「判例を探したい」「自治体の条例をみたい」「法令名は分かっているけれど
条文がさっぱり・・」法に関するこのような疑問を便利に解決してくれる、図
書・雑誌・インターネットなどの情報をご案内します。

Q
※

タイトル

現在の法令を調べたい時は？
←こちらのマークはパソコンを使って閲覧する情報です

形態・所蔵
（全2冊 毎年発行）

1 六法全書
書籍
主要な法令約900 件を選択収録。索引には法令名の略
資料情報 320.91/ﾛﾂ 15457708
称もある。
2 法令データ提供システム
インターネット
憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・閣令及び規則の http://law.e-gov.go.jp/cgiデータ検索及び閲覧。1ヶ月毎に更新。
bin/idxsearch.cgi
3 現行日本法規（法務省）
書籍 （加除式 全１００巻 ）
すべての現行法令を網羅した法令集。全100巻
調査研究室カウンター蔵
4 Ｓｕｐｅｒ 法令Ｗｅｂ［ぎょうせい提供］
データベース

発行・サイト
有斐閣

総務省行政管理
局
ぎょうせい

「現行日本法規」をベースとした法令データ17,000件超を 『総合法律情報ＴＫCローライブラリー』 株式会社ＴＫＣ
収録したデータベース。週一更新。
というデータベースを使って提供。
２Fビジネスコーナーに設置。

Q

過去の法令を調べたい時は？

タイトル
形態・所蔵
1 日本法令索引
インターネット
明治19年2月以降に廃止・失効した法令の沿革
が分かる。各法令にデジタルアーカイブへのリン http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/
クがあるため、本文もPDF画像で確認可能。
2 法令データ提供システム
インターネット
「廃止法令等一覧」では平成13年4月1日以降 http://law.e-gov.go.jp/cgiの、廃止・失効法令の本文を公開。
bin/idxsearch.cgi
3 中野文庫
戦前・戦中の法令の本文を公開。
4 官報情報検索サービス

インターネット
http://www.geocities.jp/nakanolib/

国立国会図書館

総務省行政管理
局
中野誠

データベース

昭和22年以降に公布された法令の本文につい
２Fビジネスコーナーに設置。
て法令名や公布日などから検索できる。

Q

発行・サイト

国立印刷局

判例を探すときは何をみたらいいの？

タイトル
1 法学セミナー
判例雑誌 過去9年分（2007年1月～2016年4月号）、及び
（ 2 0 1 7 年5 月号～最新号） ： 雑誌書架 を所蔵

2 法律時報
判例雑誌 過去8年分を所蔵（2007年1月～2015年4月号）

形態・所蔵
データベース

発行・サイト

データベース『総合法律情報ＴＫＣローラ 日本評論社
イブラリー』で、各記事の掲載雑誌と巻
号・ページ数が検索可能。２Fビジネス
コーナーに設置。雑誌の所蔵について
日本評論社
は、職員にお問い合わせ下さい。

3 判例タイムズ・ジュリスト・主要民事判例解説・判
データベース
例地方自治 ［ 判例タイムズ 社・ 有斐閣・ ぎょうせい提供］
判例雑誌の電子版。ＰＤＦで本文が確認できる。
データベース『総合法律情報ＴＫＣ
※『判例タイムズ』収録範囲について
ローライブラリー』に収録。

株式会社ＴＫＣ

「判例紹介」：雑誌の発行から２週間後に収録。
「判例紹介」以外：雑誌の発行から６か月後に収録。

4 模範小六法
判例を約1万3700件収録。
5 ＬＥＸ／ＤＢインターネット
明治８年以降の判例を収録した全文データベース。
6 公的判例集データベース
「最高裁判所民事判例集」等の公的判例集をデータ
ベース化。
7 新・判例解説Ｗａｔｃｈ
主要な判例の解説を検索できる。
8 裁判所裁判例情報
裁判所公式ホームページより最近の判例を裁判所
別、分野（事件）別に検索できる。

書籍
資料情報 320.91 /ﾓﾊ 15332737
データベース
データベース『総合法律情報ＴＫＣ
ローライブラリー』に収録。
データベース
データベース『総合法律情報ＴＫＣ
ローライブラリー』に収録。
データベース
データベース『総合法律情報ＴＫＣ
ローライブラリー』に収録。
インターネット
http://www.courts.go.jp/

※ 一般室の分類３２の棚にも貸出可能なテーマ別判例集などがあります

三省堂
株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ

最高裁判所

データベースを使ってみませんか？
●今の法令は本に載っていたけど、過去の法令が探しにくい！
●10 年前の事件の判例を調べたい
●踏切事故に関する判例を集めたい
●判例だけでは物足りない・・一緒に判例の解説もみたい

ご利用の際は調査研究室カウンターにお申し込み下さい
♪データベースは２F ビジネスコーナーにございます。
♪1 枚 10 円でプリントアウトも可能です。
♪パソコン操作が不慣れな方は職員がお手伝いいたします。

法令 ・・｢現行日本法規｣に基づき、

法令の制定・改正の情報は国が発行する

平成 14 年度以降の憲法・条約・法律・
政令・告示・規則等について、約 17,000
件超の法令が検索できます。
判例・・明治８年以降の判例が検索でき
ます。ﾌﾘｰｷｰﾜｰﾄﾞでも検索できます。
判例解説・・注目の判例、重要な判例の
解説を提供。ﾌﾘｰｷｰﾜｰﾄﾞでも検索できま
す。
法律雑誌・・法律雑誌『判例タイムズ』・

「官報」という広報紙に掲載されます。
官報情報検索サービスでは昭和 22 年５
月３日以降～当日発行分の官報が検索
できます。検索の際は日付のほか記事名
（法令名）等で検索できますので、現在
の法令はもちろん、すでに廃止された法
令についても簡単に制定時の条文が確
認できます。

『ジュリスト』・
『主要民事判例解説』・
『判例地方自治』の記事が全文閲覧でき
ます。

Q

法令・判例の専門用語がわからない！

書名
1 法律用語ハンドブック(第６版)
わかりやすい言葉で解説されている法律入
門辞典。
2 法令用語辞典（第10次改訂版）
3 法律類語難語辞典
類似した法律用語の区別・解説、難読語の解
説。難読語は画数からも調べられる。
4 最新法令用語の基礎知識（三訂版）
条文の引用が多く、一つ一つの用語に詳しい
解説がある。
5 現代法律百科大辞典 1～8
法に関する4500の用語を全8巻に渡って収
録。
6 法律英語用語辞典（第3版補訂）
法律関係の用語を約15000項目を収録。

Q

著者
尾崎哲夫

出版社
自由国民社

出版年 資料情報
320.33/ｵｻﾞ

2014

角田 禮次郎 学陽書房

2016

林大

有斐閣

1998

田島信威

ぎょうせい

2005

伊藤正己

ぎょうせい

2000

尾崎哲夫

自由国民社

2015

14764997
320.33/ﾎｳ
15199151
320.33/ﾎｳ
04850228
320.34/ﾀｼﾞ
07668502
320.91/ｹﾞﾝ
05339619
320.33/ｵｻﾞ

15510456

条例について調べるには？

タイトル
1 久留米市例規集
久留米市の条例や規則、告示などを収録。
2 福岡県例規全集

形態・所蔵
書籍 （加除式）

調査研究室蔵 インターネットでも検索可能
久留米市
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/
reiki_menu.html

書籍 （加除式）
調査研究室蔵 インターネットでも検索可能

福岡県の条例や規則、告示などを収録。

発行・サイト

http://www1.greiki.net/pref_fukuoka/reiki.html

福岡県

Q

弁
護
士

裁
判
官
裁
判
所

弁護士や裁判官に関する情報は？

タイトル
1 全国弁護士大観 第18版
全国弁護士の写真及び、詳しいプロフィール
を掲載。
2 弁護士情報検索
日本弁護士連合会の弁護士データを詳細な
検索項目から検索できる。
3 e-hoki 弁護士タウン
弁護士名、事務所名等から検索できる。
4 職員録
裁判所名から裁判官を調べられる。
5 e-hoki 裁判官検索
裁判官・裁判所名から検索できる。
異動履歴も掲載。
6 登記所・裁判所・警察署便覧

形態・所蔵

発行・サイト

書籍
資料情報 327.14/ゼン

15262728

インターネット

日本弁護士連合
会

http://www.bengoshikai.jp/
インターネット

新日本法規出版
http://www.e-hoki.com/lawyertown/ 株式会社
書籍
（毎年発行）
国立印刷局
資料情報 317.2/シヨ

15292790

インターネット

新日本法規出版
株式会社
http://www.e-hoki.com/judge/index.html
書籍

日本加除出版

全国裁判所所在地・連絡先・管轄がわかる。 資料情報 327.03/トウ 12943676
7 裁判所トップページ
インターネット
全国裁判所の詳細な連絡窓口など。

Q

法律新聞社

最高裁判所

http://www.courts.go.jp/

法律相談窓口を知りたい・・。

名前
団体名
1 福岡県弁護士会法律相談センター
0570-783-552
福岡県弁護士会
福岡県下17ヶ所に相談センターがある。公式ＨＰ
http://www.fben.jp/center/
で各窓口の案内が分かる。
2 法テラス福岡
0503383-5501
日本司法支援セン
法的トラブルの最初の相談窓口に。経済状況に応 http://www.houterasu.or.jp/fukuoka ター(法テラス)
じて無料相談も実施。
/index.html
3 久留米市市民相談
0942-30-9017
久留米市役所 協働推
進部広聴・相談課
予約制で法律相談・司法書士相談を実施。
※2017 年 6 月現在の情報。いずれも事前問い合わせ・相談予約が必要です。

法に関する情報は電子化が進んでおり、パソコンを利用するとより早く調べられ
る場合があります。パソコン操作に不慣れな方は職員がカウンターで一緒にお
調べいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
中央図書館２階

調査研究室カウンターTEL 0942-38-7116（代表）

FAX 0942-38-7183
作成

2014.3

改訂 2017.6

