
 

堺市立図書館 
平成 29 (2017)年 2 月 1 日改訂 官報を使ってみよう！ 

 

 

 図書館は、国が公布する法律や他の国との条約など、国がお知らせしたいことを、市

民のみなさんに広くお知らせする、という役割も担っています。 

 「官報」は、国からの広報事項が詳しく載っている重要な刊行物です。慣例的に、法令

の公布は官報によって行われるものとなっています。今回は、少しなじみにくい印象のあ

る「官報」の使い方について、ご紹介します。 

 

官報ってどんなもの？ 

◆官報とは国の広報／公告紙で、1883 年（明治 16）7 月 2 日に発刊されました。 

行政機関の休日を除き毎日発行されています。（図書館に届くのは２～３日後になります）。 

◆本紙・号外・政府調達公告版と、毎月 10 日頃に発行される目録からなります。なお、

平成 19 年 3 月 28 日までは資料版（白書、統計調査などの概要を記載）も発行されてい

ました。 
  

堺市の図書館では 

◆中央・南の各館で官報を所蔵しています。 

◆中央図書館 

1947 年 5 月（欠号 1943 年(昭 18).6 月～1945 年(昭 20).9 月）、2014 年 1 月～を所蔵し

ています。 

◆南図書館では１年分を保存しています。 

◆中央・中・東・西・南・北・美原の各館でオンラインデータベースによる「官報情報検索

サービス」が利用できます。 

官報でわかること 

◆官報には以下のようなことが掲載されます。 

 
１）法令の公布（ほぼ重要度順に掲載されるようになっています） 

憲法改正 

詔書（国会召集等） 

法律（制定後全文が記載される） 

政令（内閣の命令）・条約（外国との間で成立したもの、外国文も） 

最高裁規則、府令（内閣府の命令） 

省令（各省大臣の命令） 

規則（委員会の制定規則） 

庁令（海上保安庁） 

訓令（上級行政機関が下級行政機関に対して出す命令） 

告示（国のさまざまな機関による決定事項） 

 

２）広報的事項 

   国会事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料等 

 
３）公告紙的事項 

   政府関係機関の入札公告、地方公共団体の公告、裁判所公告、会社公告等 

と     しょ   かん         かい   けつ 

堺市立図書館を 

ご利用の 

みなさまへ 

 いつも図書館をご利用いた

だき、ありがとうございます。 

 あまりなじみがないかもしれ

ませんが、実は「官報」は、国

が発行する唯一の機関紙で

す。現在は独立行政法人国

立印刷局が編集・発行してい

ます。 

 法律や政令を「公布する」と

いいますが、この「公布」は、

「官報」に掲載されたことをい

います。また、各省庁の公

告、公債の抽選や償還、会社

の合併公告や決算公告、破

産、会社更生などの裁判所公

告、パスポートの失効など、

仕事や暮らしにかかわること

が掲載されています。お仕事

で調べる機会があった、という

方も多いのではないでしょう

か。 

 図書館では、新たに公布さ

れた法令の条文を見たい、と

いうお問合せに使用すること

が多い刊行物です。 

 会社更生や破産などの裁判

所公告に関するお問合せも多

いのですが、目録などで調べ

ることができないため、裁判

所名や事件番号、決定日など

をお教えいただくことが正確な

調査の鍵となります。 

 新聞などと違って、日常の

暮らしの中ではなじみのない

刊行物なので、いざ必要にな

った時に見方がわからないの

は当たり前。図書館と、この

「図書館で解決！？」を十分

にご活用いただければと思っ

ています。 

図書館で調べ物をしてみませんか？ 

しら     もの 

図 書 館 で 解 決！？ 第１０号 

（改訂版） 

（裏もご覧ください） 



  

官報の使い方 

◆官報を使うにはコツがあります。現物（目次・目録）・オンラインデータベース・Ｗｅｂを

利用して、効率よく情報を見つけましょう。 

１）現物で調べる 

・目次を見る――毎号第一面に目次がついています。法令の公布については件名 

が載っていますので、ある程度の内容が確認できます。 

・目録を見る――月ごとに、法令の公布内容を記載した目録が発行されます。省

庁別に記載されます。（広報的事項・公告紙的事項は載っていません） 

２）オンラインデータベースで調べる（中央・中・東・西・南・北・美原） 

堺市立図書館の貸出カードがあれば利用（15 分、30 分選択制）できます。 

プリントアウトも可能（モノクロ 1 枚 10 円）です。 

・官報情報検索サービス 

官報（本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録）を日付や記事で検索できます。 

 （1947 年 2 月～） 

３）Web で調べる 
 

※官報について詳しく解説されたホームページもあります。 

    http://kanpou.npb.go.jp/html/about_kanpou.html 

 ・インターネット版「官報」 http://kanpou.npb.go.jp/ 

   直近の 30 日間分の官報の PDF 版が見ることができます。 

 ・官報バックナンバー  http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest-bk.html 

   １年前までの本誌・号外の目次。法律・政令・条約は本文も見られます。 

 ・官報目次検索      http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoList/ 

   1996 年 6 月 3 日以降の目次が検索できます。 

  

こんなこともわかる？ 官報掲載のさまざまな情報 

 

・閣議決定事項 

   一般案件のほか、国際会議等の情報等。 

・公聴会の予定 

   公述、傍聴の申込要綱、参考資料の閲覧場所等。 

・皇室事項 

   行幸予定など。1 月には歌会始についての記事も掲載。 

・国家試験の公告 

   合格者が掲載される試験もあります。 

・地価公示 

   毎年 3 月下旬から 4 月上旬に公示、掲載。 

・国民の祝日 

   前年の 2 月 1 日に発表。 

 特に春分の日、秋分の日はここで発表されるまで確定しません。 

 

 その他、帰化情報・行旅死亡人情報・破産情報・競売など、さまざまな情報が掲載され

ています。国政に関わることがら以外でも、ご覧いただくと役立つことがあるかもしれま

せん。ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

堺市立図書館一覧 

中央図書館 

堺区大仙中町 18-１ 

〒590-0801 TEL244-3811 

堺市駅前分館 

堺区田出井町 1-1-300 

〒590-0014 TEL222-0140 

中図書館 

中区深井清水町 1426 

〒599-8273 TEL270-8140   

東百舌鳥分館 

中区土塔町 2363-23 

〒599-8234 TEL234-9600   

東図書館 

東区北野田 1077 

〒59９-8123 TEL235-1345 

初芝分館 

東区野尻町 221-4 

〒599-8116 TEL286-0071 

西図書館 

西区鳳南町 4 丁 444-1 

〒593-8325 TEL271-2032  

南図書館 

南区茶山台 1 丁 7-1 

〒590-0115 TEL294-0123 

栂分館 

南区桃山台 2 丁 1-2 

〒590-0141 TEL296-0025 

美木多分館 

南区鴨谷台 2 丁 4-1 

〒590-0138 TEL296-2111 

北図書館 

北区新金岡町 5 丁 1-4 

〒591-8021 TEL258-6850 

美原図書館 

美原区黒山 167-14 

〒587-0002 TEL369-1166 

人権ふれあいセンター図書ホール 

堺区協和町 2 丁 61 

〒590-0822 TEL245-2534 

青少年センター図書室 

堺区柳之町西１丁３－１９ 

〒590-0930 TEL228-6331 

編集・発行： 

平成 19 年 11 月 30 日 

改訂平成 29 年 2 月 1 日  

堺市立中央図書館 

〒590-0801 

堺市堺区大仙中町 18-1 

Tel：072-244-3811 

Fax：072-244-3321 


