大阪市立図書館 調べかたガイド

大阪市の図書館

５

中央図書館 TEL 06-6539-3302(調査相談)
220 万冊を超える図書と豊富な雑誌・新聞があり、大阪市
立図書館のセンターとして、専門職の司書が調べものの
お手伝いをします。
開月～金(第 1･3 木曜日は休館)

9:15～20:30

土･日曜日､祝･休日

官
報

官

報

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

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

官報とは
官報の種類
官報を閲覧できる図書館
官報の内容の調べかた
大阪市・大阪府の公報

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

11 医療情報の調べかた

27 会社情報

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

！
大阪市立中央図書館
〒550-0014 大阪市西区北堀江 4-3-2
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
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大阪市立図書館 調べかたガイド
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官報を閲覧できる図書館

官報
Ver.5.1

2021.4.1

官報とは
国の重要な発表や資料が掲載される「国の広報紙」です。

官報に掲載される内容
国の法令の公布
憲法改正、詔書（国会の召集、衆議院の解散、総選挙など）、
法律、政令、条約、最高裁判所規則、府令・省令、規則、告示
広報的事項
国会事項（議事日程、議案関係など）、人事異動（一定の役
職以上の公務員）、叙位叙勲、皇室事項、官庁報告、資料
（閣議決定など）
公告紙的事項
各官公庁、裁判所、会社などが法令の規定に基づいて行う公告
（例）ＷＴＯに基づく政府関係機関の入札公告等、地方公共
団体の公告（地方債償還、行旅死亡人公告など）、裁判所公
告（破産関係、失踪宣告、禁冶産宣告など）、会社公告（商
法などに基づく組織変更公告、解散公告など）

中央 最新分：3 階カウンター右側閲覧コーナー
※配達の関係で当日付のものは未着の場合あり
バックナンバー：3 階調査研究資料(開架書庫)コーナー
※1883 年(明治 16 年) 7 月創刊以降（一部欠あり）
官報保管図書館一覧(近畿編)
（株）かんぽうのホームページで、官報を保存している図書館を
紹介しています。詳細は各図書館におたずねください。
http://kanpo.kanpo.net/kanpo_library.php

電子書籍で調べる
『明治年間法令全書』など関連の図書について、電子書籍で
もご覧いただけるものがあります。詳しくは、当館ホームページ
または全館設置の「電子書籍 EBSCO eBooks のご案内」をご覧
ください。

お役立ちサイト
官報目次検索(全国官報販売協同組合)
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoList/
1996年6月3日以降の官報の目次検索ができます。
他に、官報の歴史や内容を紹介したページもあります。

政府公共調達データベース(日本貿易振興機構(ジェトロ))
https://www.jetro.go.jp/gov_procurement
政府調達についての解説と、「政府調達公告版」の検索ができま

官報の種類

す。

インターネット版「官報」 ((独法)国立印刷局)

官報(本紙)
32ページ（固定）。祝日を除く月～金曜日に発行。
官報(号外)
官報本紙で掲載しきれない分量が掲載される。
官報(号外特)
緊急に国民に周知すべき事項（国会召集、内閣総理大臣臨
時代理の任免など）について、日付を問わず発行される。
官報(号外政府調達)
調達情報が掲載される。
号外衆議院会議録・号外参議院会議録
本会議の会議録。随時発行。
※「官報資料版」(週刊)は2007年3月28日号を最後に終刊

官報の内容の調べかた
DB 官報情報検索サービス
オンラインの官報全文検索サービス。昭和 22 年 5 月 3 日以
降～当日発行分（当日分は午前 8 時 30 分以降に公開）が検索できます。
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

https://kanpou.npb.go.jp/
直近30日間分の官報のPDF版、平成15年7月15日以降の法律、政
令等の官報情報が閲覧できます

官報 (国立国会図書館デジタルコレクション)
http://dl.ndl.go.jp/#kanpo
明治16（1883）年7月2日の官報創刊日から昭和27（1952）年4月30
日までの官報と、昭和21（1946）年4月4日から昭和27（1952）年4月
28日の期間のみ刊行されていたOFFICIAL GAZETTE; ENGLISH
EDITION（英文官報）が閲覧できます。

大阪市・大阪府の公報
官報の自治体版ともいうべき公報が発行され、各サイトでPDF
版が公開されています。中央図書館では、明治からのバックナ
ンバーを所蔵しています。3階カウンターでおたずねください。
地域館での所蔵については、各館におたずねください。

大阪市公報（週刊） 平成17年4月分より閲覧可能
https://www.city.osaka.lg.jp/shisei/category/3054-4-4-0-0-0-0-0-0-0.html

大阪府公報（月～金刊） 明治21年1月からの記事検索が可能
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/koho/
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」

『官報総索引』『官報目次総覧』
1883 年(明治 16 年) 7 月創刊以降（一部欠あり）の目録

中央

中央図書館

(月ごとの目次)の合冊版。

地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）

中央 3 階調査研究資料(開架書庫)コーナー

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)

