の件　P2～3

　・四三徳川・金子堀・小串漸

衆図運5（22．10．10）

経過報告（図書野天の件。東洋文庫、静

嘉堂文庫の当館への移管。来日する顧問

の件）P13

　0中村嘉寿（委員長）

新しい著作権法と当館との関係　P13

　0多田勇、中村　　　　　一

館長の人選について　P13～14

　0回忌光衛、中村

町図pa　6（22．10．20）’

経過報告（アメリカ顧問招ag・　’ロックフ

ェラー財団からの雑誌寄贈等）　P15

　0中村嘉寿

参図運5（22」10．21）

ロックフ土ラー財団の当館への資料寄贈

に対する感謝状　P1

　0羽三五郎（委二二）、

’官庁資料の収集。議院立法の資料の配布

p1’一一3

　0羽仁、徳川宗敬、山田佐一、堀真琴

　●川上和吉（参議院法制同母）、根本

　　膜（参議院委員部勤務）

参，’図運6（22．11．21）・　　　、』

館長選任について　P1～’3

　0羽仁五郎、徳川宗敬、梅原真隆、’岩・
　　　　　　　　　　　　　　　K
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本月州 ●川上和吉（参議院法制部長）

両院法規10（22．11．26）

国会の法制局の拡充問題と当館との三三

について　P42

　0新谷寅三郎

参議運58（22．12．9）

国立国会図書館顧問来朝に関する件報告

Pl
　O木内四郎（委員長）

第2回国会（22．12．10～23．7．5）

衆議運1（22．12．10）

予備金亥出の件説明（アメリカから来る

顧問の接待費）　P1

　●大池真（衆議院事務総長）

参議運1（22　．r　12．10）

図書館運営委員会顧問に関する件報告

（アメリカから来る3人の顧問）　P3

　0羽仁五回忌図運委員長）

国会が顧問を接待することについて

P3

　0左藤義詮、羽仁

参画運1（23．1．22）

アメリ殉議会図書館使節団との懇談会の

経過報告　P1

　0羽仁五郎（委員長）、堀真琴

委員打合会、合同委員打合会の報告

P1一一2

　0羽仁

両院法規1’ i23．1．27）

国会の法制機構拡充及び国立国会図書館

との関係に関する件説明　P1

　●三浦義男（衆議院法制部長）

アメリカでの両者の関係。法制局が函書

館の中に置かれた場合　P2

　0藤井新一、樋貝詮三（委員長）

タラップ、ブラウン両氏の勧告の取り扱

い　　P2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　0中井光次、藤井

国立国会図書館が完備するまでの間の措

置　P2～3

　0松村真一郎、樋貝

図画との交渉経過報告　P3

　0川上和吉（参議院法制部長）

使節団の勧告の内容について　P3

　0中井

　●川上

参画面2（23．1．30）・

国立国会図書館法案起草について（第一

条の「設立及び目的」、法制局の問題、専

門調査員について等）　P1～2

　0梅原真隆、羽仁五郎、岩本三州、徳

　　川宗敬、山田佐一、小林勝馬

　●川上和吉（参議院法制部長）

当館職員に関する規定について　P3

　0小林、梅原、羽仁

　●川上

支部図書館、予算に関する規定　P3～4

　0羽仁

　●川上

衆議運8（23．1．31）．

国立国会図書館法案に関する件説明

P2，

．●大池真（衆議院事務総長）
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国立国会図書館設立の経費について

P3

　0工藤鉄男

　●大池

衆図運1（23．1．31）

国政調査承認要求（国立国会図書館法案

起草のため）　P1

　0中村嘉寿（委員長）

’衆　議運9（23．2’．2）

国立国会図書館法案に関する件説明

P一，1　一　2

　●大池真（衆議院事務総長）

当法案の取り扱いについて　P3～4

　0浅沼稲次郎（委員長）、大石倫治、林

　　百郎、．中村嘉寿（出品委員長）

　●大池

三図運2（23・2・2）

国立国会図書館法案、国立国会図書館建

築委員会法案起草の件報肯（議運と連合

審査会を開ぐ、法案に前文を加える等）

Pl
　O中村嘉寿（委員長）

衆　図心・議運連合1（23．2．3）

国立国会図書館法案、国立国会図書館建

築委員会法案起草案趣旨説明『P1ん2

　0中村嘉寿

第五条の「館長は政治活動を慎み、政治

的理由により罷免されない」について

P2

　0石田一松
当法案についての昨日の議運の審議の報

告　P2

　0浅沼稲次郎
法案の前文及び第一条について　P2～3

　○森三樹二、石田
第二条あ「図書館サービス」を「図書館

奉仕」とすべし　P3

　0小沢佐重喜

支部図書館について6上野図書館を都に

移管することについて　P3～4

　6森
三三の当館予算についての勧告について

P5，8
　　　　　　ノ
　○工藤鉄男ぐ石田

　●大池真（衆議院事務総長）、’

当館調査局と事務局法制部、、調査部との

関係。法文に英文直訳のカタカナが多過

ぎる　P5～8

　0林百郎～浅沼、石田、大石倫治、中

　　村
　　　　　ベコ
二二委員長ど館長との関係　P8

　0林、中村

三図運3（23．2．3）

経過報告（議運との連合審査会の報告）

　○中村嘉寿

参議運8（23．2．3）　　　　、
国立国会図書館法案説明　P4～5

　●寺光忠（参議院議事部長）

この法案が両院から同時に発議され上程

されることについて　P5

　ρ板野勝次

衆　議運11（23．2．4）

国立国会図書館法の連合審査の経過報告

Pl
　●大池真（衆議院事務総：長）’

丁丁運4（23．2．10）

国立国会図書館長選任に関する件（衆の

一26一



推す金森を館長、参め推す中井を副館長）

P1一一2

　0羽仁五郎v小林勝馬、堀真琴、．山田

　　佐一、小串清一、徳川宗敬

衆　図運4（23．2．16）

経過報告（館長、副館長の人選、赤坂離

宮を当館が使用すること等）　P1～2

　0中村嘉寿

赤坂離宮を当館が使用するための手続き

P2

　0松田正一
・糊孝r＜臓隔査部第三長）

参議運14（23．2．18）－

赤坂離宮使用に関する件説明（当館が使

用するかどうか）　P1

　0木内四郎（委員長）

三図運5（23．2．24）

国立国会図書館長任命について　Pl

　o松岡駒吉（議長）

副館長任命についての当委員会の決議に

ついて　　P1

　0中村嘉寿（委員長）．

参議運16（23．2．24）

国立国会図書館長任命の件説明　P1

　●小林次郎（参議院事務総長）

衆　図面6（23．2．27）

就任挨拶’P1

　●金森徳次郎（館長）

両院合同審査会開会に関する件（副館長

の任命について）　P1
　0中村嘉寿（委員長）

参議運19（23．3．19）’

撒髄使用に関％予算について

　P2
　　0木内四郎（委員長）

　　●近藤英明（参議院事務次長）

衆図運7（23．3．20）

J国立国会図書館予算説明　P1～2
　’e金森徳次郎（館長）、河野一之（大蔵

　　告主計局次長）

赤坂離宮での閲覧室の配置等の予定につ

　いて　　P2

　　●金森

衆議運18（23．3．23）

国会法改正に関する件説明（法制部拡大

　と当館の調査局との関係等）　P2

　．●大池真（衆議院事務総長）

衆　議運19（23．3．24）

国会法改正に関する件説明（42条衆参の

図運を一つにする。43条当館設立により

従来の事務局の玉門調査員を専門員とす

る）　P2

　●大池真（衆議院事務総長）『

赤坂離宮の使用管理に関する小委員の報

告（当館が使用する）　P4～5

　0工藤鉄男

三図運8（23．3．25）

副館長任命に関する件報告　Pl

　o中村嘉寿
，当委員会が中井氏を不適任であるとの決

議をすることについそ　P1～2

　0石井繁丸、中村

国立国会図書館の予算について　P2

　0中村
　●河野一之（大蔵省主計局次長）

館長はアメリカの図書館事情の視察に行
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くべきである　P2

　0井上知治

副館長任命に関する決議案　P2

　0中村
このように副館長問題がこじれたこと

P2一一3

　0石井、豊沢睾雄、中村

立紙運5（23．3．26）

国立国会図書館長の挨拶紹介　P1

　0羽仁五郎　　　r

国立国会図書館職員規程説明　P1、、

　●金森徳次郎（館長）

専門調査員、調査員、司書等の身分につ

いて　　P1～2

　0小林勝馬、羽仁、金子洋文
　●金森、三水三郎（衆議院調査第二諌

　　長）

職員規程卿条につY’てP2
　0iJ、ホ木　　1　　　　　　　　　　　　．　　　t

　●海水

衆三后21（23．3．27）

赤坂離宮使用に関する件報告　P1

　0浅沼稲次郎く委員長）

衆　図運9（23．3．27）

国立国会図書館法制部との機能調整に回

する件　P172
　0中村嘉寿（委員長）

　●三浦義男（衆議院法制部長）

審議中q）法制局法案と当館と．の関係（機

能が重複するのではないか）　P2～4．

　○多田勇、中村、円谷光衛

　●三浦、金森

「この問題処理のため議運との連合審査会

を閉くべし’P4．

　o多田勇

法制局の人員・予算について　P4

　0円谷光衛．

　●三浦

法制局法案提出の事情について　P4～5

　0石井繁丸
問題解決のため衆参の三三は議運に対し’

決議をすべきであるtt o5
　0円谷

　　　　　　　　ヒ
参議運22（23．3．29）

国会法改正における第42条の2について

　（衆参の図運を一つにする）　P2～3

　0木内四郎（委員長）、佐々木皐作＼梅

　、一如真隆

　●川上和吉（参議院法制部長）

事務局の専門員之当館の専門調査員

P3～5
　0天田勝正、堀越儀郎、木内、梅原、

　　佐々木、川上

参議運23（23．3．30）

国会法改正における第42条g）2について

P2，4　「　　　　　　　　　　　　　v

　O羽仁五郎、竹下豊次．

’参議運24（23　1’3．31）

国会法改正における105条、と130条の削除

P1

　0堀越儀郎
　●川上和吉（参議院法制部長）

法制部を拡充して法制局とすること（当

館との関係）　P1

　●小林次郎（参議院事務総長）

’衆　図面10（23．4．5）

国立国会図書館予算説明　P1．・2

　●武内時之助（経理部長）、金森徳次郎

　　　（館長）　’　　・
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衆　議運28（23，4．14）

国会法改正案説明（衆参の三三を一つに

する42条、専門員に関する43条等）

P4一一5

　●大池真（衆議院事務総長）

衆議員29（23．4．15）

法制局と当館調査局との役割分担　P4

　0中野四郎、浅沼

衆議運39（23．5．28）　　1

国会予備金支串に関する件説明（6月5日

の当館開館式の費用補助）　P2

　●大池真（衆議院事務総長）

参謙運40（23．5．28）

国会予備金支出に関する件説明（6月5日

の当館の開館式の費用補助）　’pi

　●近藤英明（参議院事務次長）

衆　議運40（23．6．2）

国会法改正に関する件（130条あ条文につ

いて）　P2

　●大池真（衆議院事務総長）

衆自運11（23．6．7）

中井氏の副館長任命の経緯　P1～2

　0多田勇

　●金森徳次郎（館長）

今年度予算に対する勧告について　P2

　0豊沢豊雄’（委増長代理）

三図運6（23．6．7）幽

国立国会図書館昭和23年度予算に付す勧

告案について　P1

　0羽仁五郎

三三合同審査1（23．6．7）

昭和23年度国立国会図書館予算：説明

Pl
　●金森徳次郎（館長）、武内時之助（経

　　理部長）．

上野図書館の予算について　P1

　0多田勇

　●武内
予算額が大幅に減叡されたζとについて

Pl

　O円谷光衛

　●武内

予算案の委員会での扱い。当館と法制局

との関係　Pl～3

　6多田

　●傘森

今年度予算の増額について（特に図書購

入費）　．P3～4

tO円谷、中村嘉寿、小林勝馬、羽仁五

　　郎（会長）　　　　　　　　1

　●武内

東洋文庫、静嘉堂文庫の予算について

P4

　0中村

　●武内、金森’

予算増額を求める勧告を出すことについ

て　　P4～5

　0中村、．羽仁

衆三三46（23．6．9）

昭和23年度国立国会図書館の予算に関す

る勧告に関する件報告　P1

　●大池真（衆議院事務総長）

衆議運53（23．6．i8）

当館の調査員が委員会た出席したり、本

会議を傍聴することについて　P374

　0工藤鉄男、浅沼稲次郎

　●大池真（衆議院事務総長）
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衆議運65（23．7．2）

国立国会図書館職員の内訳について

　g大池真1衆議院事務総長）

三図運12（23．7．5）　、

東洋文庫、静嘉堂文庫に関する件説明

Pl
　●金森徳次郎（館長）

両文庫が当館に移管されることになった

経緯：P1～2　　　　’

　○中村嘉寿

両文庫移管について参議院側が消極的な

こと。両文庫経営のための経費　P2

　0円谷光衛．．

　●金森

館法と英文の原文との間の図運の解釈の

違い（「両院の合同委員会」なのか？）

P3

　0中村
　●細野孝一（一般考査局長）

両文庫および合同委員会の問題　P3～4

　0石井繁丸・’

衆参の図運の間の感情的対立　P4～5

　0豊沢豊雄、中村

今後の当館の人事政策　P5～6’

　○中村、石井

　●金森

参議運63（23：7．5）．

国1会職員法の一部改正案説明（当館の詮

置にともなう改正）　P1

　0浅沼稲次郎（衆議運委員長）

衆議運74（23．8．4）

国立国会図書館職員に対する議会手当支

給の件説明　P1

　0大池真（衆議院事務総長）

このような要求は便乗ではないのか

Pl
　O山口喜久一郎、．

　●中井正一（副館長）

衆　三惑7‘（23．8．5）

国会職員の新給与に関する苦情処理規程
案説明（衆参図それぞれに苦情処理委三

会を作る）．　P1

国会職員考査委員会規程の改正案説明

　（当館に関する第6条の改正）　P2

　●大池真（衆議院事務総長）

参議偏継2（23．8．9）

国立精鋼舗に対す三品当に関す

る件説明　P1’

　●近藤英明（参議院事務次長）、中井正

　　一・（副館長）

本件についての衆議i院決定について

Pl
　6藤井新一

　●近藤

・今後の奉件の取り扱い　P1～4

　0木下辰雄、、黒川武雄、藤井．

　　　　　　　　　　第3回国会（23．10．11～11．30）層

衆　議運9（23．10．26）「　　　　　　　　　　●大池真（衆議院事i務総長）

院内図書館の移動で衆議院では新聞や雑

誌を読む場所がなくなった　P7　　　　衆　図運2（23．11．18）

　○浅沼稲次郎　　　　　　　　　　　　　国立国会図書館組織規程及び国立国会図

　　　　　　　　　　　　　　　　一30一



書館組織規程の一部改正規程説明（事後

承認）国立国会図書組織規程、同職員定

員規程、同物品会計規程一部改年案説明

国立国会図書館運営経過報告　P1～3

　●金森徳次郎（館長）

都内で見た「国会図書館から赤を追い出

せ」どいう街頭貼紙について　P3

　0黒岩重治

　●金森

　参法7（23．・11．19）

　国立国会図書館の支部としての裁判所図

　書館　P4～5

　　0伊藤修（三三長）

　　●小川善吉（母高裁判所事務局総務部

　　　第一一sk長）

’参法8（23．11．20）

　国立国会図書館と裁判所図書館との関係

　Pl
　　O伊藤修（委員長）

参法2（23．12．8）

●小川善吉（最高裁判所事務局総務部

第一課長）

衆法1藪23．11．27）

最高裁判所図書館の構想および予算　．

P　13　一一　14

　0井伊誠一

　●小川善吉’　　　　　　　　1

参法10（23．11．29）

最高裁判所図書館について　P6～8

　0松村真一郎

　●奥野健一（法制局長）、中根秀雄（支

　　部図書館長）’N岡咲恕一（法務庁調査

　　第一局長）

参法・図連合（23ユ1．30）

国立国会図書館法第7章の問題点　P1

　0金子洋文

裁判所図書館は裁判所法と館法のどちら

で規定するか　P1

第4回国会（23．12．1～12．23）

裁判所図書館に関する館法と裁判所法の

規定の矛盾について

　○金子洋文

’P5一一6

●岡咲恕一（法務庁調査意見第一局長）

衆　図運1（23．12．10）

国立国会図書館組織規程、同職員定員規

程一部改正案説明　P1

　●金森徳次郎（館長）

参法4（23．12．10）

裁判所法改正案中、図書館の規定につV｛

ての委員会の修正案説明　P1

q伊藤修（委員長）

衆法4（23．12．12）

裁判所法改正案についての参議院の修正

案説明　P5～6　　　　　　’

　●岡咲恕一（法務庁調査意見第一局長）

参議運11（23．12．16）

法制局および国立国会図書館職員へり国

会手当支給に関する件　P1

　0村上義一（委員長）
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第5回国会（24．2．11～5．31）

衆　三三1（24．3．23）

国立国会図書館組織規程、同支部上野図．

書館組織規程一回忌正案説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

上野図書館を支部として引き継いだ後の

扱い　P2　　　　　　　　　　　　　　rf

　O水谷昇

　●金森

上野図書館が支部となることで人員の整

理はあるか　P2

　0中西伊之助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
国政調査三三要求に関する件（地方図書

館の運営状況の調査視察）　P3

　0早稲田柳右工門（委員長）

衆　国運2（24．3．30）

昭和24年度暫定予算・予算に関する件『

Pl
　O早稲田柳右工門（委員長）

参：中里1（24．3．30）

昭和24年度予定経費、同4月分暫定経費に

ついて　　P1

　0松野喜内、三木治朗

当麻ユニオンカSpグの制定につ呼

Pl
　O松野’、

昭和24年度予算に対する当委員会勧告書

説明，P1
　0羽仁五郎（委員長），

衆議運18（24．4．12）

昭和24年度予算説明　P3

　●金森徳次郎（館長）

現在の赤坂離宮を出て新しい建物に移る

計画はあるか　P3

　0今村忠助

　●金森

衆：宿運3（24L4119）

国立国会図書館法の一部改正案説明

P1一一3

　●金森徳次郎（館長）

日本の著作権法と、納本の現状について

P3一一4

　「○水谷昇　　　　tt　　　・　「

　●金森
一現在使用している赤坂離宮の管理、議院

読書室や離宮裏の庭園の管理　P4－」5

　0中野四郎一　　、

　●金森’

館法24条による納本は代償金を払うのか

P5一一6’

　○水谷

　●金森』

両院法規（附）（24．4．19）

両院法規委員会は専門員を設置するより

当館を活弔すべし（ウイリアムズ博士と

の懇談会で）　P2曳4

参図琿2（24．r　4．22）’

国立国会図書館法の一部改正案説明

P1一一2

　●金森徳次郎（館長）

当館に納入されるレコード、楽譜につい

て　P2～3

　0徳川頼貞

当館の音楽室。アメリカ議会図書館の音

楽資料につ吟て。当館が音楽等の著作権
　　　　　　　　　　　s
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付与をするのかどうか　P3

　0高良とみ

　●金森
音楽資料の月録作言上の注意点．P3

　0徳川

　●金森

国会分館などでレコード鑑賞ができるよ

うにしてほしい　P3～4

　0高良とみ

　●金森
納本義務あ出版社へのPR。取次店の活

用　P4　　　　　　．　　　　　・

　〇三木治朗

　●金森　　　　　　　　tt一

納本に実費を支払うことで完全納本がで

きるか　 P4～5　「

　○金子洋文（委員長）、高良、三木

　●金森

国や民間の出版物の納本部数　P5

　0松野喜内

　●金森

資料収集の方針。国際交換に出す資料の

基準　P5～6

　0高良’
　●金森．

今後の納本制度と著作権　P6

．○金子，高良

　o金森

参文11（14．5．10）’

起草中の図書館法にっ碇（当館とa関

係）「P4
　0河野正夫’

　●柴沼直（文部省社会教育局長）

衆　図運4（24．5．12＞

国立国会図書館法第20条の規定によづ行

政各部門に置かれる支部図書館およびそ

d）職員に関する法律案起草の件　Pl、

　●金森徳次郎（館長）

各支部図書館と行政官庁どの関係（職員

の所属）　Pl

　O森戸辰男

　●金森

支部図書館の予算・人件費および職員の

任命について　P1

　0北沢直吉、円谷光徽山口好一、

　●金森

通産省図書館について　P1

　0多由三

国享国会図書館組織規程の一部改正案説

明　P2

　●金森

委貝派遣承認申請（地方図書館の運営状

況の調査）　P2
　0早稲甲柳右工門（三三長）

三図運3（24。5．13）

国立国会図書館法の一部三主案、国立国

会図書館法第20条の規定により行政各部

門に置かれる支部図書館及びその三三に

関する法律案　P1

　0松野喜内、小林勝馬、岩本高州

衆池心5（24’ D5．19）

国立国会図書館法の一部改正案提案理由

P1一一2

　　　　　　　　　　　　　　　f　O帯広五郎（参院議員）

，館法25条の2の納本をしなかった盛合の

罰則規定　p2　　　　　　、　一

　〇北沢直吉、羽仁

納本の代償金について　P2～3

　0円谷光徹中野四郎、：羽仁

　●金森

．一@33　一



）第6回国会（24．10．25～12．3）

参議運5（24．11．8）　・、

図書購入費た関する件説明（委員会経費

における図書購入費）　P5

　0近藤英明（参議院事務総長）

館内で共産主義関係の本（中国大事月表）

・を配布し、また回収した事件　P6～8

　0千賀、多田勇・

　●金森’

　衆図運1（24．11．9）

　派遣委員調査報告（東北・北海道におけ

　る地方図書館の運営状況および機構の調

　査）・　P1～3

　　0早稲田柳右回門

　法務庁移転により空いた赤坂離宮西半分

　も当館が使用するための要望書について

　P3
　　Q早稲甲、森戸辰男「

　本館建設および昭和25年度の当館予算の

　見通し　P3～5，

　　○円谷光衛

　　●金森徳次郎（館長）

〆当館作成の新聞切抜資料の目録や官庁出

　版物を各党へ配布すべし　P5～6

　　0伊藤憲一

　　●金森

衆函運2（24i11．17）

図書館運営経過報告　Pl～3

　●金森徳次郎（館長，）

図書購入費。昭和25年度の当館予算

P3
　0円谷光衛、水谷昇

　㊤金森、岡田温（司書）、

図書購入費以外の予算支出項目。海外の

図書館の一件費と物件費の割合。国会レ

ファレンスの状況　P4～6

0千賀康治

　㊧金森

一罪　議運11（24．11．18）

懲罰委員会の職員の件（当委員会も調査

’のため専門員がほしいが、定員に余裕が

　ないので法制局や調査局の応援：が必要）

　Pl
　　O佐々木良作、鈴木直人、中村正雄、

　　●奥野健一（法制局長）

衆　特等3（24．11．19）

　「中国大事月表」問題。館の運営に関し、

常時委員会と連絡しているか。東亜研究

，所の漢籍資料を当委員会に無断で購入し

た。上野図書館の合併。教職パージにあ

った者を職員にすることについて

P1一一5

　0多田勇、早稲田（委員長）

　⑦金森

東亜研究所の漢籍の件。予算要求の不手

際　P5

　0円谷光衛

　●金森

調査局の拡充。「中国大事月表」問題

・P5－6

　0渡部義通

　◎金森
「中国大事月表」問題と全日図との関係。’

納本の代償金について　P7～9，10

　0千賀康治
　●金森

国立国会図書館組織規程、国立国会図書

一34一



館法による出版物の納入に関する規程説

明　P9～10

　●金森徳次郎（館長）

衆　図運4（24．11．24）

衆参の意見ゲ対立した時の館長の判断

Pl

　O千賀康治

　o金森徳次郎（館長）

第7即国会（24．12．4725．5．2）

衆　図運1（24．12．15）

昭和25年度国立国会図書館予定経費要求

旧説萌　P1

　●金森徳次郎（館長）

図書購入費。上野図書館の図書館員養成

所の今後の扱い。文献摘録あ委託費。書

庫の新営費の削減。，参謀本部跡につぐる

仮三三本館の建築委三会　P2～4

　0多田勇

　●金森

「中国大事月表」問題について　P4～7

　0多田、千賀康治、渡部i義通

　●金森

衆到底3（24．12．19）

支部図書館の予算。文献摘録の委託費。

備品費と図書購入費の関係。25年度予算

への勧告書　P．　1，4，

　○渡部義通、早稲田柳右回門

　●金森徳次郎（館長）

国会の議決なしに当館建築委員会の費用

を予算措置していること　P1～4
　0多田勇、キ賀康治、木村公平

　●金森

への影響。書庫運営経費。参謀本部跡に

ある書庫の利用状況P2～3

　0金子洋文

予算増額のための勧告を付す件。米国議

会図書館長等に対するメッセージの件

（今回金森館長が渡米するため）

P3一一4　，

　〇三木治朗（委員長）

参図運2（24．12．21）

米国議会図書館等に対するメッセージに

関する件説明’P1

　0中根秀雄（管理部長）

衆　議運9（24．12．23）

昭和25年度国立国会図書館予算説明

P2
　●金森徳次郎（館長）

昭和25年度の図書購入費　P2

　0岡田春夫

　●金森・

昭和25年度の人員増について　P3

　0岩本信行　　　　　　　　　　・

　◎金森

三図運1（24．12．19）　　　　　衆予算第’1分科1（25．2．15）

昭和25年度国立国会図書館予定経費要求　　昭和25年庫国立国会図書館予算説明，

書説明　P1～2　　　　　　　　　　　　　P2

　●金森徳次郎（館長）　　　　　　　　　　○武内時之助一（経理課長事務取扱）

当初の要求額の削減による図書購入三等　　図書購入費の拡充。対国会サービスの状

　　　　　　　　　　　　　　　　一35L



　況。支部図書館　P7～8

　　0奥村又十郎

．　●武内、中根秀雄

参言出3（25．4．11）・

国立国会図書館職員規程の一部改正案説

明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）　　‘

アメリカ議会図書館長及び副館長からの

書簡報告（前回のメッ七一ジリ返事）

．P2－3

　0羽仁五郎　　　　　　tt　一，

本館建築の敷地の問題ρ本館の早期建設

の必要性　P3～4

　0羽仁、三木治朗（委員長）

　●金森

三図運4（25．4．13）

図書館運営経過報告　Pl～3

　0金森徳次郎（館長）ゴ

調査局の内部構成。戦時中のブランクを

埋めるための外国資料収集計画。当館の

予算編成のあり方。ユネスコとめ協力関一

係　　P3～4，6～7

　0渡部義通
　●金森、角：倉志朗（調査立法考査局長）

国会の法制局と当館との関係ρ本館建築

「計画あ早期実施　P4～5

　○円谷光衛

　●金森　　　．・　　／

本館建築計画。昭和25年度の増員

P5一一7’

　○千賀康治

　●金森

国立国会図書館職員定貝規程の一部改正

案説明。米国議会図書館等の視察の報告

P7一一8

　Q金森

参議運58（25．4．19）

図面の委員構成について　P9～10

　●近藤英明（参議院事務総長）

三図運4（25．4．19）

業務経過報告　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

国際交換業務の現況。調査局のレファレ

：ソス件数。各政党の政務調査会ぺの職員

派遣　P2㌻3

　0金子洋文

　●金森

議員が当館を有効に活用する方法。図書

の保存管理。社会教育の場としての図書

館の役割　P3～6

　0松野喜内

　●金森

第8回国会（25．7．12～7．31）

参図画1（25．7．19）

国立国会図書館職員定員規程、’同支部上

野図書館組織規程の一部改正案説明ノ（当

館と上野の主事補・用人各50人、，8人を主

事等とする）　Pl～2
　●金森徳次郎（館長）

衆　図琿1（25；7．20）

国立国会図書館職員定員規程、同支部上

野図書館組織規程の一部改正案説明

P1一一2

　●金森徳次郎（館長）卜

東洋文庫、静嘉堂文庫の用人の扱い、こ

の振りかえ人事の具体的方法と俸給の三

一36一



い　　P2

　0円谷光衛

　●金森

衆　議運13（25．11．20）

アメリカの連邦議会、ウィスコンシン州

議会活動の視察に国会職員6名招待　P9

　0大池真（衆議院事務総長）

第9回国会（25．1121～12、9）

衆図遅1（25．11．24）

昭和25年度国立国会図書館予算補正要求

書説明　P1

　●金森徳次郎（館長）

職員の給与改善経費について　P1

　0多田勇

　●金森

参籠運1（25．11．24）

昭和25年度国立国会図書館予算補正要求

書説明　P1

　●金森徳次郎（館長）

年末手当に必要な経費、節約等による既

定経費の減少、俸給予算における：不用額こ

給与改善経費等について　P1～3

　0森崎隆、岡田信次、梅津錦一、金子

　　洋文

　●金森

節約等による既定経費の減少による図書

館の活動への影響‘P3～4

　0羽三五郎

　●金森

補正予算による給与・手当支給の実施

P4

　0金子

　●金森

今回の予算に対し勧告書を付すべし

P4

　0梅津、金子

副館長を事務系と渉外系グ）；人に。上野

図書館を地方（都）へ移す。印刷カー』ド

の配布。地方の図書館との交流強化

P　4・　一一6

　0森崎
　●金森
．当館も公共図書餌もともにもっと予算を

ともって活動すべし　P6

　0羽仁五郎

衆議運3（25．11．25）

，昭和25年度国立国会図書館補正予算説明

　P2

　●大池真（衆議院事務総長）

昭和25年度補正予算の修正減少額

　P2

　　0林百郎

　　●大池、武内時之助（経理課長事務取

　　扱）

参人事1（25．11．25）

当館は法律が出る前に給与改訂の作業を

完了さぜてらる　P9

　0森崎隆’

参人事2（25．12．1）

当館は法律が出る前に給与改訂の作業を

完了させている「P2～3

　0森崎隆
　●岡崎勝男（内閣官房長官）

衆五運2（25．12．2）

昭和26年度国立二会図書館予定経費要求

一37一
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書説明　P1～3

　●金森徳次郎（館長）

現在の建物への増築の経費。上野図書館

の暖房装置復旧の見通し。職員の給与・

年末手当　P3

　0中西伊之助

　●金森，

巡回文庫について　P3

　0青木孝義

　●金森

業務経過報告　P4～5

　●金森　　　　　　　　　　　　　　　『

調査資料が英米系が多く、ソ連中国のも

のが少ない　P5～6

　・○中西

　●金森　．

図書館運営委員会勧告書（当館本建築へ

の予算措置要望）、同要望書（行政」司法

各部門の支部図書館の運営改善）　P6

　0円谷光衛

参図面2（25．12．2）’．

昭和26年度国立国会図書館予算説明

P1一一2

　●金森徳次郎（館長）

館員訓育研修経費について　P2

　0岡田信次
　●金森　　　　、　　’

本i建築の予算措置、今後の計画、本建築

のための研究機関　P2～4

　0羽仁五郎、森崎隆

　●金森

業務経過報告　P4～7

　●金森

支部図書館における文書類の保存状況。

審議会が集めた資料の管理。三三レファ

レンスやマイクロ資料利用のPR。図書

の国際交換業務　P7～8

　0羽仁
　●金森．

巡回文庫について　P8

　0周由

　●金森

衆　議運9（25．12．4）

昭税26年度国立国会図書館予算詳明

Pl
　●大池真（衆議院事務総長）、武内時之

　　助（経理課長事務取扱）

調査局調査員の人数、資格について

Pl
　O浅沼稲次郎

　e大池、武内

専門調査員の給与　P1

　0椎熊三郎

　●武内’

衆議運14（25．12．9）

国家公務員のための国設宿舎に関する法

律の一部改正案について（当館館長等に

宿舎を提供）　P1

　0今村忠助

第10回国会（25．i2．10～26．6．5）

衆予算第1分科2（26二2．21）一

回忌26年度国立国会図書館予算説明・

P2一一3

　●武内門之助（経理課長事務取扱）

参二二1（26．3．9）

国立国会図書館組織規程の一部改正案説

明『 i大倉山文化科学図書館と特別調達庁

図書館を支部に）　、P　1
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　●金・森徳次郎（館長）

当館と静心堂文庫との関係についての新

聞記事　P1’

　○羽仁五郎

　●金森

国立国会図書館職員定員規桿の一部改正

案説明（66人の定員増）　P2

　●金森

今回の定員増の内訳　P2

　0有馬英二

　●金森　　　　　・・

調査局の機能充実と中国、ソ二等に対す

る調査の強化　P2～3

　0羽仁

　●金森

国立国会図書館支部上野図書館組織規程

の一部改正案説明　P3

　●金森

上野図書館の都への移管　P3

　0羽仁　　　　　，

　●金森

総合新庁舎の設計に関する件（建築中の，

総合誌庁舎に各省の図書室を設ける）

P3一一4

　●大村巳代治（建設省管理局営繕部長）

支部図書館の設備改善。全国の小中高の

図書室の拡充　P4

　0羽仁
　◎大村

本館建築工事について　P4

　0有馬

　●金森

視察報告（法務、農林、厚生、労働の4図

書館）　P4～5

　0徳川宗敬

衆図運1（26．3．13）

国立国会図書館組織規程、同職員定員規

程、同支部上野図書館組織規程の一部改

正案説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

今回の定員増と昭和26年度予算の定員と

の関係。調査局と国会の委員会との連携

強化　P2

　0多田勇

　●金森武内時之助（緯理課長事務取

　　扱）

専門調査員の定員。大倉山図書館など直

属の支部図書館と他の支部図書館との違

い。今回の増員に対する予算措置。ロッ

クフェラー財団と当餌との関係　P2～3

　0村瀬二親

　●金森

ア．メリカにおける法制局と議会図書館と

の関係。’当館に対する議員の利用促進。

今回の増貝の内容　P4～5

　0円谷光衛

　●金森

今回の増員が昭和26年度予算の枠内で行

われることについて　P5～6

　0水谷昇、多田、村瀬

　②金森中根秀雄（管理部長）

第11回国会（26．8．16～8．18）

参図運1（26．8．17）　　　　　二叉運1（26．9．25）
派遣委員報告（四国地方の図書館事1青を　　昭和27年度薗立国会図書館予定経費要求

視察）　P1～2　　　　　　　　　　　　　書説明　P1
　0徳川宗敬　　　　　　　　　　　　　　　●金森徳次郎（館長）・

　　　　　　　　　　　　　　　　一39一



昭和27年度当館予算の重点項目。本館建

設の早期実現　P2～3

　○円谷光衛

　●金森

本館建設。．当館の蔵書について　P3

　0山ロ武秀

　●金森

三図運継1（26．9．27）

昭和27年度国立国会図書館予算概算書説

明・P1～4

　●金森僖次郎tt（館長）1　　　　　　　、

現在の総藏二二と貴重書。今後の図書収

集の重点。国際交換の状況　P4～6

　0徳川頼貞

　●金森

ドイツ大使館跡地の当館への移管　P6

　0金子
　●金森

政府の行政整理と国立国会図書館　P6

　0岡田信次

　●金森．

今回の予算及び本館建築について　P6

　0金子、徳川宗敬、岡田、徳川

　　　　　　　　　　第12回国会（26．10ユ0～11’．　30）

衆．図運1（26．10．23）　　　　　　　「　　支部図書館の運営・経：費は当館と所属官

昭和26年度国立国会図書館補正予算予定　　庁のどちらが負担するのか　P8

経費要求書説明　P1

　●金森徳次郎（館長）

行政整理による職貝30人の削減．o）影響

p1一一2

　0村瀬宜親

　●金森

業務経過報告　P2～4

　●金森

当館のレファレンスサービス、日曜開館、

巡回文庫。’地方の図書館に対する当館の

指導。専門調査員の増員。国土総合開発

の専門家の必要性　P4～7

　0村瀬”
　●金森

本館i建設予算の見通し。当館の総合目録

作成計画　P7

　0．円谷光衛

　●金森

国立国会図書館組織規程の二部改正案説

明（中央気象台図書館が支部に）　’p7

　●金1森

　○村瀬

　●金森
　　　　　　ポ

参．図運1，（26．10．23）

国立国会図書館組織規程の一部改正案説

明　P1
　’e金森徳次郎（館長）

運輸省技術研究所、建設省建設技術研究

所等も今後支部にするのか　P1

　0岡田信次
　●金森

昭和26年度国立国会図書館補正予算予定

経費要求書説明　P1～2　　，

　●金森
．政府の行政整理g）方針に当館が従うこと

および国会レファレンスへの影響

kp2一一4

　0羽仁五郎
　●金森角倉志朗（調査立法考査局長）

本館建築の予算　P4～5

　0岡田信次

一40一



　●金森
　　　　　　　　　　　　x
業務経過報告　P5～6

　●金森

国際交換業務について　P6

　0岡田

　●金森

衆議運7（26．10．24）

昭和26年度国立国会図書館補正予算説明

P3
　●大池真（衆議院事務総長）

第13回国会（26．12．10～27．7．31）

衆　議運7　（27．1．2①

昭和27年度国立国会国書館予算説明

P4

　●武内時之助’　　1

国立国会図書館三宅坂分室に新設される

書庫。国会分館のスタッフ充実　P4

　0椎熊三郎

　●武内
・議員の図書館利用状況　P4

　0土井直作

　●武内
予算項目’ﾌうちの諸謝金について　P4

　0飯塚定輔

　●武内
昭和27年度国立国会図書館予算補足説明

P5

　●大池真（衆議院事務総長）

国立国会図書館庁舎敷地買収費　P5

　0柳沢義男

　●大池

上野図書館の書庫の新設．P5

　0小平忠
　●武内

衆　飯盛1（27．1．22）

晒和27年度国立国会図書館予算説明

P1一一2

　●金森徳次郎（館長）

予算要求書の各費目の内容。当館の将来

構想・国会及び丁般へのレファレンスの、

経費　P2～4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　K．　o村瀬比熱

　●金森

図書購入費の増額。納本代償金への出版

業者の不満。敷地買収費。官庁出版物を

支部図書館を通じて当館が議員に配布。

世界の情報資料を集める情報機関とし

ての役割　P4～5

　0多田勇
　●金森

日麟臨ドイツ大柳跡地の買収．

P6一一7

　0水谷昇．

　●金森

三図運1（27．1．23）

昭和27年度国立国会図書館予定経費要求

書説明。図書館本館建築に関する件説明

Pl－2　’

　●金森徳次郎（館長）

今年度の本館建築予算と今後の計甲

P2一一6

　0羽三五郎、金子洋文、徳川宗敬

　●金森
本館建築費の増額を乗める勧告について

P6
　0徳川
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三図運2（27．2．20）　　　tt．　．　r

国立国会図書館組織規程、同職員定員規

程、同支部上野図書館組織規程一部改正

案説明　P1～3
　●金森徳次郎（館長），

館内あ部と調査局内の部の関係。主事補、

用人を減らし中堅職員を増やすこと。館

内の法律政治図書館。局の総務課から調．

査資料統計課を独立させたこと。「農林水「

産調査室の改称。局は法律政治について

は一般にもサービスを。国会分館の充実。’

上野図書館の都への移管’ o3～6

　0村瀬三親

　●金森

三図運2（27．2．20）　・

国立国会図書館組織規程、同職員定員規

程、同支部上野図書館組織規程一部改正

案説明　P1～3
　●金森徳次郎（館長）

今回の人員整漣と組合の反応　P3～4

　0金子洋文、岡田信次

　●金森

一般の行政整理への図書館の対応

P4一一6

　0岡田、羽仁五郎、金子

　●金森

本館建築g）その後。議員サービスの改善

P6一一7

　0徳川宗敬
　．●金森

衆　予算第1分科2（27．2．21）

昭和27年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P24～25

　●武内時之助（管理部経理課長）

三図運3（27．3．13）

当館に行政整理を適用すべきでないとい

う申し入れまたは決議について　P1

　0羽仁五郎、金子洋文、徳川宗敬、徳

　　川頼貞

衆文部11（27．3．19）、

』図書館法一部改正案（当館職員に司書補

の暫定資格が与えられているのは上野図

書館が都に移管され公共図書館になるた

め）一P8～9

　●寺中作雄（文部省社会教育局長）

参文部22（27．4．1）

図書館法一部改正案　P2

　●寺中

衆議運62（27．6．18）

国会職員法改正で特別職にも組合活動を

認めたことによる国会の各組合の活動

P2
　0竹村奈良一’

　●大池真（衆議院事務総長）　●

衆　図面3（27．6．18）

国立国会図書館法第20条の規定により行

政各部門に置かれる支部図書館及びその

職員に関する法律の一部改正案起草の

件、国立国会図書館組織規程、同職員苦

情処理規程説明。業務経過報告　P1～5

　●金森徳次郎（館長）

PBリポート購入に関する決議について

一P5

　0多田勇、三宅正一

参図画4（27．6．20）

国立国会図書館職員苦情処理規程案説明

Pl
　●金森徳次郎（館長）
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この規程に対する職員組合の反応　P1
　　　　　ヘ　　　　　　　　　　　　コ　
　○羽仁五郎幽

　●金森

業務経過報告　P1～2

　●金森

新憲法制定関係資料の収集　P2～3

　0羽仁

　●金森

PBリポート購入に関する件　P3

　0羽仁、’金子洋文、徳川宗敬

国立国会図書館法第20条の規定により行

政各部門に置かれる支部図書館及びその

職員に関する法律、国立国会図書館組織

規程の一部改正案説明　P3～4

　●金森

衆議琿74（27．7．28）　　　　＼
衆参事務総長、法制局長、図書館長の給

与について　P7　　　．一

　〇石田一松

　●木三三（衆議院事務総長）

衆図画4（27．7．30）

三三国会図書館三三苦情処理規程案説明

Pl
　●中根秀雄（副館長事務代理）

国方国会図書館職員苦情処理規程につい

て。本建築について　’P1～2

　0水谷昇

　●中根

衆　議運78（27．8．25）

国会職員、当館職員などへの議会手当の

支給について　P4
　●大池真（衆議院事務総長）

第15国会（27．10．24～28．3．14）

衆　三三2（27．11．24）

砲和27年度国立国会図書館補正予算予定

経費要求書説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

今回の補正予算予定経費要求書について

P2

　0三宅正一

　●金森

三図運1（27．11．25）

昭和27年度国立国会図書館補正予算予定

経費要求書説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

当館の使命。三三の立法活動へのサービ

ス。調査回答のスピード。回答資料の活

字化。調査資料の整備。局と他部との関

係。PBリポートと議員レファレンス。勤

勉手当。職員の勤務状況の把握。年々の

予算の増加率　P2～7

　0羽亀五郎

　●金森

当館の超勤手当、旅葺に対する予算

P7

　0宮城タマヨ

　●金森

今回の補正予算について　P7

　0徳川宗敬

衆　議運6（27．11．26）

昭和27年度国立国会図書館補正予算説明

P1一一2

　●武内時之助（経理課長事務取扱）

当館職員のベースアップについて　P2

　0松井政吉
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　●大池真（衆議院事務総長）

PBリポート購入代金について　P3

　0池田禎治

衆図運3（27．12．5）

国立国会図書館組織規程の一部改正（事

後承認）、同改正案説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

一葦　図運2（27．12．5）

夕立国会図書館組織規程の一部改正（事

後承認）説明　P1

　●金森
公社化により電通図書館を廃止したこと

P1－2

　0岡田信次／

　●金森
国立国会図書鮒翻程あ一三正期

明　P2

　●金森
海上裸安三等各省の附属機関に支部を置

　くことについて　p2～3　－

　○岡田、小泉秀吉、羽仁五回忌　”t

　●金森
上野図書館の今後。支部図書館以外の図

書館の資料を当館を経て議員が借りるこ

　とについて。上野の資料の本館での保存。

官庁刊行物総合目録。支部図書館の機能

充実　P3～6

　　0羽仁

　　O金森、酉水茎郎（支部図書館部長）

衆聖運4（27．12．24）’

国立国会図書館庁舎の建築計画に関する

件説明　P1
　●金森徳次郎（館長）　　・　．　　＼

国立国会図書館本建築に関する件決議案

Pl

　○阿佐美広治（委員長）

国立国会図書館職員苦情処理規程一部改

正案説明。業務経過報告　P1～2

）●金森

国会分館あサービス悪化。．古い会議録の

整理の必要性　P2～3

　0浅沼稲次郎

　●金森

当館職員の年末手当　P4・

　○原彪

　●金森

国立国会図書館第20条の規定による行政

各部門に置かれる支部図書館及びその職
員la’ ﾖする法律の一部改正案説明　P4．

　●金森

参図運3（27．12．24）

国立国会図書館職員苦情処理規程の一部

改正案説明。業務経過報告　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

行政整理による減員への対応。来年度の

予算　P2　　、　　　　　　　’　、

　○徳川宗敬

　●金森

本館は機能的なものに。議事堂との連絡

通路設置の必要性。古文書の保存対策。

戦中戦後の各種往復書簡等の資料の収集

P3一一4

　0団伊能

　●金森

図書館建築委員会の話し合いの内容。当

委員会の本建築実施についての勧告が衆

議長のみに出されていること　P4～5

，0徳川

　●金森

国立国会図書館建築委員会の国会に対す

る取扱に関する件．P5

　0宮城タマヨ、徳川
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三図運4（28．1．30）

国立国会図書館第20条の規定により行政

各部門に置かれる支部図書館及びその三

三に関する法律の一部改正案提案理由

Pl
　O阿佐美広治

　d中根秀雄（管理部長）

「支部図書館の長」という表現について

Pl

　O小泉秀吉

　●中根

衆　図面5（28．1．31）

昭和28年度国立国会図書館予定経費要求

書説明。国立国会図書館法第26条の規定

に基づき、金銭の寄贈を受けるについて

承認を求めるの件（ロックフェラー財団

から）説明　P1～3

　●金森徳次郎（館長）

分館の新聞閲算室のサービズ’P3

　0浅沼稲次郎

　●金森　　’　　　　　　、

本館建設敷地が1万5千坪から5695坪にな

っていることについ》と　P3～4’

　○江崎真澄、水田三喜男

　●武内時之助（建築部長）、河野一之（大

　　蔵省主計局長）

衆　議運26（28．2．2）

昭和28年度国立国会図書館予算説明

Pl
　●大準真（衆議院事務総：長）

昭和28年度の予算につv｛て　P1

，0土井直作

●大池

三図運5（28．2．3）

国立国会図書館法第26条に規定する金銭

の取扱規程案、国立国会図書館法第26条

の規定に基づき、金銭の寄贈を受けるに

ついて承認を求めるの件説明　P1～2

　●金森，

「直ちに」使わない寄付の扱い　P2』

　o金子洋文

　●金森
層マイクロ技術習得のため職員をアメリカ

に派遣するこどについて　P2

　0小泉秀吉

　●金森

昭和28年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2～3

　●金森

今回の建築費1億円の使途と、今後の建設

計画　P3～5

　0金子、徳川宗敬

　●金森、正示啓次郎（大蔵省主計局次

　　，長）

派遣委員報告　P5～7

　0徳川

衆　予算第2分科1（28．2，21）

昭和28年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●武内時之助（経理課長）

議員立法のために衆参の専門員制度、当

館0）調査局を積極的に活用すべし　P6

　0石井繁丸

　●山崎高（衆議院庶務部長）

第16回国会（28．5．18～8．10）

衆議運1（28．5，．．25） 　　　昭和28年度国立国会図書館暫定予算説明
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P4
　●大池真（衆議院事務総長）

三図運1（28．5．26）

昭和28年度暫定予算予定経費票求書説明’

Pユ

　●中根秀雄（副館長事務代理）

下図運1（28．5．26）　　　じ

昭和28年度暫定予算予定経費要求書説明

Pl
　O中根秀雄
本予算の見通し。館法26条の金銭の受入

P1～2　　　　　　　　　　　一

　〇野本品吉

　●中根

国際交換業務について、P2　　　　・
　　　　　　　にロ
　o徳川頼貞　・　『　　　　・

　●中根

参’ }運2（28．6．3）

国立国会図書館の建築計画に関する件説1

明　P1～3　　　　　、　　　　　一

　●金森、武内時之助（建築部長）

本館建築費の概算について　P3

　0岡田信次

　●武内

衆、凹型4（28。6．13）

昭和28年度衆議院予算要求（当館を含！t，）

について　P3

　0椎熊三郎　　　　　　　　　，

　●大池真（衆議院事務総長）

衆　三三2（28．6．』13）

昭和28年度国立国会図書館予定経費要求

書説明。業務経過報告　P1～3
　●金森徳次郎（館長）

本i建築の完成予定と費用　・P3

　0武知勇記

　●金森

一図運3（28．6：15）

昭和28年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1’
　●金森徳次郎（館長）・

本館ゐ律築計画について　　　　　　p

・　○大谷課口、

　　6傘持『

今回め予算に勧告書を付すかどうか

　P2　一一
　　〇岡田信次、竹中勝男

業務経過報告　P2，・一4

　　●金森

国際交換業務。副館長が欠員であること

P4
　0野本品吉

　●金森

国際交換で外国に出す資料の種類。中央

館と上野図書館の蔵書の違い　P4～5

　0徳川頼貞、大谷

　●金森

参　図運4（28．6．22）

国立国会図書館複写規程、同職三三貝規

程、同支部上野図書館組織規程の一部改

正案説明。国立国会図書館物品取扱規程

・案、伺図書物品取扱規程案説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

複写の申し込みの実1青。料金の徴収状況

P2
・○野本品吉

　●金森
主事を減らして司書・調査員を増やすこ

とと予算り関係　P2～3．・．L．一、

　・○藤野繁雄
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　●金森

図書の亡失・廃棄等の状況　P3

　0野本
　●金森

館外に貸し出して返納されない資料

P3－4

　0徳川頼貞

　●金森

図書購入費、蔵書を財産として管理して

いるか。当館及び外国での虫害・鼠害対

策の実例　P4～5

　0藤野

　●金森

昭和28年度7月分擁立国会図書館暫定予

算予定経費要求書説明．P5

　●金森

衆図運3（28．6．24）

国立国会図書館図書複写規程、同職員定

員規程、同支部上野図書館組織規程の一

部改正案説明。’ 送ｧ国会図書館物品取扱

規程案、同図書物品取扱規程案説明

P1－4

－9金森徳次郎（館長）

参事という役職について　’P4～5

　0神近市子

　◎金森

今年度予算の取扱について説明　P5

　●金森

衆：予算第1分科1（28．7j11）

昭和28年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●大山寛（経理課長）

上図運5（28．7．20）

国立国会図書館建築協議会規程案説明

Pl

　O金森徳次郎（館長）

協議会のための予算について　P1

　0藤野繁雄

　●金森

第4条の三三と第5条の委員の関係

P1セ2

　0岡田信次

　●金森

衆図運4（28．7．22）

国立国会図書館建築協議会規程案説明

P1－2

　◎金森徳次郎（館長）

本建築の設計募集の件。本建築の予算

一P2

　0神近市子

　●金森

当館が原子力資料購入費として1億円使

えるようになったこと　P2

　’○武知勇記

衆皇運5（28．7．29）

調査立法考査局の三三の件説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

調査局拡充のための予算　P2～3

　0神近市子、庄司一郎

　●金森、角倉

立法考査業務整備充実のための予算増額

を求める決議について　P3～4

　0神近、岡良一、庄司

議員著作文庫を設置せよ　P4～5

　0庄司

　●金森

資料の提供の他に美術・映画など広く国

会の文化水準を高める活動を　P5

　0岡
　●金森
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王立運6（28．7．29）

調査立法考査局における業務の拡充に伴

う予算に関する件　P1～2・

　●金森徳次郎（館長）、角倉志朗（調査

　　立法考査局長）

この予算ど定員法の関係、P．　3

　0野本品吉

　●金森’

局の利用議員リストの，r前議員」につい

て。当館と他の省庁との業務の重複

P3

　0八木秀次

　●金森
国立国会図書館の三法考査業務拡充に関

する決議案　P4

　10高橋道男（委員長）

議員派遣にづいて　P4

　0高橋、徳川頼貞

衆文部22（28．7．31）唱

財団法人労働科学研究所に対する国有財

産の譲与に関する法律案提案回申

P1－2

　0橋本海雲

衆　議運34（28．8．4）

当館館長や三三総長の給与が議員より高

い　　P2

　0正木清
　●大池真（衆議院事務総長）

参文部20（28．8．6）

財団法人労働科学研究所に対する国有財

産の譲与に関する法律案提案理由

P8一一9

　0橋本龍伍（衆議院議員）

国有になってから当館が追加した施ttl

図書などの扱いについて　P10　　t一

　〇高橋二男、橋本

　参一義義継1（28．9．11）　　，w一

　国立国会図書館建築協議会に関する件報

　告。国立国会図書館PBリポート利用料

傘に関する親程案説明　P1「2

　　●金森徳次郎（館長）

　PBリポートなどで館が料金を取ること

　について・P2～3

　　0羽仁五郎

　1●金森

　昭和29年度予算概算要求に関する件説明

　P3rv　4

　　●金森
　概算要求書の取扱v’・。PBリポートの閲

　覧拡充と利用料金。原子力関係資料の収

　集　P4～6’

　　○藤野繁雄

　　●金森
　当館予算”）在り．方について　P6～7

　　0羽仁
“国立国会図書館法第13条の規定による連

　絡調整委員会の勧告に関する件説明

　P7一一8

　　●金森

　　　　　　　　　　　第17回国今（28r10．？9～11．7）

衆　図運1（28．11．6）　　　　tt　　、　　　●金森徳次郎（館長）

国立国会図書館組織規程あ一部改正旧説　　支部図書館はf般にも開放しでいるの

明　P1　　　　』　　　　　　　　　　カヨ、またその暦書購入費は当館が負担す

　　　　　　　　　　　　　　　　．一　48　一



るのか　　P1

　0河上丈太郎

　●金森

法制局や主業技術院が支部図書館になる

ことで有利なこと’P2

　神近市子

　●金森

議員著作文庫設置の要望　P2～3

　0庄司一郎

　●金森

国立国会図書餌本庁舎建築に関する件説

明（設計懸賞募集について）　p3

　0金森
建築敷地内にある元ドイツ大使館内の防

空壕の撤去問題　P3～4

　『b庄司、神近

　●金森

参　図運1（28．11．6）

国立国会図書館組織規程の一部改正案説

明　P1
　●金森徳次郎（館長）

いまきで法制局図書館が支部図書館にな

らなかっだ理由　Pl～2

　0石黒忠篤　　　　　　　　　　・

　●金森

支部図書館制度の利点　P2　　　・

　○大谷螢潤

国立国会図書館の建築設計懸賞募集に関

する件説明　P2～3

　●金森

建築敷地内にある元ドイツ大使館内の防

空壕の撤：去問題、本建築は募集要項にあ

るような豪華なものでなく簡素なものに

P3

　0万黒　　　　、

　●金森

衆議運9（28．11．27）

国会開会式での館長ら来賓と議員の座席

について　P5

　・○山本幸一

　●大池真（衆議院事務総長）、久保田

義麿（衆議院庶務部長）

昭和28年度国立国会図書館補正予算説明

P7
　●大池

参　内、行政小4（28．11．27）．

日本学術会議の事務運営に関する件説明

（日本学術会議が政府にユニオンカタロ

グのための予算を当館につけるよう申し

tt入れたこと等）　P4

　●亀山直人（日本学術会議会長）

　　　　　　　　　　　第18回国会（28．11．30～12．8），．

衆　幸運1（28．12．1）　　　　　　　　　　　．●金森

昭和邪年度国立国会図書館補正予算予定　　・今回の予算修正による減少額・P1

経費要求書説明　P1　　　　　　　　　　　’　’o　ex野繁雄

　●金森徳次郎（館長）、　　　　　　　　　●金森

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回の予算の人件費　Pl

参　図運1（28．12．2）　　　　　　　　　　　○大谷螢潤

昭和28年度国立国会図書館補正予算予定　　　●金森

経費要求書説明　P1　　　　　　　　　今回の補正予算に勧告を付すかどうか

　　　　　　　　　　　　　　　　一49一
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Pl

　O石黒忠篤

工事の敷地内に居座っている者の立ち退

き問題　P1～2

　0藩野

　●金森・

公共図書館に配布する印刷カードのため

の予算措置　P2幽

　o羽仁E郎
　●金森

衆議運5（28．12．7）

国会職員の給与等に関する規程の一部改

正に関する件説明　P2
　●大池真（衆議院事務総長）

今回の改正で専門員のみベースアップで

館長、事務総長等は据え置きとなったこ

と　P2　　　　　　1

　0土井直作

　●大池

第19回国会（28．12．10～29．6．15）’

衆　議運6　（28，1．21）

昭和29年度国立国会図書館予算説明

P5
　●大池真（衆議院事務総長）

当館支部図書館と予算　．Pち

　○椎熊三郎

　●大池

参三三1（29．1．23）

日融和29年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1
　⑪金森徳次郎（館長）

管理運営の経費の減少と増額にな2た分

の使途　P1～2』

　○石黒忠篤’

　●金森

今年度の本館建築費と工事計画　P2「3

　0野本品吉、大谷螢潤

　●金森
本館設計の懸賞募集でのトラブルについ

て　　P3～5

　0石黒・

　o金森
オーストラリア国立図書館≧の間の図書

交換協定に関する件　P5～6

●金森

衆　図面1（29．1．25）

昭和29年度国並国会図書館予定経費要求

書面明　P1
　●金森徳次郎（館長）

今回の二三削減について　P1

　0神近市子

　●金森

今年度の建築費について　P2

　0伊東岩男tt（委員長）．

　●金森

当館の建築設計公募における著作権の問

題　P2～3

　0神近’
　●金森』

創享75周年を迎えた朝日新聞に対し館長

より適当な祝辞を送るべし　P3

　0庄司一郎

　②金森

参図運2（29．2．3）

業務経過報告　P1～5

　●金森徳次郎（館長）、

国際交換業務で交換する資料について

一一@50　一



P5

　0岡田信次

　●金森
　ノ

衆　文部8（29．2．24）．

PBリポートの頒布計画について　P11

　0町村金五

　●福井勇（文部政務次官）

衆　予算第1分科1（29．2．25）

昭和29年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●大山寛（管理部経理課長）

衆　　言詮運29（29．3．16）

議員を補佐する専門員や専門調査貝を三

年委員会に所属させるか、法制局、事務

局、立法考査局にプールさせるか

P8一一9

　0土井直作

　●法家七郎（参考人・明治大学教授）

参文部10（29．3．19）

当館が原子力関係の文献を収集している

ことについて　P23～24

　0高橋道男

・一曲（舞人・賄鞘蝉教
　　授）

参　予算第3分科1（29．3．24）

昭和29年度国立国会図書館予定経費要求

書説明P2
　●大山寛（管理部経理課長）

衆’気運2（29．4．16）

国立国会図書館職員定員規程g》二部尊正

案説明　P1・

　●金森徳次郎（館長）

行政整理による9名の退職者の処遇とこ

れによって図書館の運営に支障は出るか

P1’一3

　0庄司一郎、青野武一

　●金森
調査局の拡充強化の状況、図書り保存対

策　P3～4

　0伊東岩男

　●金森

業務経過報告　P5～6

　●金森

国政審議調査会の編回した「第15回国会
総覧」を当館等に備え付けてほ，じい

P6一一8

　0庄司

　●金森

参．図運3（29．5．6）

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　P1

　●金森徳次郎（館長）

主事を2名減らした後の業務上のやりく

りについて　P1

　0岡三信次

　●金森

業務経過報告　P2

　●金森

本館設計の懸賞募集での建築家団体との

トラブル　P2～3

　0団伊能

　●金森

労働科学資料を労働科学研究所に返還し一

たことについて　P3

　0三木治朗

　●金森

本館設計の懸賞募集の応募状況　P3～4

　0竹中勝男

　●金森
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三図運3（29．5．29）

庄司一郎獺紹介による「第15回国会総

覧」買上げの件　P1

　0庄司一郎、神近市子、武知勇記

　●中根秀雄（管理部長）

建築設計公募の予定につい℃　P2

　●中根幽

「閉会中の委員派遣について（関西の図書

館の視察）．　P2

　0武知、伊東、庄司、神近
全国図書館大会と当館との関係。’ 蜑?ﾅ、

の「読書の自由」決議に関連し、当館で

響が閲覧者の読ん鉢を調べにきたこ

とがあったか『P2～3

　0庄司
　●中根

国税申継1（29．6．24）

国立国会図書館建築設計懸賞募集1：’ ﾖす
る件説明　Pl～2、

　●金森徳次郎（館長）

入選した三三の内容。それを実行した場

合の土野の見積り’e今後の工事の見通し

　P2一一4　，　K

　○高橋道男k団伊能

　●金森

衆図運4（29．7．6）

本建築設計の入選作品決定の経過報告
，A

　ρ金森徳次郎（館長）

本館の建築費について　P2

　9神能市子　　　！

　●金森

三三作品のどれを選ぶか　P2

　0庄司一郎、藤田義光

本建築め早期実現のための予算措置

p223

　0庄司

　●金森

設計図等を院内に掲示することについて

P3　’　．

．・ 寳_近

秦議運79（29．11．29）

昭和？9年度国立国会図書館補正予算説明

P5
　●大池真（衆議院事務総長）

第20回国会（29．11．30～12．9）

一図運1（29．1．23＞

昭和29年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1
　●金森徳次郎（館長）『

図書館予算の削減について　P1～2

　0羽仁五郎、野本品吉

　●金森
、経費節約の内容について　p12

　0藤野繁雄

　④金森
昭和29年度予定経費補正要求書に当委員

会の勧告を付すべし　p2

　0羽仁
昭和30年度予算概算零説明　P2～3

　●金森

国の中央図書館の三脚聯ことに

ついて　P3～4

　0羽仁
本館建築工事の今後の見通し　P4～5・

　○杉山昌作、野本

　●金森

今回の194名の増員要求について
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P5一一6

、o野本

　●金森

今回の入員要求。上野図書館の夜間開館。

国際交換の役割。本建築の予算　P6～7

　0羽仁

　●金森

派遣委員報告（国立国会図書館の一般公

衆並びに他の図書館に対する奉仕の実情

調査）　P7～9

　0高橋道男、竹中勝男、野本くi藤野

衆図心1（29．12．4）

昭和29年度国立国会図書館補正子算説明℃

P2
　●金森徳次郎（館長）

本建築の状況。議員の著作の収集　P2．

　○庄司一郎

　●金森

本建築に関して予算が減額されたことに

ついて　P2～3
　0河上丈太郎、青木主

　●金森

昭和30年度国立国会図書館予算説明

P4一一5，

　●金森

本建築第1期工事の完成時期　P5

　0青木
　●金森

来年度の図書館運営経費、図書購入費に

ついて。納本制度の現状　P5～7

　0河上
　●金森
訥査局り業務拡充の問題，P7

　0青木
　●金森角倉志朗（調査立法考査局長）

・アヌリカからの原子力三三を当館に帰属

ぎせることについて　P8～9

　0伊東岩男（委員長）

　●金森

　　　　　　　　　　　第21回国会（29’．12．10～30．1．24）

参’議運8（30　．．1．23）　　　　　　　携について　P3

常任肇員会調査室の縮小と調査局とg）連　　・○矢嶋三二寺尾豊

　　　　　　　　　　　　第22回国会（30．3．18～7．30）

’衆・議運2伽．23）　・　tt読明P・・
国立国会図書館組織規程N，同建築協議会　　　●山下平一（管理部長1

規租同職員苦情処理規程の一部改正案　　昭和30年度国立国会図書館暫定予算説明

説明。昭和30年度国立国会図書館暫定予　　P2～3

算説明’P5　　　　　　　　　　　　　　　0菊川孝夫（庶務小委員長）

　●鈴木隆夫（衆議院事務次長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衆議運10（30．4．23）

参　議運3（30．3．28）　1，　　　　　　　昭和30年度国立国会図書館予定経費要求

国立国会図書館組織規程ぐ同建築協議会　　書説明　P4

三三同職員苦情処理規程の一部改正案）　　●金Pt＊徳次郎（館長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一53一



参議運7（30．4．23）

昭和30年度国立国会図書館予定経費要求
書説明’ o3
　、○菊川孝夫（庶務小委員長）

衆議運17（30．5．17）

昭和30年度国立国会図書館暫定予算予定

経費補年要求書幽明　P2

　●大池真一（衆議院事務総長）

参議運12（30．5．、18）

昭和30年度国立国会図書館暫定予算予定

経費補正要求に関する件報告　P1～2

　0菊川孝夫（庶務小委員長）

衆　予算第1分科1（30．6．2）

昭和30年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●山下平一（管理部長）

参議運20（30．6．3）

参議院常任委貝会調査室規程案の制定と

調査局の整備充実との関連　P2

　0郡祐一（委晶晶）

衆　議運23（30．6．4）

図書館運営経過報告を図書館運営小委員

会で行うことについて　P1

　0二二禎治、中村梅吉（議運委員長）

　●大池真（衆議院事務総長）

参議運21（30．6．6）

業務経過報告　P1～3

　●金森徳次郎（館長）

衆　図小2（30．6．9）

業務経過報告　P1～3

　◎金森徳次郎（弓長）

国際交換業務の状況。マイクロになって

いるPBリポー一一一・トの取扱い　P3

　σ長谷川四郎

　●金森

衆図小3（30．6．23）

専門調査員の増員について。その受入体
　　　コド
制等。調査局の拡充強化のための予算措

置　Pl～4
　　へ
　Q長谷川四郎、青木正

　●中根秀雄（副館長）、角倉志朗（調査

　　立法考査局長）、大池真（衆議院事務

　　総長）

常任委員会の専門員を当館の三三に回す

「ことに「ついて　P4～5　、

　○松沢雄蔵、池田禎治、栗原俊夫

　●大池

今回の増員の予算措置のため当委員会で

決議し、大蔵省の認証を求めること

P4

　0荻野豊平、長谷川

赤坂離宮の図書館清掃のための人員を増

やせ　P5

　0荻野

　●角倉、中根

参，予算第1分科1（30　’．　6．28）

昭和30年度国立国会図書館予定経費要求

・書説明、P5

　●山下平一（管理部長）

本館の寒成予定と建設工事の予算。科学

技術振興費。専門調査貝について

P5一一6

　0西郷吉之助

　●山下
資料購入費の割合が低いことについて

P6

　0安井謙
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　　　く

　●山下

急劇の当館利用状況。当館の国会サービ

ス。当館の業務報告を回議屓に配布すべ

し　P6～11

　0豊田雅孝
　●山下、角倉志朗（調査立法考査局長）、

　　中根秀雄（副館長）

参議運37（30．7．9）

今回の演外出張（パリでのユネスコの図

書館会議）及び今日までの図書館運営に

対する館長の感想。本館建設工事につい

て　　P6～13

　0矢嶋三義

　●金森徳次郎（館長）

参．議運42（30．7．20）

衆参の専門員を専調として受け入れるこ

とについて。調査局と他部局とを含めた

機動的な人員配置　Pl～2

　0天田勝正

　●角倉志朗

本館工事の進行状況　P2～5’

　o天田、赤木正雄、矢嶋三義、藤田進、

　　羽仁五郎

　●金森徳次郎（館長）、吉田辰夫（建築

　　部長）

当館予算における諸謝金、原子力関係資

料購入費、外国旅費、非常勤職員の手当

について。専門調査員の選考基準、待遇

及び当館や衆参の調査員の待遇。専調が

多い割に手足となる人が少ないこと

ps一一lo

　O矢嶋

　●金森

図書館組織の人品配置の機能的運用。置

場のない本の管理　P10～11

　0天田

　●金森

赤坂離宮で同居している法務省が移転し

た後のスペ一三の利用。当館の人員削減。

外国図書の購入を増やせ。支部図書館制

度の活性化。’印刷カードの配布。製本予

算あ増額。調査業務の拡充。上野図書館

の扱い　P11～14

　0羽仁五郎

　●金森

外国図書の収集強化。新着図書について

の図書館間の情報交換　P・14・・一・15

　0上林忠次

　●金森

衆　議運45（30．7．21）

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）．

今回の専門調査員の増員について　P2

　0福永健司、野原覚
』●金森　　　　　　’

参　議運44（30．7．25）

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　P1～2

　●金森徳次郎（館長）．

衆‘議運49（30．7．27）

衆議院及び当館の調査局、分館職員に議

会手当を出すことの承認の件説明　P1

　●大池真（衆議院事務総長）

衆議運50（30．7．28）・

図書館運営小委員会の審査経過報告

Pl
　O長谷川四郎（小委員長）

図書館本館建築の設計募集に関するトラ

ブルについて

一55一



Pl

　O野原覚、長谷川

下図小4（30．7．28）

今回の専門調査員の増員とその手足とな

る調査貝について　P1

　0青木正、長谷川四郎

　●大池真（衆議院事務総長）、金森徳次

　　郎（館長）

参議運継2（30．9．8）

昭和31年度予算概算要求：説明　一P5～8

　●金森徳次郎く館長）

参議三二3（30．9．9）

本委員会の運営に関する件（本委員会に

．よる当館の関係施設視察め手順につい

て）　P1

　0松岡平市、天田勝正

参議二二4（30．9．10）

地方議会の運営状況並びに国立国会図書

館の他の図書館に対する奉仕の実情等調

査のため委員派遣承認要求の件　P1

　0松岡平市

図書館の運営・予算等に関する小委員会ノ

を設置すべきこと　P2～3

　0小林武治、天田勝正、戸叶武、湯木

　　亨弘、上林忠次、松岡

31年度の人員増要求について　P3～6

　0天田、、上林、三浦義男、小林

　●傘森徳次郎（館長）、酉水温郎（一般

　　考査部長）、内田叫（国会分館長）

図書購入費の充実、サニビスの改善の必

要性　P6～7

　0戸叶、、．、松岡、天田

　●金森．

上野図書館の今後の扱い　P7～8’

　○松岡

　●金森

予算要求のための資料提出要求　P8

　0藤田進、松岡・
参考書等を使って勉強するたあだけに来

館する閲覧者について　P8

　0上林
　d金森

第23回国会（30．11．22～12：16）

衆離2（3・L・2．・）1

　　　　　　　　　　　　ゴ・国立国会図書館内の羽衣の間使用承認願

い（最近の米国図書の展示会）P4

　0椎熊三郎

参議運5（30．12．6）

派遣二三報告（地方議会の運営状況並び『

に国立国会図書館の他の図書館に対する，

奉仕の実欝調査）、P3・・4

　0天田勝年、榊原亨、三木亨弘

　　　　　　　　　　第24回国：会（30．12．20～31．6．3）

参　議運2（30．12．22）　　　　　　　　　　　　●中根秀雄（副館長）、

国立国会図書館連絡調整委員会勧告に関　　当勧告め取扱について　P2

する件（行政・司法各部門支部図書館の　　　○天田勝正

充実について）P1～2

　　　　　　　　　　　　　　　　一　56一・



三図小1（30．12．23）

国立国会図書館連絡調整委員会勧告説明

Pl
　●金森徳次郎（館長）

行政各部門支部図書館の充実に関する件

（決議案）　P2　　　　・　　　・一

　〇園田直（小委員長）

衆議運2（30．12．23）

国立国会図書館連絡調整委員会勧告に関

する図小での協議の経過報告　P2

　0園田直（図嚢委貝長）

事務局の人事三三（退職した専門員のう

ち7名が当館の専門調査員になったこと
等）一@P3
　●鈴木隆夫（衆議院事務総長）

衆議運4（31．1．21）

昭和31年度国立点出図書館予定経費要求

書説明・P2

　●金森徳次郎（館長）

参議運4（31．1．21）

．昭和3・鞭国立国会図書館予定額要求

書説明、P3

　●芥川治（参議院事務総長）

衆　予算第1分科1（31．2．26）．

昭和31年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●山下平一（管理部長）’

参文教7（31．3．6）

著作権問題における納本登録と当館の納

本制度　P13

　0高橋道男

　●内藤誉三郎（文部省社会教育局長）

参　予算第1分科1（31．3．19）

昭和31年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P4
　●山下平一一一一‘・（管理部長）

本館建設工事の請負業者　P12

　0八木幸吉

　●中根秀雄（副館長）

衆図小2（31．3．27）

国立国会図書館組織規程、同職員定員規

程の一部改正案説明。国立国会図書館法

の規定により行政各部門に置il・れる支部

図書館およびその職員に関する法律の一

部改正案説明　P1～2　tt

　●金森徳次郎（館長）

主事補18人を主事にふり、かえたこと

P2

　0池田禎治

　●金森

調査員14人の増員について　P2

　0荻野豊平

　●金森

衆　議運29（31．3．27）

国立国会図書館組織規程、同職員定員規

程の一部改正案報告。甲立国会図書館法、

の規程たより行政各部門に置かれる支部

、図書館およ，U“その職員に関する法律の一

部改正案報告　P2

　，0園田直（三三委員長）

参議運32（31．3．28）

国立国会図書館組織規程、同職員定員規

程の一部改正案説明1国立国会図書館法

の規定により行政各部門に置かれる支部

図書館およびその職員に関する法律の一

部改正案説明　P1～2、

　●金森徳次郎（館長）
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衆文教30（31．4二24）

著作権問題における納本登録と当館との

関係　P8

　6河野正’

　●内藤誉三郎（文部省社会教育局長）

参議運41（31．4．24）

国立国会図書館本館建築の件（工事の進

捗状況の中間報告）　P5

　●金森徳次郎（館長）

図書館建築委員会の活動　P5『

　○藤田進

　●金森

都市計画との関連　P5～6

　0天田勝正

　●金森

行政司法支部図書館の整備充実に関する』

件説明層P6

　●枝吉勇（支部図書館部長）

支部図書館部が提出した支部図書館充実

のための素案の取扱いについて　P6

　0藤田

　●金森

衆図小3（31．5．10）

国立国会図書館の新館建築工事について

の報告　P1～2

　●金森徳次郎（館長）、吉田辰夫（建築

　　部長）　　　　　　　　’

建物の採光関係について　P2

　0荻野豊平

　●金森

建設計画における完成時期はいっか

P2　’@　．　一　〇内田常雄

　●金森

参議蓮51（31．5．17）

新潟県PBリポート閲覧室の設置に関す

る請願説明　Pl、

　e一宮坂完孝（参議院委員部長）

’PBリポート閲覧室建設の費用及びその

ための来年度の予算について　P1～2

　0天田勝正
　●酉水二郎’（「般考査部長）

国立国会図書館図書複写規程の一部改正

案説明　P2

　●金森徳次郎（館長）

当館の複写規則及び料金について

P2一一3

　0木島虎蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　ア
　●金森
業務経過報告』P3～5

　●金森’

角倉局長辞任の理由。巡回文庫1館内で

のレコードコンサート　P　5’一一　6’

　○天田

参内47（3L5．19）

現在当館が使っている赤坂離宮の今後の

扱いについて　P7

　0吉野法晴

　O瓜生順良（宮内庁次長）

衆論’4（31・5・30）

昭和30年度業務経過報告6国立国会図書

館図書複写規程の一部門正案説明。新潟

県立図書館にPBリポート閲覧室設置の

請願、舞鶴図書館にPBリポート増加配

布に関する請願説明　P1～3

　●金森徳次郎（館長）

　　　衆　議運57（31．5．30）

　　　図書館運営小委貝会審議経過報告

　　　P5－6

　　　　0園田直（小委員長）
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参議運継1（31．7．20）　　　　 れ。懸賞設計が基本設計の段階で変更さ

国立国会図書館組織規程の一部改正旧説　　れていること　P9～11
明．P8　　　　　　　　　　　　　　　　　　0天田、藤田、進、石井桂劒木亨弘

　●中根秀雄（副館長）　　　　　　　　　　●中根秀雄（副館長）、吉田辰夫（建築

本建築以外の付属工事による計画の遅れ　　　　部長）

P8
　0天田勝正　　　　　　　　　　　　　　衆　議運65（31．11．6）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立国会図書館緯織規程一部凹凹承認

参議三三2（31～7．25）　　　　　P7
本建築以外の付属工事による計画の遅　　　○椎熊三郎（議運委員長）

　　　　　　　　　第26回国会（31．12．20～31．5．19）

三図小1（32．1．21）　　　　　害説明P1、
昭和32年度国立国会図書館予算（査定経　　　●金森徳次郎（館長）

過）報告　P1

　●金森徳次郎（館長）

当館予算の折衝の経過　pi～2

　0荻野豊平、園田直く小委貝長）

図書館本館の嬉築費を増額すべし　P2

　0渡邊惣蔵

東南アジア関係資料整備、科学技術関係

資料整備について　P2～3
　0渡邊、石山権作、荻野、園由

　●金森

本館建築のための土地収用予算．P3

　0石山、渡邊

　●金罧

衆　議運2（32．1．’21）

図書館運営小委貝回報告　P2～3

　0園田直

羽衣の間使用の件（今月31日より当館職

員採用試験場として）　P3

　0椎熊三郎

衆心小2（32．1．29）

昭和32年度国立国会図書館予定経費要求

今回の予算折衝の経過。東南アジア関係

資料収集予算について　P1．

　○内田常雄

　●金森
本館建築費に関する当館と大蔵省との交

渉について　P1～2

　0小牧次生

　●金森

衆　議運3（32．1．29）

昭和32年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P5

　0荻野豊平

参議運3（32．1．29）

昭和32年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P4’

　○芥川治（参議院事務総長）

四強第1分科1（32．2．．・・）

昭和32年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2’

　●山下平一．（管理部長）
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衆図小3（32．2．19）

国立国会図書館新庁舎建設用地に関する

件説明　Pl

　●金森徳次郎（館長）．

建築費の一部を土地収用費に流用するこ

とにうい一；（　P2

　0栗原俊夫
・［

煖熕X

建設地買収のための具体的交渉についで

P2一一4

　0大野市郎、内田當臨渡邊惣蔵

　●金森

衆議運1　1．（32．2．20）

国立国会図書館新庁舎建設用地に関する’

件　P5

　0内田常雄

叢竹特12（32・3・7）　’♂r
日本科学技術情報センタ」と当館との関

係　P10

　0小平久雄
　●中原延平一（参考人・科学技術審議会，

　　情報部会長）

三二特15（32．3．14）’t．

当館の科学技館関係資料の収集状況、tt利

用状況。当館と科学技術情報セン汐一ど

の関係　P1～4

　0小平久雄
　●中根秀雄（副館長）、秋田大助（科学

　　技術政務次官）、三輪大作（科学技術

　　庁調査普及局長）

自然科学関係のレフナレンス業務に関す

．る両者の役割分担　P6～7

　0赤沢正道、中崎敏
　●中根

本法第24条の規定と当館等関係機関とあ

協力関係　P11N12

　0石野久雄

　●三輪

参’議運21（32．3．14）

．国立国会図書館組織規程の一部改正案説

明　P5

　●金森徳次郎（館長）’

当館磯程の国会拙の手脚・ういて

　P6

　　0藤田進
　　●金森　　　　　ノ

本館の建築状況について報告　P6

　●金森　．

自治労会館の敷地買収のため予算の費目

・をカ｝える・ことについて　P7～8

　0小酒井義男、藤田

　●金森
本館建設工事の落札のいきさつ　P8

　0柴谷要、小酒井、石原幹市郎

　●金森、吉田辰夫（建築部長）

今後の建設二面と予算の見通し、「読書春

秋」など当館で出している出版物につい’

て’P8～9』

　○石原

　●金森

衆　丁丁16（32．3．15）

当館’と科学技術情報センターとの関係

P1一一2

　0斉藤憲三

　●中根秀雄（副館長）、秋田大助（科学

　　技術政務次官）

衆’三二23（32．3．19）

国立国会図書館組織規程、、国立国会図書．

館法の規定に却行政部門暉力）れる三

部図書館及びその職員に関する法律の一
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部改正案説明　P1

　0内田常雄

参議運25（32．3．22）

国立国会図書館法の規定により行政各部

門に置ふれる支部図書館及びその職員に

関する法律の一部改正案説明　P2

　g中根秀雄・（副館長）

提案者の衆議運委員長が提案理由の説明

をしないこ1とについて　P2～3

　0藤田進、石原幹市郎

参予算第1分科1（32．3．29）

当館の本館移転後の赤坂離宮の扱い

P6一一一7

　0左藤義詮

　●宇佐華毅（宮内庁長官）

昭和32年度国立国会図書館予定経費要求

書説明．P16～17

　●山下平一（管理部長）

科学拉術関係資料収集に関する当館と日

本科学技術センターとの二重投資。本館

建設工事と自治労会館の土地買収予算に

ついて。古文書の複製について

P　17　一一　18

　0天田勝正

　●山下平一

専門調査員制度。当館の運営・業務の在

り方。図書館員養成の研修所設置の必要

性。資科の製本、補修のための予算の充

実P18；23～27

　0山田節男

　●山下、清水芳一（調査及び立法考査

　　局長）、中根秀誰（副館長）

訳について　P16

　σ山田節男

　●土屋昇（内閣総理大臣官房会計課長）

参商工18（32．4．2）

日本科学技術情報センターと当館との関

係　P8
　0ノ』、幡7台心当

　●三輪大作　｛

参高工20（32・4・16）

日本科学技術露頭セ7ター法案意見

Psry7

　●中根秀雄（副館長）

当館が収集した科学技術関係資料の産業

界、学界での利用状況　P8

　0大谷賛雄
　・●中根、加藤信八郎’（参考人・東京大

　　学工学部助教授）

科学国立図書館を作るべし。当館の科学

技術関係資料収集の問題点　’P8～9

　0阿具根登

　●中根、加藤

当館と科学技術庁の科技関係予算につい

て　　P9

　0大竹平八郎、．阿部竹松

　●中根、三輪大作（科学技術庁調査普

　　及局長〉

当館に科技情報を扱う能力がない　P10

　0相馬助治

　●加藤

当館の科技資料の整備が遅い　P11

　0古池信三

　●加藤

参予算第1分科2（32．3．30）　　　参商工21（32．4．i8）

憲法調査会での世界の憲法の収集活動と　　当館と科技情報センターとめ協力関係に

当館のレフアレン■による外国憲洗の翻　　ついて　P5～6

　　　　　　　　　　　　　　　　，一，61　一



　○阿部竹松

　●三輪大作（科学技術庁調査普及局長）

情報センターをなぜ当館の中に置かない

のか　　P7～8

　0阿具根登

　●秋田大助（科学技術三三次官）、三輪

参商工22（32．4．19）

情報センタリができることで当館の科技

関係予算はどうなる　P2～3

　0阿県根登
　●鳩山威一郎・（大蔵省主計局主計官）、

　　中根秀雄（副館長）、宇田耕一（国務

　　大臣）

支部図書館を含めた当館と情報センター

との協力関係・P3’

　○松沢兼人（委員長）、

　●三輪大作

収集する雑誌について当館と情報センタ

ーとの間の調整。当館で刊行している目

録等の収支　P9

　0阿具根登

　φ三輪、中根，

参議運33（32．4．24）

轟轄書鰻二尉無二
　　　　　　　　　　　　モ　●申根秀雄（副館長）　　　　・

衆「二三4（32　．’4．27）

国立国会図書館新庁舎蓮設用地に関する

件説明　P1
　●金森徳次郎（館長）一

本館の敷地全体の回収計画について．

P1～2
　0山中貞則（小委耳長）、福永二階

　●小森、中根

都市計画との関係　P2

　○福永

　●金森

建設予定地内の民有地について　P2～3

　ρ山中、福永
　●金森、中根、吉田辰夫（建築弓長）

』自治労会館等今後の問題の処理について’

P3

　0栗原俊夫㍉山中、渡邊惣蔵、福永

　●金森

国立国会図書館連絡調整委員会の報告

P3～4－　　　1一∵
　○山中．

　　　　　　　　　　　し参議運38（32．5．13）’　｝

業務経過報告　P’4～5’

　．●中根秀雄（副館長）

参議運39（32．5．14）

当館と科学技術情報センぞ一との関係
P2・一3、

　○藤田進＼

9金獅騨官長）

衆二二5（32．5．16）
　　　　　　ノ
倒立国会図書館新庁舎建設用地に関する

件説明　P1．

　●金森徳次郎（館長）

六番町のかえ地の価格の査定。建築費か

ら一部流用した後、来年度の予算措置。

未買収地のそばに高く積まれた土の処理

P1～3

　0山中貞則
　●金森、中置

業務経過報告　P3～4

　●金森

専門調査員、特に衆参の専門員だった人

の勤務状況　P4～5

　0山中、渡邊惣蔵
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　○金森

当館と本委員会との連絡が不十三である

こと＼P5

　0渡邊

‘衆議逮44（32．5．17）

図小委員長報告　P1

　0山中貞則

参議運継2（32．7．27）

国立国会図書館の他の図書館に対する奉

仕の実情等調査のため委員派遣承認要求

の件　P1

　0石原幹市郎、（委員長）

参，議運継3（32．9．10）

国立国会図書館法第26条め規定に基づ

き、金銭の寄贈を受ける件説明（インド・

太平洋地域の出版物の国際交換に関する

セ．ミナー開催についてユネスコ及びアジ

ア文化財団から金銭の寄贈を受ける）

P8

●金森徳次郎（館長）

衆図小6（32．9．12）

国立国会図書館法第26条の規定に基づ

き、金銭の寄贈を受けるについて承認を

温めるの件説明　P1

　●金森徳次郎（館長）

アジア文化財団の寄付金について

P1－2

　0池田禎治

　●金森

衆議運49（32．9．19）

羽衣の間使用の件（当館の「世界の書誌」

展示会、、アジア図書館協会の創立総会の

ため）　P1

　0保利茂（委員長）、

参議運継4（32。10．30），

派遣委員報告（国立国会図書館の他の図

書館に対する奉仕の実情調査）t－P6

　0小酒井義男

第27回国会（32．11．1～11．14）

衆二丁1（32．11．i1）

昭和33年度国立国会図書館予算概算要求

説明。業務経過報告　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

当館の科学三三関係資料整備計画につい

て　　P2

　0佐々木良作

　●金森　’

本館の書庫の空調、冷暖房設備について。

科学技術振興政策と当館との関係。当館

の人事政策、P2・一3

　0山中貞則

　●金森、中根秀雄（副館長）

衆　議運7（32．11．9）

国立国会図書館羽衣の間使用の件（職員

採用試験場として）

　○保利茂

Pl

衆’図小2（32．11．15）

当館の科学技術関係文献の整備拡充計画

に関する資料提出依頼の件　pi

　O山中貞則
科学技術関係資料収集における当館と日

本科学技術情報センターとの関係。科学

図書館の構想　P1～3

　0平野三郎、佐々木良作
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　9吉田萬次（科学技術政務次官）、三輪　　　●中根秀雄（副館長）

　　大作（科学技術庁調査普及局長）

当館で外国雑誌や図書を受け入れてから　　参　議六三1（32．12．19）

閲覧できるまでの時間。当館の総合目録　　派遣委員報告（国立国会図書館の他の図

の作成状況　P3～5　　　　　　　　　　書館に対する奉仕の実晴調査）　P7～9

　0佐々木良作　　　　　　　　　　　　　　○佐野広、．中野文門

　　　　　　　　　　第28回国会（32．12．20～33．4．25）

衆　議運3（33・1・23）　　　’　　　　　　　参　議運；17（33・3・13）

三品和33年度国立国会図書館予定経費要求　　職員O出向及び任用に関する件（参の丹

書説明　P6　　　　　、　　’噛　　　　　羽記録部長が当館の三三に転任すること

　●金森徳次郎く館長）　　　　　　　　　等）　P1．

当館の科学技術関係資料整備予算につい　　　●河野義克（参議院事務総長）’　鼠

て　P6～8

　○山中貞則、薗田庫、佐々木秀世1池

　　田禎治

　●一萬田尚登（大蔵大臣）

参回忌3（33．1．23）

昭和33年廉国立国会図書館予算三三・

P2’

　○安井謙（委員長）

衆　科特3（33．2．7）　　　　　，「

日本科学技術情報センターと当館との関

係　P5、

　○佐々木良作

　●正力松太郎（国務大臣）　’　．　・r

・衆　予算第1分科1（33・2．13）

昭和33年度国立国会図書館予定経費要求

旧説咀　P3

　●山下平一（管理部長）』

当館が移転した後の赤坂離宮の扱い

P　19

　0川崎秀二

　㊦宇佐美毅（宮内庁長官）

参　予算第1分科葦（33・3・20）　，

昭和33年度国立国会図書館予定経費要求

書説明，P7、　　　　　　’

　●山下平一一一・（管理部長）

本年度の当館予算が前年度より減額され

ている回申P7’

　〇一松定吉1，

　●山下

議員の当館め利用状況、レファレンスの

内容。国会図書館と国立図書館の分離
’P　7・一8

　0下条康麿「．

　●山下、’戸引達（調査立法考査局次長）

ゴ図書館長が予算審議に出てこないことに

ついて　P8，10　『　　　　・

　○中田吉雄

　●山下’

当館の国会サニビスのあり方について

pg一一lo

　O一松
　●山下、戸引

議員のための新刊図書あ内容紹介．Plo

　O下条
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●山下

三図小1（33．3．25）

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　Pl

　g金森徳次郎（館長）

常勤職貝10名の正規三三化について

Pl

　O栗原俊夫

　●金森

インド・太平洋地域の出版物国際交換及

び書誌に関するセ，ミナー報告　P1～2

　●金森

衆議運18（33．3．26）

小委員長報告（国立国会図書館職員定員

親程の一部改正案）　Pl

　Q山中貞則（二丁委員長）

参予算第1分科4（33．3．26）’

本館建設工事。本館移転後の赤坂離宮、

上野等の分館の扱い。一般閲覧者の利用

状況。職員構成の問題点（上級が多過ぎ

る）。1．30人の常勤職耳の三三超勤手当

について　P1～6．

　Q矢島三義

　●金森徳次郎（館長）、上林英男（大蔵

　　省主計局主計官）

本館建設工事。国会サービスのあり方。一

専門調査員を一定期間各政党に派遣して

仕事壷させてはどうか　P6～9

　0中田吉雄

　●金森

議員の当館利用促進対策。外国の立法下

等を紹介する刊行物について。調査立法

考査局の拡充。当館予算が前年度に比べ

減額されていること　P9～11

　0一松定吉
　●金森、上林　’

参議運21（33．3．27）

’国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　P4　　　．　　　　・

　●金森徳次郎（館長）

参　内、7（33．3．28）

当館があるのに科学技術庁に日本科学情

報センターを設置したことについて・

P4
　0藤田進（委貝長）

　●正力松太郎（科学技三三長官）

三内30（33．4．17）

特別職の職員の給与に関する法律等の一s

部改正案付帯決議案説明（当館の館長を

含め特別職の俸給に対する官職の格付け

が不均衡である）　P11～12

　0前田正男

　　　　　　　　　　　第29回国会（33．．6．10～7．8）．

参　議運8（33．6．27）　　　　　　　　　　　○松沢雄蔵（図小委員長）

業務経過報告　P1．　　　　　　　　　　本館建築計画及び現在の進捗状況を小委

　●金森徳次郎（館長）　　　　　　　　員会で検討すべし　P8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0佐々木良作、松決

衆議運13（33．7．2）

昭和32年度経過報告の審査報告　P8　　　衆、図小1（33．7．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　一65一



業務経過報告　P1～2

　●金森徳次郎（館長）

当館と地方議会との関係

　○飯塚定輔　　　　　1

　◎金森

当館の人事管理について

　○木下哲v下平正一

　②金森

P2，3

P2－3

中央町（赤坂離宮）の利用状況。支部図

書館について　P3

　0佐々木盛雄

　●金森

本館完成後の人員三等の計画　P4

　0松沢雄蔵

　o金森
議員のための利用案内　P4～5　』

　○松沢、飯塚、山本幸一

　●金森

当望事の舗についてP5

　0山本

　o金森

参議芋継1（33．7．9）

．当館の過去10年間の業務経過報告

P3一一6

　0山田節男

　●金森徳次郎（館長）

館の運営、人事の現状。館長が辞意を洩

らしたという噂：について　1）6～8

　0小酒井義男

　●金森

沈滞した館の活動の改善　P8～10

　0山田

参議骨継3（33．9．11）

国立国会図書館の運営に関する件報告（9

月10日の理事会での決定事項の報告）

P3
　0安井謙’（委員長）．．

参議運開4（33β．26）’

国立国会図書館あ運営に航する件報告（9

月19目．理事会での決定事項の報告）

P9

　0安井謙

　衆議運17（33．9．27）

L国立国会図書館羽衣の間使用承認の件

　（行政司法支部図書館創設十周年記念官

　庁刊行物展示会のため）　P3

　　0江崎真澄（委員長）

第30回国会く33．9．29～12．7）

早撃小1（33．10．2）

羽衣の間使用承認の件説明（行政司法支

部図書館創設十周年記念官庁刊行物展示

会のため）　Pl

　◎金森徳次郎（館長）

衆　議運4（33．10．3）・・

三脚委員長報告（羽衣の間使用の件）

Pl

○松沢雄蔵

衆図小2（33．10．3）

財甲法人春秋会嘗め不正問題について

P1一一9

　0山本幸一、松沢、下平正一、木下哲、・

　　飯塚定輔、三和精一l

S山下平一（上野図書館長）、枝吉勇（管

　　理部長）、村尾罫引（受入整理三編三
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課長）、大山寛（管理部経理課長）、

上里美須丸（支部図書館長）、・市川泰

次郎（国際業務部長）　　・

素図小3（33．10．21）r

財団法人春秋会等の不正問題について

P1－9
　0山本幸二、下平正一、佐々木盛雄、、

　　木下哲．

　●山下平一（上野図書館長）、枝吉勇（管

　　理部長）、大山寛（管理部経理課長）、

　　酒井悌’（管理部庶務課長）

参議運10（33．10．22）

国立国会図書館科学技術関係文献収集整

備について　P2

　0安井謙（委呑玉）

衆　図小4（33．10．29）

ICAOの職員に推薦された当館の職員が

採用取り消しになった事件について

P1－5

　0大西正道、山本幸一

　，e金森徳次郎（館長）、市川泰次郎（国

　　際業務部長）

財団法人春秋無比の不正問題について

（善後措置をとることを求める決議等）

P5ん8

　0下平正一、松沢雄蔵、佐々木盛雄、

　飯塚定輔
　●金森徳次郎（館長）、枝吉勇（管理部

　長）

衆議運11（33．10．30）

・三三三三長報告（春秋三等の不正問題と

その後の処置について）　P1～2

　0松沢雄蔵

春秋会問題の善後措置について　P2

　0木下哲、’栗原俊夫、下平正一、荒船

　　清十郎、山村新治郎

参議運12（33．10．31）

国立国会図書館の科学技術関係三三整備

に関する参考人の意見聴取の予定につい

て　　P1

　0安井謙（委員長）

参議運13（33．11．4）

国立国会図書館の運営に関する件（科学

拉術関係資料整備についての参考人意見

聴取の延期）　P2

　0安井謙

第31回国会（33．12．10～34．5．2）』

衆　議運2（33．12．18）

議会制度70年史編纂に関する件説明（編

纂委員会た館長が加わり、帝国議会史の

分は当館の専門調査員が執筆）　P3

　◎鈴木隆夫（衆議院事務総長）

参議運5（33．12．19）

議会制度70年史編纂に関する件説明（編

纂委員会に館長が加わり、帝国議会史の

分は当館の専門調査員が執筆）　P2

　●河野義克（参議院事務総長）

衆』図小1（33．12．23）

春秋会事件に対する議運の決議に基づく

善後処置についての報告　P1

　●枝吉勇（管理部長）

事件関係者の責任問題について　P1～2

　0下平正一、山本幸r
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　●枝吉

清水局長の海外出張。事件の善後措置

P2
　0松沢雄蔵　　　・

　●清水芳‘（調査立法考査局長）

職員の待遇雌1・つ呼P2－3

　0下平
　’●枝吉

衆図小2（34．1．23）

昭和34年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1

　．●枝吉勇（管理部長）

鞭脚鰍めの予算箪，

　○下平正一

　●枝吉
’科学技術関係資料整備について　P2

　0佐々木良作

　●枝吉　　　　　　　・．

衆議運5（34．1．23）1

小委員警告（昭和34年旧記国会図書

館予算）　P3「　　　　『、

　○松沢雄蔵

参議蓮8（34．1．23）

昭和34年度国立国会図書館予定経費要求

書説明ttP1

　0安井謙（三三長）

三内5（34．2．6）

当館移転後の赤坂離宮を東宮御所にした

らどうか　P15　　　　　　、

　○菊地義郎

　⑳宇佐美毅（宮内庁長官）

衆議運15（34．2．24）’

国立国会図書鋤運営に関する件（人事、

に関する件）　P1

　0江崎真澄（委正長）

一門㌔予算第1分科1（34．2．25）

昭和34年度国立国会図書館三図経費要求、

書説明　P9～10

　●金森徳次郎（館長）

参議運19（34．3．18）－

国立国会図書館副館長任命に関する件説

明（岡部史郎に決定）　P2

曜蟻克（参識三盛長）

参予算第1分科1（34．3．2，3）

当館移転後の赤坂離宮について　P7

　、○山田節男

　●瓜生順良（宮内庁次長）一

昭和34年度三惑国会図書館予定経費要求

書説明　P　9’一一　IO

　　　　パ　ド　●枝吉勇～（管理部長）

当館の第1期工事について　P13

　0高田なお子

　●枝吉

本館工事が列国議会同盟会議開催に間に

合うかどうか）P13

　・Q山田

　●枝吉
今鞭み科轍糊係三三鞭、図書

購入葺等について　P16～17

　0石坂豊一
　●枝吉勇（管理部長）

衆図小4（34．3．24）

国立国会図書館組織規程÷部改正案説明

pi
　●枝吉勇（普理部長）

歳任挨拶Pl
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●商部史郎（副館長）

衆　議運25（34　．・　3．24）．

三三委員長報告（副館長任命、国立国会

図書館組織規程の一部改正案）　P1～2

　0三和精一

衆　議運26（34．3．25）

新副館長による館内粛正の期待。金森館

長に辞表の提出を求めること　’P1

　0池田禎治
　●鈴木隆夫く衆議院事務総：長）

参　議運20（34．3．26）

国会油壷法等の一部改正案説明（主事、

調査主事といった身分の廃止等）　P2

　●河野義克（参議院事務総長）

国会職員の人事交流の活性化（立法考査

局と委員会調査室など）　P6

　0小林孝平

国立国会図書館組織規程の一部改正案説

明　P6
　●岡部史郎（副館長）

春秋会事件後の人事等の善後措置　P7

　0阿部竹松、小林孝平

　●岡部

衆鼻塞5（34．3．31＞

春秋品等の不正事件の善後措置について

の経過報告　P1～2
　●岡部史郎（副館長）

金森館景め進退について　P2～3

　0下平正一、長谷川峻、佐々木盛雄、

　　松沢雄蔵（小委員長）

　●岡部

人事刷新の具体的三三について　P3～4

　0長谷川、佐々木、下平

　●岡部

参．予算19（34．3．31）

金森館長の名に、よる「地裁判決をこう見

る」（34．3．31毎日新聞）という記事につ

いて．P7～8，10

　0矢島三義

　●金森徳次郎（館長）

参議運22（34．3．31）

金森館長の名による「地裁判決をこう見

る」（34．3．31毎日新聞）という記事につ

いて’P2～5
　0小林孝平、光村甚助、藤田藤太郎、

　　阿部竹松

　●金森徳次郎（館長）

参、議運26（34．4．30）

国立国会図書館長の辞任に関する件説明

’Pl

　●河野義克（参議院事務総長）

衆議運34（34．5．2）’

金森国立国会図書館長辞職願いの件
，，　P2

　0江崎真澄（委員長）

三図小6（34．5．2）

金森館長の辞職願の扱いについて　P1

　0松沢雄蔵（小委員長）

参議院議運理事会から出された館長の任

期制、定年制案の取扱い　P1

　0三和精一、幽長谷川峻、下平正r

当館の機構改正及び人事刷新についての

報告　P1～2

　●岡部史郎・（副館長）

鉢叩の機構改革案について　p2～3

　0三和、下平、長谷川

　●岡部
幽事件関係者の処分を含めた人事刷新の構

．一@69　一



想　P3　　　　　　　　　　、　　　　　　●岡部　　　　　　　　　　／

　○下平、長谷川　　　　　　　　　　　　職員に全学連的な者が入らぬように

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　P4

常勤職員の定員化と職員の待遇改善　　　　　○長谷川

P3～4　　　　　　　　　　　　　　　　館長不在のもとでの人事刷新　P4

　0下平　　　　　　　　　　　　　　　　．○下平、長谷川

　　　　　　　　　　　第32回国会（34．6．22～7．3＞

参議運1（34．6．23）　　　　　衆議運8（34．7．20）

故旧国立国会図書館長金森徳次郎君に対　　小委員長報告（国立国会図書館職員定員

する弔詞贈呈に関する旧記明　P1　　　　規程の一部改正案）　P1

　●河野義克’（参議院事務総長）　　　　　　○長谷川峻

衆　図小2（34．7．20）　　　　　　　’．　衆　科特5（34．9．11）

国立国会図書館職員定員規程一一部改正案　　科学技術関係資料収集整備について（当

説明　P1　　　　　　　　　　　　　　館の収集について本委員会から議運に申

●岡部史郎（副館長）　　　些入れ）P1
当館の定貝、給与、諸手当の改善　Plt一　〇村瀬二親（委員長）
　○下平正一、　　　　　♪　　　冠

　●岡部　　　　　 ∫、t@tt、参議蓮継1（34．10　．・　25）・

専門調査員の定員について　P1・　　　　派遣委員報告（当館あ他の図書館に対す

　○長谷川峻　　　　一、　　　　　　　　一る奉仕め実1青等の調査）　P7，9

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　，○高橋進太郎（委員長）

　　　　∴　　　　　t－第33回国会（34．10．26～1227）

下図小1（34．11．6）　　　　　てP2
図書館人事の刷新についての説明　P1、　　○栗原俊夫’

　●岡部史郎（副館長）一　　　　　　　　　　●岡部

専門調査貝のあり方　P1　　　　　　　　昭和35年度予算概算要求説明　’P2

　0池田禎治　　　　　　　　　　　　　　●岡部

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　科学技術関係資料を当館が統一的に集め．

60歳以上の職員の処遇。春秋会事件当時　　るという科特委の決議文について　P3

の管理職の措置　P1　　　・　　，　　　　　○池田

　○松沢雄蔵　　　　　　　　　　　　　　　　●岡田

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　『科学技館関係資料を当館が集中的に集や

人事刷新三春三会事件の善後措置につい・　る利点　P3

　　　　　　　　　　　　　　　　L70一



x

　○長谷川峻’　　．　　　　　　　　　　O岡部

　●岡部

定貝増の予算措置　P3　　　　　　　　　衆　議運5（34．11．10）

　○松沢　　　　　　　　　　　　　　　　羽衣の間使用承認願の件（全国公共図書

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　館長会議に使用）　P3

図勧騨・三山文化科学騨官の返　嚇隆夫（衆議院事増長）
還等報告　P3

　　　　　　　　　　第34回国会（34．12．29～35．7．15）

衆図小1（35．1．28）　　　　　員の待遇P15～17
昭和35年度国立国会図書館予定経費要物　　　○矢島三義
書説明。支部上野図書館の都移管の定め　　　⑫河野義克（参議院事務総長）、岡部吏

た館法22条の扱いについての当館事務局　　　　郎（副館長）

案説明　P1～2

　●岡部史郎（副館長）

機構改革を進め、移転後の新体制に対応

すべし’。空席の館長を旧く決めろ　P2

　0下平：醇r

衆議運2（35．1．29）

小委員長報告（昭和35年度国立国会図書

館予算について）　P3

　0長谷川峻

参議運2（35．1．30）

、昭和35年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●河野義克（参議院事務総長）

衆予算第1分科1（35．2．24）

昭和35年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

●岡部三郎（弓長）

参内7（35．3：1）・．』1

当館の予算編成、定員、館長あ欠員につ

いて。館長選任のあり方。当館の常勤職

参　予算第1分科1（35．3．23）

昭和35年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P12

　●岡部史郎（副館長）

春秋会事件のぞ⑱後。科学技術情報セン

ターと当館との関係　P14～15　　、’s

　O大竹平八郎

　●岡部
国会レファレンスの質的低下と最近の立

法考査費　P15～16

　0加瀬完

　o岡部

　　　　　　　　　　　　　　　　　，y
三図小2（35：4．5）

春泥会事件後の人事刷新が三三委員会の

』決議に沿って行われていないこと．につい

て　　P1～3

　0池田禎治、下平正一、長谷川峻、佐々．

　　木盛雄

　●岡部史郎（副館長）

一71L



第35回国会（35．7．18～7．22）

衆　卑小1（35．7．21）

就任挨拶’p1』

　●原田三千夫（総務部長）、戸四達（閲

　　覧部長）

人事刷新状況報告　P「1

春秋会事件の善後措置（関係者の処置等）

P1一一5

　0佐々木盛雄、池田禎治、長谷川峻、

　　菅原喜六、八木昇

　●岡部

国立国会図書館第26条の規定に基づき金

銭の寄贈を受けるにつき承認を求めるの

件、国立国会図書館職員定員規程の一部

改正案、同組織規程制定につき事後承認

を求めるの件、同組織規程の一部改正案、

国立国会図書館法の規定により行政各部

門に置かれる支部図書館及びその職員に’

関する法律の一部改正案説明　P5～8、　一．
　　　　　　　　　　　　　．一“　r
　●岡部

衆　議運2（35．7．22）

小委員長報告（国立国会図書館第26条の

規定に基づき金銭の寄贈を・受けるにつき

承認を求めるの件等）　P2～5

　0長谷川峻
．長期にわたって欠員になっている館長の

早期任命　P5

　0砂原格・

参議運2（35．7．22）「ttt

国立国会図書館第26条の規定に基づき金

銭の寄贈を受けるにつき承認を求めるの

件、国立国会図書館職員定員規程の一部

改正案、同組織規程制定につき事後承認

を求めるの件1同組織規程の一部改正案

説明　P2～3

　e岡部史郎（副館長）

国立国会図書館法あ規定により行政各部

門に置かれる支部図書館及びその職員に

関する法律の一部改正案説明　P5

　●河野義克（参議院事務総長）・

衆科特5（35．9．1）・

科学技術文献資料収集整備に関する件

Pl　一

　〇稲葉修（委員長）

第37回国会（35．12．5～12．22）

衆議運2（35．12．12）

昭和35年度国立国会図書館補正予算説明

Pl

　O小平久雄

衆図小1（35．12113）

業務経過報告。昭和36年度国立国会図書

館予算概算要求説明　P1～3
　●岡部史郎（副館長）

上野図書館に残置される図書　P4

　0飯塚定輔

　●岡部

新規の定員増と常勤職員の定員化

P4一一5

・臓有騨恥阪珠太鼠大野
’　市郎．

　●岡部

敦燈文書の購入について。．資料を移転し
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た後の上野図書館の運営。上瞬図書館に　　参　議運4　．（35．12．15）

関する都との話し合い　P5～6　　　　　業務経過報告　P3～4

　0大野市郎　　　　　　　　　　　　　　　●岡部史郎（副館長）

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　「議会制度七十年史」編纂事業での当館二

階法22条について　P6　　　　　　　　当部分。一般サービスの充実　P4～5

　0飯塚、有馬　　　　　　　　　　　　　　○阿部竹松

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　　●岡部

当館移転後の赤坂離宮について　P6
　0大野　　　　　　　　　　　　　　　　衆　議運5＜35．12．20）

雛文書の価格についてP6．　晶晶報告麟経過報告）P．3「
　○阪上　　　　　　　　　　　　　　　　　g鈴木正吾

　●岡部

国民全体めための図書館であるという　　衆　議蓮7（35．12．22）

PRのための費用　P6　　　　　　　　　国立国会図書館職員定員三三t部改正案

　○大野　　　　　　　　　　　　　　　幽三明　P2

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　　○鈴木正吾（小三三長）

一般利用者へのサービスについて　P6

　0飯塚　　　　　　　 参議運7（35．12．22）、

　●岡部I　　　　　I　　　　　　　　　国立国会図書館魚貝定員規程一部改正案

当館予算の充実と館長の早期任命　　　　　説明　Pl

P6～7　　　　　　　　　　　　　　　　　　●岡部史郎（副館長）

　○下平㌧

　●岡部

　　　　　　　　　　第38回国会く35．12・26～36・6・8）

衆　図小1（35．12．25）　　　　　　　　　堂周辺の道路整備等の関係で改築する衆

昭和36年度国立国会図書館予算要求説明　　議院常任委員会庁舎の事務室を収容する

P1～2　　　　　　　　　　　　　　　　ことについて　P2～3

　●岡部史郎て副館長）　　　　　　　　　　○大野

議員閲覧室用の図書費についで　P2　　　　●岡部

・大野市郎　1

　●岡部　　　　　　　 衆議運2（36．1．25）

議会開設7・年記二会政治展示会に関す小混晶報告（昭和36年躍設楽図書

る件説明　P2　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　館先議　P5

　●岡部　　　　　　　　　　　　　　　　　○鈴木正吾
展示会の目録、パンフレット類”）準備や層

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ招待客、マスコミペのPRについて。議事　　参　議運2（36．1．28）

　　　　　　　　　　　　　　　　　一73一



昭和36年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●河野義克（参議院事務総長）

衆議運3（36．1．31）

空席である館長の早期任命について

Pl

　O佐々木良作

衆　予算第1分科1（36．2．25）・

昭和36年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●岡部史郎（副館長）

衆予算等1分科4（36．3．1）

当館、科学技術情報センター、特許庁な

どにおける科技資料”）整理・利用のあり

方　P16～18
　0岡良一馳

　●池田正之輔（国務大臣）、久田太郎（科’

　　学技術庁計画局長），’　　　へ　〆

　　　　　　　　　　　　し　　　　　ダ
衆三門2（36．3．24）’，：’、

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　Pl　　　　　i　“t

　●岡部史郎（副館長）

新規の職員と常勤職員で今回定員に繰り

入れられた人たちとの待遇格差の是正

P1

　0有馬輝武　　　　　㍉

衆参に比べ初任給の格付けが低く、賄雑

費が支給されていないこと　P2～4

　0下平正一、有馬、

　●岡部

破損本の修理などの費用について、P4

　0大野市郎

　●岡部

参予算第1分科3（36．3．29）

昭和36年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P14

　●岡部史郎（副館長）

当館にこれまで賄雑費が支給されなかっ

た経緯：。当館職員と衆参との待遇格差

p　20　一一　22

　0高田なほ子

　●岡部

国会会議録索引の刊行計画　P24～25

　0村山道雄

　●岡部　　　・，

本館建設工事。春秋会事件のその後と当

館の外郭団体について　P25

　0小酒井義男

・e三二

参議運20（36．3．29）

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　P2「

　●岡部史郎．（副館長）

職員に対する賄雑費支給に関する件説明

P2
　●河野義克（参議院事務総長）

丁丁小3（36．3．29）

国立国会図書館に賄雑費支給の件　P1

　0鈴木正吾

衆　議運19（36．3．30）

小委員長報告（国立国会図書館職員定員

規程あ一三改正二二雑費支給の件）

P2
　0鈴木軍吾、

衆　議運21（36．4。4）

国立国会図書館長任命（鈴木隆夫に．垣

Pl
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○佐々木秀世、下平正一、井堀繁雄

衆議運22（36．4．5）

国立国会図書館長の任命承認の件’P1

　0小平久雄

参議運22（36．4一．　5）

国立国会図書館長任命に関する件報告

Pl
　●河野義克（参議院事務総長）

参内16（36．4．6）

当館移転後の赤坂離宮の扱い’・P　26～27

　0吉田法晴

　●瓜生順良（宮内庁次長）

参議運23（36．4．6）

就任挨拶　P1
　●鈴木隆夫（館長）

衆議運23（36．4．7）

就任挨拶　P1

　●鈴木隆夫（館長）

参議運26（36．5．11）tt

国立国会図書館の新庁舎への移転に関す

る件説明　P1
　●鈴木隆夫（館長）’

衆議運40（36．5．25）

国会周辺施設計画に関する件説明（当館

増築予定地を含む）　P1
　●山崎高（衆議院事務総長）．

参議運33（36．6．2）

国会周辺施設計画に関する件説明　P1

　●河野義克（参議院事務総長）

第40回国会（36．12．9～37．5．7）

三図小1（36．12．19）

国立国会図書館連絡調整委員会勧告説明

（調査局の立法調査機能の充実、政府刊

行物の納入促進、支部図書館の充実強化）

Pl
　O鈴木隆夫（館長）

政府刊行物の納入状況について　P1

　0宇野宗佑、阪上安太郎

　●鈴木

小委員会決議案（連絡調整委員会勧告に

ついて）　P1～2

　0鈴木正吾（小委員長）

国立国会図書館法第26条の規定に基づき

金銭の寄贈を受けるについて承認を求め

るの件説明（当館の英文版雑誌記事索引

のためアメリカ科学財団より寄贈）

p2

　●鈴木

衆　議運3ぐ36．12．22）

小委員長報告（連絡調整委員会勧告等）

P4一一5

　0鈴木正吾

参議運4（36．12．22）

国立国会図書館連絡調整委員会勧告説

明。国立国会図書館法第26条の規定に基

づき金銭の寄贈を受けるについて承認を

求めるの件説萌　P1～2

　●鈴木隆夫（館長）

三図小2（37．1．17）
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町回37年産国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1’

　●鈴木隆夫（館長）

衆議運4（37．1．17），

小委員長報告（昭和37年度国立国会図書

館予算），P3～4

　0鈴木軍門

参　議運5（37．1．17）

昭和37年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1一．2

　●河野義克（参議院事務総長）

衆　子算学1分科1（37．2．19）

昭和37年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●原田三千夫（総務部長）

参議運16（37．3．22＞・

常任委員会調査室の人事の刷新に関する

一要綱説明（調査室は珠制局、、当館などと

積極的に人事交流につとめ、’そのための

人事交流協議会を設けやことなど）

P1一一2

　●河野義克（参議院事務総長）・

衆図小3（37．3．29）．

国立国会図書館職員に賄雑費支給の件’

Pl
　b鈴木正吾

衆議運27（37．3．29）

小三門長報告（当館職員に対する三三費

支給の件）　．P6

　0鈴木正吾

衆　予算第1分科4（37．2．22）

書庫出納人員について。国会手当、超勤

手当、賄雑費における衆参との格差。当

館職員の初任給格付けについて。当館の

、調査旅費の増額たついて　P9～10

　0横路節雄
　●原田三千夫（総務部長）

資料の出入に時間がかかる。当館の人員

増、夜間開館について。給与面での衆参

との格差　P28～31

　0野原覚
　●戸引回（閲覧部長）、「原田、赤羽桂（大

　　蔵省主計局主計官）

参　予算第1分科3（37．3．29）

昭和37年度国立国会図書館予寒経費琴求

書説明　P8
’㌔ 怏ｪ部史郎（副館長）．

科技関係職員の増員について　P9～10

　0一松定吉

　●岡部

夜間開館の実施について’ CP14～15

　0藤田進

　●岡部

夜間開館の準備。給与・手当等における

衆参との格差　P15～16

　0高田なほ子

　●岡部

参議運18（37．3．31）

職員に対する賄雑費の支給に点する件説

明　P2
　●河野義克（参議院事務総長）

衆　図工4（37．5．7）

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明。業務経過報告』P1～2

　●岡部史郎（副館長）

業務改善調査会について　P2・
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　o下平正一1
　●岡部

国内外あ図書館どの協力のための懇談会

P2　’

　○飯塚定輔

　●岡部

最近の当館であ図書の盗難事件について

P2－3

　0下平、飯塚、鈴木正吾

　●岡部、原田三千夫（総務部長）

調査局の機構改革（専門調査員を各課の

上の調査室に配置した）　P3

　0井堀繁雄

　●岡部　　　　　　　　　　、

各課にまたがるテーマについて総：合的に

対応する態勢について　P3

　0井堀、餌塀

　⑫岡部

夜間閲覧、蔵書三三のため1三月の閲覧停

止。アメリカ科学財団の寄付　P3～4

　●岡部

1か月の閲覧停止による曝書について

P4

　0飯塚

参議運23（37．5．7）

国立国会図書館職員定員規程の二部改正

案説明。業務経過報告　P2～3

　●岡部史郎（副館長）

衆議運42（37．5．8）

小三三長報告　P1

　0鈴木正吾

　　　　　　　　　　　　第41回国会（37．8．4～9．2）

参議運7（37．9．2）　　　・　　P1
図書館運営小委員会設置に関する件　　　　　○小沢久太郎（委員長）

第42回国会（37．12．8～i2．23）幽

参議運1（37．12．8＞

国立菌会図書館法第26条の規定に基づき

金銭の寄贈を受けるの件説明’（アメリカ

科学財団の寄付）’　P3

　●岡部史郎（副館長）

三図小1（37．12．10）

昭和38年度国立国会図書館予算概算要求

説明。国立国会図書館法第26条の規定に

基づき金銭の寄贈を受けるの件説明．

Pl
　Q鈴木隣夫（館長）　　　　　　・

EEC関係の調査等に必要な経費に？い

で　　P1～2

　0有馬輝武

　●鈴木

職員の待遇改善に関する経費　P2

　0阪上安太郎
’－

怏ｪ部

衆議運2（37．12．11）

小委員長報告（アメリカ科学財団の寄付）

Pl
　O鈴木：¢吾
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第43回国会（37．12．24～38．7．6）

参議運2（38．1．21）、

昭和38年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●河野義克（参議院事務総長）

衆議運3（38．1．23）

小委員長報告（昭和38年度予算について）

Pl

　O鈴木正吾

衆図工1（3S・1　1．23）

昭和38年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1

　●岡部史郎（副館長）

支部図書館の予算について　P2

　0小平久雄、前田栄之助

　●岡部

科学技術資料整備3か年計画について

P2

　0前田

　●岡部　　　　＼

図書館建築第2期工事の予算措置　P2

　0小平

　③岡部

閲覧者の大部分が受験生という状況

P2一一3

　0前田、鈴木正吾（小委員長）

　●岡部

図書館建築委員会を通じそ第2期工事の

早期着工について　P3，

　○小平、鈴木

　●岡部

衆　予算第1分科1（38．2．16）

昭和38年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2
　●岡部史郎（副館長）

衆　予算第1分科2（38．2．18）

書庫出納人員の増員、・夜間三三とそのた

めの超勤手当等について。給与・手当に

おける衆参との格差について。当館の勧』

奨退職年令　P7～11，13

　0野原覚
　●岡部二郎（副館長）

衆　丁丁2（38．3．15）

国立国会図書館組織規程案説明。同職員

定員規程の一回忌年三説明　P1
　●岡部史郎、（副館長）

衆議運14（38．3．15）

小委員長報告　Pl

　O鈴木正吾

参議運15（38．3．25）

国立国会図書館組織規程案説明　P1

　●岡部史郎（副館長）　　　　’

この組織規程案について　P1

　0米二二

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　P1

　●岡部・

1参　予算第1分科2（38r3．26）

昭和38年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2

　●鈴木隆夫（館長）・

第1回図書館研究集会における三景回視
、発言。書庫出納職員の労働条件。衆参と
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の人事交流ど待遇格差について。夜間閲

覧について　P2～4，11～13　　　、

　○阿部竹松

　●鈴木、岡部史郎（副館長）、宮坂完孝

　　（参議院事務次長）

参予算17（38．3．27）

主査の難『（予算荊分科会での当館子

算の審査経過等）　P1～2

　0千葉信

参議運17（38．3．28）

三三に対する賄雑費の支給に関する件説

明　P1
　●河野義克（参議院事務総長）

衆　議運17（38．3．29）

国立国会図書館職貝に賄雑費支給の件報

告　P1
　0小平久雄（庶務小委員長）

当館への賄雑費支給について　P2

　0安宅常彦、佐々木秀世、小平久雄

　●藤野重信（衆議院庶務部長）

第45回国会（38．12．4～12．18）

衆高小1（38．12．16）

国会職員法の一部改正案説明（専門調査

員を衆参専門員と同じ特別職とする）

Pl
　②鈴木隆夫（館長）

専門調査員と専門誌の待遇の差。人事交

流の際の初任給格付けの問題。三三の勤

．務態度の問題　P1～4「

　○下平正一、鯨：岡兵輔、佐々木良作

　●鈴木、岡部史郎（副館長）

昭和39年度国立国会図書館予算概算要求

主要事項説明　P4～5

　●鈴木　．t

受験期な．ど利用者が多い時期に入館が困

難iになることについて　P5～6

　0小平、前田栄之助

　●岡部、．鈴木

上野図書館の修復費用と今後の取扱い

P6

　0小平
　⑭鈴木、岡部

国立国会図書館法第26条の規定に基づき

’金銭②寄贈を受けるについて承認を求め．

るの件説明（アメリカ科学財団の寄付）

P6一一7

　●鈴木

衆議運6（38．12．18）

小委員長報告　P3

　0坪川信三

専門調査員を特別職にすることについて

P3

　0林百郎、下平正一

参議運5（38．12．18）　　’

国会職員法の一部改正案1国会職員の給

与等に関する規程案説明　P2

　⑤河野義克（参議院事務総：長）

国立国会図書館法第26条の規定に基づき

金銭の寄贈を受けるについて承認を求め

るの件説明　P2

　●鈴木隆夫（館長）
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第46回国会（38．i2．20～39．6．26）

参　議運2（39．1．20）　　　－

昭和39年度国立国会図書館予定経費要求

　　　　　　し書説明　P1～2

0河野義克（参議院事務総長）

右図小1（39　．．　．1．21）

昭和39年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1

　●鈴木隆夫（館長）

衆参の職員と当館職貝との待遇格差

P1一一2

　0茜ケ久保重光

　●鈴木

上野図書館に寄託される近代文学図書館

の資料　P2

　0武内黎一　　　　　　　　・

　●鈴木

衆　議運4（39．1．24）

小委員長報告（昭和39年度当館予算につ

いて）P6、ごゴ　・，
　○坪川信三
　　　　　　　　）．．t

衆．予二丁1分科1（39．2．17）

昭和39年度国立国会図書館予定経費要求

書説明』P2

　●岡部史郎（副館長）

当館の業務の改善・向上。新聞奪料の保

存と利用。雑誌製本の滞貨。当館の複写

業務と著作権。専門図書館協議会等への

館外貸出による複写と著作権。当館の複

写料金。当館の目録に使用するローマ字

を訓令式からヘボン式に変えること層

P　19　t一　24

○野原覚

●岡部

衆　予算第1分科7（39．2．25）、

監視の職員の行（2）から行（1）への移行につ

いて。当館と衆参職員との待遇格差

P　33　一一　34

　0茜ケ久保重光

　●岡部史郎（副館長）

衆　科特8（39．3．11）

これまでの科学技術情報センターと当館

との一協力関係　P4

　0田中武夫

　●三輪大作（参考入・日本科学技術情

　　報センター常務理事）、関道雄（内閣

　　法制局参事官）、丹羽保次郎（参考

　　人・日本科学技術情報センター理事

　　長）

参科特4（39．3．25）

情報センターと当館等との協力関係

P3

　0小林武
・●三輪大作（参考人・日本科学技術情

　　報センター常務理事）

参予算第1分科2（39．3．26）

昭和39年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2
　●岡部史郎（副館長），

当館の超勤手当について　P10

　0山本伊三郎

　●周部
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参議運13（39．3．26）

国立国会図書館職員定員規程一部改正案

説明　P1
　●鈴木隆夫．（館長）

衆二二2（39．3．27）

国立国会図書館職員定員規程の一部改正

案説明　P1

　●鈴木隆夫（館長）

衆参と当館とで賄雑費の支給額に差があ
’ること　P　’1

　0茜ケ久保重光
　o鈴木、二部史郎（副館長）

賄雑費等の支給について館内の国会関係

業務と一般サービス担当者との区別

P1一一2

　0前田栄之助、’安藤覚

　●鈴木

衆　議運17（39．3．27）

小委員長報告（職員定員規程の』部改正．

案、賄雑費支給の件）・P2

　0坪川信三　　、

参科特5（39．3．27）

日本科学技術情報センター法の一部改正

案意見　P4～5’
　●鈴木隆夫（参考入・館長）

当館と情報センターとの業務の調整。’科

技資料を原子力産業会議等の加盟団体に

館外貸出していることと複写業者の問

題。アメリ．h科学財団の三三に対する寄

付打切り後の措置。文部省からの著作権

侵害に関する問い合わせ　P5～8

　0小林武’

　o鈴木隆夫（参考人・館長）

当館と情報センターとの協力関係。情報

センターから見た当館の科技資料収集活

動。双方の業務の重複と国内文献の抄録。

、情報センター’ﾌ新築されるビルと当館と

g）E巨離l　P10～12

　0松沢兼人
　●三輪大作（参考人　日本科学技術情

　　報センター常務理事）

参議運14（39．3．30）

職員に対し賄雑費支給に関する件説明

P2’

　●河野義克（参議院事務総長）、

三門特6（39．5．8）

当館と情報センターとの協力関係　P2

　0浅井亨
　●木工文吉（科学技術庁振興局長）、三

一　　輪大作（参考人・日本科学技術情報

　　センター常務理事）

第48回国会（39．12．21～40．6．1）

衆二二1（40．1．20）

昭和40年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P1

　●鈴木二夫（館長）

当館の人員増、予算項目のうちの賠償償

還及び払戻金、保証金について・Pゴ

　○武内黎一

　●鈴木　．　　　1

「雑誌記事索引「・自然科学編」英語版の

製作打切りについて　P2

　d柳田秀一

　●鈴木

目録のローマ字問題について　P2

　0茜ケ久保重光、柳田秀一
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　⑱鈴木

本館の第2期工事の状況と一般国民の利

用状況。夜間閲覧について　P3

　進藤一馬

1●鈴木、’ ｪ部史郎（副館長）　　　1

参議運2（40・1・21）．．

昭和40年度国立国会図書館予定経費要求

書説明　P2　．・

　●河野義克（参議院事務総長）

衆議運4（40．1．22）

小委員長報告（昭和40年度当館予算）

P2一一3

　0細田吉蔵

衆予算第1分科1（40．2．22）

昭和40年度国立国会図書館予定経費要求

書説明’P2

　㊤岡部史郎（副館長）

当館の議員、閣僚の利用率及び一般の利

，用状況。今後の当館の方向について’

P11～12　　　　　　．　　　　　　　　　・

　○川崎秀二．、

　②岡部　　・

当館の一般参考課長の公金使い込み事

件。アメリカ科学財団からの寄付金の使
　　ド　　　　　　　　　　　　　め　

途。上野の乙部図書などの未整理図書の

処理6当館の監視が行（2）であることにつ

いそ。夜間定時制高校卒業職員の行（1）切

り替えについて　P12～18，20

　0野原覚
　e岡部、久保田義麿（衆議院事務総長）

三図小2（40．2．25）

一般季考課長の公金使い込み事件

Pl・一3

　茜ケ久保重光、細田吉蔵

◎鈴木隆夫（館長）、岡部史郎（副館長）

衆，予算第1分科5（40・2・26）

図書の滞貨への対策と予算措置。お茶の

水文庫及びミシガン大学から寄贈された

雑誌資料の扱いについて。上野乙部資料。

当館の労使関係　P8～10

　0野原覚

　●岡部史郎（副館長）

参’予算第1分科2（40．3．27）

昭和40年度国立国会図書館予定経費要求’

書説明　P2
　●岡蔀史郎（副館長）

未整理図書の対策。洋書の印刷カード及

び新収洋書総合目録の遅れについて。ユ

ニオンカタログの作成を通じての図書館

間協力。全日本出版物総目録のタイムラ

グと収録範囲。全日本出版物総目録と年

刊蔵書目録の統合計画　P7～12

　0鈴木強

　●岡部史郎（副館長）

衆図小3（40．3．29）

賄雑費支給の件　P1

　0細田吉蔵

当館の賄雑費が衆参より安いのはなぜか

Pl

　o中嶋英夫

　㊤岡部史郎（副館長）

参議運12（40．3．29）「

国会職員に対する賄雑費の支給に関する

件説明　P1

　●珂野義克（参議院事務総長）

衆議運26（40．3．30）・

小委員長報告（当館職員への賄雑費支給
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の件）　P2

　0細田吉蔵

当館の賄雑費が衆参に比べ安いことにつ

いて　　P2～3

　0中嶋英夫、細田吉蔵、安宅常彦、小

　　平久雄

参議運19（40・．4．21）

国立国会図書館長の辞任及び任命の件

（鈴木隆夫から河野義克へ）　P1

　●宮坂三孝（参議院事務総長）

衆議運37（40．4．22）

国立国会図書館長の辞任及び任命の件

Pl

○坪川信三

衆議運38（40．4．27）

館長辞任挨拶　P1
‘●鈴木隆夫

館長就任挨拶　PL
　●河野義克

参議運20（40．4．27）

国立国会図書館長就任挨拶　P1

　●河野義克

（わたなべ・ゆきひで

三局海外事情課）

調査及び立法考

r

／
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