大阪市の図書館

220万冊を超える図書と豊富な雑誌・新聞があり、大阪

８

市立図書館のセンターとして、専門職の司書が調べもの

法

のお手伝いをします。
土･日曜日､祝･休日
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法

令

１

中央図書館 TEL 06-6539-3302(調査相談)

開月～金(第1･3木曜日は休館)

大阪市立図書館 調べかたガイド

9:15～20:30

令

9:15～17:00

休 ●第1･3木曜日(祝・休日は開館)●年末年始●蔵書点検期間

応 用 編

応
用

地域図書館
身近な本棚として各区に一館あり、6～10万冊を所蔵。
基本的な調べもの用の本がそろい、専門職の司書が中央

編

主題別法令集をさがす
地方自治体の条例をさがす
条約・通達をさがす

図書館と連携して調べもののお手伝いにあたります。
開 火～金(第3木曜日は休館)

10:00～19:00

土･日曜日､祝･休日、7/21-8/31の月曜日 10:00～17:00
休 ●月曜日･第3木曜日(祝・休日は開館) 7/21-8/31の月曜日は開館

●年末年始●蔵書点検期間
TEL

TEL

北図書館

06-6375-0410

東成図書館

06-6972-0727

都島図書館

06-6354-3229

生野図書館

06-6717-2381

福島図書館

06-6468-2336

旭図書館

06-6955-0307

此花図書館

06-6463-3463

城東図書館

06-6933-0350

島之内図書館 06-6211-3645

鶴見図書館

06-6913-0772

港図書館

06-6576-2346

阿倍野図書館 06-6656-1009

大正図書館

06-6552-1116

住之江図書館 06-6683-2788

天王寺図書館 06-6771-2840

住吉図書館

浪速図書館

東住吉図書館 06-6699-7000

06-6632-4946

06-6606-4946

西淀川図書館 06-6474-7900

平野図書館

06-6793-0881

淀川図書館

西成図書館

06-6659-2346

06-6305-2346

？

東淀川図書館 06-6323-5476

大阪市立図書館 調べかたガイドシリーズ
１ 図書館で調べもの～調査相談(レファレンス)サービスのごあんない～

！

２ 新聞記事の調べかた

15 美術作品、画家等の調べかた

３ 地価

16 地図の調べかた

４ 教科書

17.18 法令 基本編.応用編

５ 官報

19.20.21 外国語資料の調べかた 1.2.3

６ 規格・特許

22 和歌・俳句のさがしかた

７ 著作権関連の調べかた

23 映像資料

８ 写真のさがしかた

24 雑誌記事・論文を入手するには

９ 翻訳図書のさがしかた

25 人物

10 雑誌記事のさがしかた

26 動物・植物

大阪市立中央図書館

11 医療情報の調べかた

27 会社情報

〒550-0014 大阪市西区北堀江 4-3-2

12.13 判例 基本編.応用編

28.29 統計 基本編.応用編

14 楽譜・音楽情報の調べかた

30 漢詩のさがしかた

最新の内容は Web でもご覧いただけます
https://www.oml.city.osaka.lg.jp

TEL 06-6539-3300(インフォメーション)
06-6539-3302(調査相談)
https://www.oml.city.osaka.lg.jp
大阪市立図書館は知識創造型図書館を目指します

大阪市立図書館 調べかたガイド

法令
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e-Gov 所管の法令・告示・通達等

応用編
Ver.4.0

https://elaws.e-gov.go.jp/
各府省所管の法令・告示・通達などへのリンクがあります。

2019.2.16

主題別法令集をさがす
税務や福祉など特定主題のもとに、基本法令を中心に関係
する法令を集めたものです。限られた分野の中で、上位の
法令から付随する政令・省令や通達・告示などを収録して
います。

条約をさがす
『現行日本法規』の「条約編」や、条約集（『国際条約集』
有斐閣、 『ベーシック条約集』東信堂など。年一回発行）
からさがせます。所蔵は係員におたずねください。

外務省（条約）https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html
第 154 回以降の国会に提出した条約と、平成 14 年 12 月 9

例：『金融六法』『税務六法』『船員六法』等
所蔵については係員におたずねください。

日以降に署名を行った条約で国会に提出していない条約
が閲覧できます。また、条約データ検索では、条約の名称

中央図書館 2 階ビジネス書コーナーには、各種の法令集を

や略称から検索できます。

集めた｢法令コーナー｣があります。

地方自治体の条例をさがす
各地方自治体で「例規集」「公報」が作成されていますが、ほ
とんど流通していません。必要な際は各自治体に直接問い
合わせるのが確実です。Web 上で「例規集」などを公開して
いる自治体もあります。

『大阪市例規集』 地域館 各館に所蔵あります。
中央 3 階相談カウンターでおたずねください

大阪市例規データベース
http://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html

『大阪府例規集』 中央 3 階相談カウンターでおたずねください
大阪府例規集
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html

法案をさがす
衆議院 http://www.shugiin.go.jp/
参議院 http://www.sangiin.go.jp/

インターネット・電子書籍で古い法令をさがす
国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/
慶応3年-明治45年の『法令全書』を本文閲覧可能。
キーワードを「法令全書 内閣官報局」もしくは「法令全書 明
治○年」で検索するとスムーズにヒットします。

電子書籍 EBSCO eBooks
『明治年間法令全書』を電子書籍でもご覧いただけます。利
用の詳細は、当館ホームページまたは全館設置のリーフレット
「電子書籍EBSCO eBooksのご案内」をご覧ください。

大阪市立図書館で利用可能な商用データベース
DB 官報情報検索サービス
「調べかたガイド」（5）「官報」をご覧ください。
中央 3 階相談カウンター
地域館 旭、阿倍野、島之内、城東、住吉、鶴見、天王寺、
西淀川、東成、東淀川、平野 各館カウンター

国会で審議中の議案の一覧が閲覧可能です。提出法案
の本文も閲覧可能です（一部掲載していないものもあり）。

DB Westlaw Japan（ウエストロー・ジャパン）（法令・判例・法律文献）
法令・判例・法律文献情報の検索が可能です。

日本法令索引 (国立国会図書館)

中央 地域館 多機能 OMLIS>調べものをする

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/
「法律案」のメニューから検索可能です。

e-Gov 国会提出法案
http://www.e-gov.go.jp/law/bill.html
各省庁のホームページから、国会に提出された法案が
閲覧可能です。

訓令・通達・通知・告示をさがす
各省庁、自治体等が発する訓令・通達・通知・告示は、法令
ではありませんが、法的な性質を持つものもあります。
訓令・告示は官報に載ります。
主題別法令集（○○六法、○○法規集など）に載るものもあり
ます。

地域館の所蔵について詳しくは各館におたずねください。
ここで紹介した Web サイトのアドレスは、当館ホームページにリ
ンクがあります。館内では利用者用検索端末「多機能 OMLIS」
で閲覧できます。
WEB トップページ>「調べる・相談する」>「調べものお役立ちリンク集」
中央

中央図書館

中央3階 中央図書館3階のデータベース専用端末のみで利用可
地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）
WEB

当館ホームページ https://www.oml.city.osaka.lg.jp

DB

商用データベース(大阪市立図書館内多機能 OMLIS で閲覧可)

