■法令とは
「国会が制定する法律及び国の行政機関が制定する命令を合わせて呼ぶときに用いられる語。
しかし、場合によっては、地方公共団体の制定する条例や例規、最高裁判所規則等の各種法形式を含
めていうこともある。」
『有斐閣法律用語辞典 第４版』 法令用語研究会／編 有斐閣 2012 より
■ポイント
法令は改正、廃止されている場合があります。「いつ現在で有効な法令」であるか注意が必要です。
ニュース等で一般的に言われている名称は、“通称”や“略称”の場合があるので、正式名称から
調べなければならないことがあります。

１

ＯＰＡＣで探す

館内の利用者用検索機 (ＯＰＡＣ)やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索してみま
しょう。検索したら、画面の［所蔵］、［分類］、［書名］をメモして探しましょう。
■法令の名称を入力する
検索結果の一覧表示や詳細表示を確認し、お探しの内容に近いと思われる
資料を［分類］を手掛かりに書架から探します。
書名に法令名が記載されていなくても、そのキーワードが内容に含まれている
場合がありますので、同じ［分類］の資料もよく確認します。
■キーワードで探す
調べたい項目と「法律」と入力することで探すことができます。
【調べたい項目】

環境

個人情報 介護 交通

など

＜所蔵館の表示＞
・市立→市立図書館
・大野→相模大野図書館
・橋本→橋本図書館

法律

＋

館内ＯＰＡＣ・・・書名欄の上下段にそれぞれ入力します。
図書館ホームページ・・・キーワード欄にそれぞれの単語の間にスペースを入力します。

２

図書で探す

(１) 調べ方を知る本
■『リーガル・リサーチ 第４版』
いしかわまりこ／（他）著 日本評論社 2012 （市立・大野・橋本）
従来の文献による法令、判例の調べ方だけではなく、第４版ではデジタル資料（インターネット・オンライン
データベースなど）による調べ方についても重きをおいて編集されています。外国の法令や判例の調べ方の
道標ともなり、法律を学習するためには必携の一冊。
■『やさしい法律情報の調べ方・引用の仕方』 小林成光／（他）著 文真堂 2010 （市立）
法律・裁判例・論文・書籍などを手掛かりに法律情報の調べ方について書かれています。さらに、法
律情報の使い方や引用の仕方も解説されている入門書。
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(２)法律用語を調べる本
■『有斐閣法律用語辞典 第４版』 法令用語研究会／編 有斐閣 2012 （市立・大野・橋本）
日常、新聞の報道などでも使われている一般的な用語から、実務上必要となる約 13,800 の法律用
語を収録しています。
■『法律用語ハンドブック 第５版』 尾崎哲夫／著 自由国民社 2012 （市立）
ハンディサイズに約 1,800 語を収録した、暗記に便利な単語帳スタイルで、法律用語を手軽に調べる
ことのできるハンドブックです。
■『法律用語辞典 第４版』 小野幸二／編 高岡信男／編 法学書院 2010 （大野）
法律用語約 3,400 用語を法律分野ごとに体系的に配列し、幅広い分野を網羅した辞典。
略語について
法令の題名の多くは、省略名が用いられます。
例：「裁判員法」→「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
「ストーカー法」→「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
資料の凡例を確認すると正式名がわかりますが、凡例がない場合は『六法全書』などの
巻末についている法令略語索引などが参考になります。
失効（廃止）法令について
失効（廃止）された法令を知りたい場合は、法令の制定や改廃といった沿革を先に調べ
ると探しやすくなります。また、失効（廃止）された法令は『旧法令集』『主要旧法令』
等で知ることができます。

（３）法律の本文で調べる
～総合編～
■『現行日本法規』 ぎょうせい (市立)
憲法、条約、法律、国会両議院の規則、最高裁判所規則、政令、府令、省令、法規的性質をもつ告示、
官報に掲載された重要な訓令、公示、太政官布告、同布達、勅令、閣令などの法令を収録する 90 数巻
と「制定年別索引」「五十音索引」「旧法令改廃経過」「参照条文索引」「現行法定刑一覧」「主要旧法令」
（5 巻）から構成されています。調べるときは索引を活用します。
■『現行法規総覧』 第一法規出版 (大野・橋本)
憲法、条約、法律、国会両議院の規則、最高裁判所規則、政令、府令、省令、主要告示、官報に掲載
された重要な訓令、公示、太政官布告、同布達、勅令、閣令など法令を収録する 90 数巻と「年別索引」
「旧法令改廃沿革索引」「五十音・題名キーワード索引」から構成されています。参照条文が記載されて
います。調べるときは索引を活用します。
■『六法全書』 有斐閣 (市立・大野・橋本)
約 1,000 の法令を収録。『官報』『法令全書』を原典に、憲法、民法、民事訴訟法、商法、刑事訴訟法
の現行条文のほか、現在有効な法律、条約、政令、省令、府令、行政機関の委員会が定める規則、訓
令を中心にその年の１月１日現在で有効な法令を収録。毎年新しい版が出版されますが、年の途中で改
正があった場合は注意が必要です。
※貸出できる六法では『実用六法』（成美堂出版）、『三省堂新六法』（三省堂）などがあります。
～各論編～
■『社会生活六法』 法律実務研究会／編 新日本法規出版 (市立・大野・橋本)
日常起こりうる法律上の諸問題を一問一答式で取り上げ、わかりやすく解説しています。日常生
活で必要になる様々な届出・申請の具体的な場面を取り上げて、記載例を挙げながらわかりやすく
解説した加除式の資料。
※大野： 「書式編」のみ加除をしています。
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■『日常生活の法律全集』
自由国民社 (市立：追補版 2012・大野：改訂版 2007・橋本：改訂版 2011)
日常に起こる様々な法的トラブルについて、図解とＱ＆Ａで問題解決の方法をやさしく解説。最新の法
改正にも対応しています。
■『成年後見の実務 Ｑ＆Ａ』
第一東京弁護士会成年後見センター／編 新日本法規出版 2008 （市立・橋本）
成年後見制度に特化し、制度の概要から実務まで最新の手続きを網羅した加除式の資料。

～分野別六法・法令集～ ※六法は毎年出版されるため出版年等を省略しています。
■『介護保険六法』 中央法規出版 (市立・大野・橋本)
介護保険制度を理解するうえで重要な法令・通知等を整理し、収録。法令は官報を原典にしています。
■『労働六法』 石田 眞／（他）編 旬報社 （橋本）
告示・通達・重要裁判例・国際労働法も収録されています。
■『基本建築基準法関係法令集』 国土交通省住宅局建築指導課／（他）編 建築資料研究社 (橋本)
条文直後に関連法令・告示等との関係が分かりやすく掲載されています。
■『税務六法』 法令編１ 法令編２ 日本税理士会連合会／編 ぎょうせい （市立）
直接税、消費税、地方税、租税特別措置等の税金に関する法令を収録しています。
■『医療六法』 中央法規出版 （橋本）
医療関係法令・通知を使いやすく編集した実務六法。
■『社会福祉六法』 社会福祉法規研究会／編 新日本法規出版 （市立・大野）
福祉行政に関する諸法令及び行政通知の最新情報が収録されています。
■『解説教育六法』 解説教育六法編修委員会／編 三省堂 （市立・橋本）
主な法令には「法令のあらまし」と「逐条解説、行政実例・判例」を収録しています。
■『社会保険労務六法』 社会保険編 労働編
全国社会保険労務士会連合会／編 中央経済社 （市立・橋本）
社会保険労務士や人事労務担当者の実務に役立つ最新の法令が収録されています。
■『旧法令集 平成改正版』 江頭憲治郎／（他）編 有斐閣 （橋本）
平成の立法集中、改正及び廃止前の法令をまとめた法令集。
※上記以外も、いろいろな六法があります。

～神奈川県・相模原市編～
■『神奈川県例規全集』 ぎょうせい (市立・大野）
現行の神奈川県条例、規則及び例規的性質を有する告示、訓令等を収録しています。
2012 年に追録が終了しているため、これ以降の改廃情報は ｅ－Ｒｅｉｋｉ Ｎｅｔ で確認できます。
（https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe）
■『神奈川県法規集』 第一法規出版 （橋本）
現行の神奈川県条例、規則及び主要な告示、訓令等を収録しています。
■『相模原市例規集』 相模原市 （市立・大野・橋本）
相模原市政の執行に必要な条例、規則、訓令等を４月１日現在で収録しています。

３

官報・公報・雑誌で探す

(１) 官報・公報で探す
■官 報
国の機関が定めた法令を公布・公告するために国から発行されています。行政機関の休日を
除いて毎日発行されます。保存期間は市立５年、大野１年、橋本３年です。それ以前のものは、後
述の「官報情報検索サービス」で閲覧できます。
■神奈川県公報
神奈川県の条例、規則の公布や、入札、資格試験の実施情報を掲載しています。発行は、
週２回（火・金）ですが、号外は随時です。保存期間は市立・橋本３年、大野５年です。
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(２) 図書館にある雑誌で探す
図書館にある雑誌を探すときは、利用者用検索機(ＯＰＡＣ)で検索して［所蔵］を確認してください。
下記の雑誌の保存期間は大野・橋本が１年、市立が永年です。
■法令情報を調べるために便利な雑誌
『ジュリスト』 有斐閣 （市立・大野・橋本）
『法律時報』 日本評論社 （市立）
『法学教室』 有斐閣 （市立）

(３)その他
■官報情報検索サービス【オンラインデータベース】（市立・大野・橋本）
１９４７年(Ｓ２２)５月３日（日本国憲法施行日）以降の官報（本紙、号外、政府調達、目録、資料版）
の検索・閲覧ができます。
※検索する内容に関する具体的なキーワードや発行日などがはっきりわかっていると、検索に時間
がかかりません。
■神奈川県公報 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7405/
当月を含め、２年分の神奈川県公報が Web サイトから無料で閲覧できます。

４

データベース・ＲＯＭ・Ｗｅｂで探す

(１)データベース・ＲＯＭで調べる
■Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ 【オンラインデータベース】（市立・大野・橋本）
『現行法規総覧』の法令情報をもとに、憲法、条約、法律、政令、勅令等の最新の法令を
10,600 件収録。法令等の検索、改正履歴や関連法令を参照することができます。
■判例秘書ＨＹＢＲＩＤ 【オンラインデータベース】 (市立)
現行法令約 7,800 件に加えて、事件発生時点の法令条文をピンポイントで参照が可能。
六法全書は昭和３２年版から平成１８年版まで収録。

(２)Ｗｅｂで調べる
■法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
現行の法律、政令、勅令、府令、省令等を検索・閲覧できます。更新は１か月ごと。お知らせ
のページに公布された新規法令一覧、未施行法令一覧、廃止等法令一覧のページがあり、各
条文が閲覧できます。
■電子政府の総合窓口 イーガヴ http://www.e-gov.go.jp
各省庁の行政情報窓口。全省庁の横断検索ができるので、通達や告示等の検索に役立つ。
■相模原市例規集 http://www3.e-reikinet.jp/sagamihara/d1w_reiki/reiki.html
相模原市の全ての条例、規則や重要な規程、要綱などを収録。内容は年８回（５月,７月,８月,
１０月,１１月,１月,２月,３月）更新されます。
■法規データ提供サービス http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7406/
神奈川県が制定している条例、規則、訓令及び規程形式の告示を検索できます。
★図書館にない本を入手するには？
リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ）ができます。
詳しくは調べものカウンターまたはリクエストカウンターへご相談ください。
★図書館にない雑誌記事を入手するには？
県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写（有料）を、それぞれ取り
寄せることができます。調べものカウンターでご相談ください。
★調べ方がわからなかったら？
図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っていま
す。お気軽に調べものカウンターでご相談ください。
発行 相模原市の図書館 http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/
（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600）
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