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昭和 15年貴族院議会資料（箱番号 902） 

 

3-1 

〔標題〕商工組合中央金庫法中改正法律案 

〔点数・形状〕1冊 5p. 

〔備考〕3-1から 3-43 まですべて紐でひとつにくくられていた 

 

3-2 

〔標題〕金華山軌道株式會社及朝倉軌道株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ為公 

債發行ニ關スル法律案 

〔点数・形状〕1冊 3p. 

〔備考〕 

 

3-3 

〔標題〕裁判所構成法中改正法律案 

〔点数・形状〕1冊 3p. 

〔備考〕 

 

3-4 

〔標題〕樺太地方鐵道補助法中改正法律案 

〔点数・形状〕1冊 3p. 

〔備考〕 

 

3-5 

〔標題〕輸出毛織物取締法案 

〔年代〕政第九號 昭和十五年三月一日配付 

〔提出者〕委員長 公爵 島津忠重 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕 

 

3-6 

〔標題〕商業組合法中改正法律案 

〔点数・形状〕１冊 11p. 

〔備考〕 

 



2 

 

3-7 

〔標題〕神宮關係特別都市計畫法案 

〔年代〕昭和十五年三月四日 

〔提出者〕内閣総理大臣 米内光政 内務大臣 伯爵 兒玉秀雄 

〔点数・形状〕１冊 5p. 

〔備考〕 

 

3-8 

〔標題〕獸醫師法等ノ臨時特例ニ關スル法律案 

〔年代〕政第十號 昭和十五年三月四日配付 

〔提出者〕委員長 子爵 保科正昭 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕 

 

3-9 

〔標題〕貴族院議員當選無效ノ訴ニ對スル議決報告書 

〔年代〕昭和十五年二月二十五日 

〔提出者〕資格審査委員長 織田萬 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１冊 11p. 

〔備考〕ステープラー除去 

 

3-10 

〔標題〕日本肥料株式會社法案 

〔点数・形状〕１冊 17p. 

〔備考〕ステープラー除去 

 

3-11 

〔標題〕請願委員會特別報告第三號 

〔年代〕昭和十五年三月一日 

〔提出者〕委員長 伯爵 堀田正恒 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１冊 17p. 

〔備考〕 
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3-12 

〔標題〕（第一號）昭和十五年度歳入歳出總豫算追加案 

〔年代〕豫第九號 昭和十五年三月二日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚  

〔備考〕 

 

3-13 

〔標題〕（特第一號）昭和十五年度各特別會計歳入歳出豫算追加案 

〔年代〕豫第十號 昭和十五年三月二日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り  

〔備考〕 

 

3-14 

〔標題〕明治四十四年法律第四十五號中改正法律案 

〔年代〕附則より：「本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス」 

〔点数・形状〕１冊 5p. 

〔備考〕 

 

3-15 

〔標題〕大正九年法律第五十一號中改正法律案 

〔年代〕附則より：「本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス」 

〔点数・形状〕１冊 5p. 

〔備考〕 

 

3-16 

〔標題〕昭和十二年法律第九十號中改正法律案 

〔点数・形状〕１冊 5p. 

〔備考〕 
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3-17 

〔標題〕石炭配給統制法案 

〔点数・形状〕１冊 15p. 

〔備考〕ステープラー除去 

 

3-18 

〔標題〕外貨債特別法中改正法律案 

〔点数・形状〕１冊 3p. 

〔備考〕 

 

3-19 

〔標題〕營業収益税法廢止法律案 

〔年代〕附則より：「本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス」 

〔点数・形状〕１冊 3p.  

〔備考〕 

 

3-20 

〔標題〕委託又ハ郵便ニ依ル戸籍届出ニ關スル法律案 

〔点数・形状〕１冊 5p. 

〔備考〕 

 

3-21 

〔標題〕作業會計法中改正法律案 

〔年代〕附則より：「本法ハ昭和十五年度ヨリ之ヲ施行ス」 

〔点数・形状〕１冊 3p. 

〔備考〕 

 

3-22 

〔標題〕昭和十五年度一般會計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル法律案 

〔点数・形状〕１冊 3p. 

〔備考〕 

 

3-23 

〔標題〕鑛業法中改正法律案 

〔点数・形状〕１冊 17p. 

〔備考〕ステープラー除去 
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3-24 

〔標題〕職業紹介法中改正法律案 

〔年代〕政第九十五號 昭和十五年三月十九日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-25 

〔標題〕損害保険國営再保險特別會會計法案 

〔年代〕政第九十七號 昭和十五年三月十九日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-26 

〔標題〕商業組合法中改正法律案 

〔年代〕政第九十六號 昭和十五年三月十九日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-27 

〔標題〕臨時資金調整法中改正法律案 

〔年代〕政第九十八號 昭和十五年三月十九日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 
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3-28 

〔標題〕陸軍作業會計法、陸軍航空工廠資金特別會計法及海軍工廠資金會計法ノ臨時特 

例ニ關スル法律案 

〔年代〕政第九十九號 昭和十五年三月十九日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-29 

〔標題〕昭和十三年度第一豫備金支出ノ件  

    昭和十三年度特別會計第一豫備金支出ノ件 

    昭和十三年度特別會計豫備費支出ノ件 

    昭和十四年度第二豫備金支出ノ件 

    昭和十四年度豫備金外豫算外支出ノ件 

    昭和十四年度特別會計第二豫備金支出ノ件 

    昭和十四年度特別會計豫備金外豫算超過及豫算外支出ノ件 

〔年代〕政第百號 昭和十五年三月十九日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-30 

〔標題〕金華山軌道株式會社及朝倉軌道株式會社所屬軌道ノ經營廢止ニ對スル補償ノ為公 

債発行ニ關スル法律案 

〔年代〕政第四十號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕3-2と同じ標題 
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3-31 

〔標題〕自動車交通事業法中改正法律案 

〔年代〕政第四十一號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-32 

〔標題〕輸出資金及輸出品製造資金融通損失補償法案 

〔年代〕政第二十八號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕委員長 子爵 松平康春 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕 

 

3-33 

〔標題〕商工組合中央金庫法中改正法律案 

〔年代〕政第三十二號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕委員長 子爵 松平康春 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕 

 

3-34 

〔標題〕日本瓦斯用木炭株式會社法案中正誤 

〔年代〕 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕正誤表のみで、この法案の資料はなかった。 
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3-35 

〔標題〕有機合成事業法案 

〔年代〕政第四十四號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-36 

〔標題〕砂鑛法中改正法律案 

〔年代〕政第四十三號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-37 

〔標題〕鑛業法中改正法律案 

〔年代〕政第四十二號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１冊 

〔備考〕 

 

3-38 

〔標題〕（第三號）昭和十四年度歳入歳出総豫算追加案 

〔年代〕豫第十一號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 
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3-39 

〔標題〕（追第二號）豫算外國庫ノ負担トナルベキ契約ヲ為スヲ要スル件 

〔年代〕豫第十三號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-40 

〔標題〕（特第二號）昭和十四年度各特別會計歳入歳出豫算追加案 

〔年代〕豫第十二號 昭和十五年三月十四日配付 

〔提出者〕衆議院議長 小山松壽 衆議院書記官長 大木操 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚二つ折り 

〔備考〕 

 

3-41 

〔標題〕船員保險特別會計法案 

〔年代〕政第二十二號 昭和十五年三月十二日配付 

〔提出者〕委員長 侯爵 大隈信常 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕 

 

3-42 

〔標題〕船員保險事業ノ經營ニ伴フ關係各會計間ノ分担及関渉ニ關スル法律案 

〔年代〕政第二十三號 昭和十五年三月十二日配付 

〔提出者〕委員長 侯爵 大隈信常 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕 

 

 

 

 

 



10 

 

3-43 

〔標題〕一 昭和十五年度歳入歳出総豫算案 

    一 昭和十五年度各特別會計歳入歳出豫算案 

    一 豫算外國庫ノ負担トナルベキ契約ヲ為スヲ要スル件 

    一 臨時軍事費豫算追加案（臨第一號） 

    一 臨時陸軍材料資金豫算追加案（臨材第一號） 

    一 昭和十五年度歳入歳出豫算追加案（第一號） 

    一 昭和十五年度各特別會計歳入歳出豫算追加案（特第一號） 

〔年代〕豫第五、六、七、八、九、十號 昭和十五年三月十二日配付 

〔提出者〕委員長 子爵 井上匡四郎 

〔宛名〕貴族院議長 伯爵 松平賴壽殿 

〔点数・形状〕１枚 

〔備考〕紙破損 

 


