
・多摩市の行政資料 多摩市が発行している印刷物や市政関連資料
・民間発行物 個人、団体が発行した多摩市を中心とした地域に関する資料
・他機関発行物 他の自治体や機関が発行した資料

・パンフレット類 ミニコミ紙、地域新聞、広報類など

・新聞切り抜き 多摩市及び多摩地域に関する記事(平成元年～*)
*　昭和48年8月～昭和63年12月の多摩市関連新聞はCD-ROMで所蔵

・たま市民文庫 多摩市民や多摩市ゆかりの人の作品

・多摩ニュータウン資料

　①　多摩市の主な定期刊行物

請求記号

毎年

毎年2003迄

毎年

資　料　名 発行部署

多摩市文化振興財団

多摩市立図書館多摩市の図書館　

パルテノン多摩《博物館部門》研究紀要

ふるさとマップ多摩市全図－TAMA CITY GUIDE

多摩市地域防災計画

企画課

Kｳ016.2

発行頻度

毎年

Kｳ291.36

Kｳ317.79

Kｳ051

毎年

毎年

市政概要　 情報推進課

広報広聴課

防災安全課

Kｳ318

Kｳ318.2

多摩市行政評価報告書

(5) 行政・郷土資料

　多摩市の図書館でなければできない仕事のひとつに、多摩市に関する資料・情報の収集が
あります。自治基本条例が制定された多摩市では、市民協働を進めるため、市政に関する情
報の提供を重視し、図書館は、市政に関する情報提供の身近な窓口になっています。各課が
作成し、印刷・頒布する行政資料は、図書館の蔵書として登録していますので、検索、閲
覧、貸出もできます。
　また、行政資料のほかに、地域の歴史や市民のさまざまな活動を伝える郷土資料の収集も
大切な仕事です。本だけでなく、チラシやパンフレットも含め、幅広い収集を行っていま
す。

　近年、特に力を入れているのが多摩ニュータウンに関する資料です。市の大きな地域特性
である多摩ニュータウンは、日本の都市開発史という観点からも注目される分野です。本館
は、行政・郷土資料の中心館として閉架書庫に約１万冊を所蔵するとともに、多摩ニュータ
ウンに関する資料の収集・整理・保存に取り組んでいます。

　平成20年3月、本館は市役所の隣から落合地区に移転しました。それに伴い、旧本館の行
政・郷土資料コーナーは、市役所第二庁舎１階に行政資料室として再出発しました。多摩市
の行政資料を中心に約１万冊の資料を備え、本館と連携・協力しながら、行政資料の収集と
積極的な提供に努めています。
　また、多摩市に関する資料はどの館でも見ることができるよう、各館の規模にあわせて行
政・郷土コーナーを設けています。そのように全体で約3万冊の郷土・行政資料を所蔵し、
その主な内容は次のとおりです。

平成元年からの多摩市及び多摩地域に関する記事の見出しと抄録は図書館ホームページ及び図
書館内の利用者端末(館内OPAC)で検索可能。平成21年度は、平成20年4月から平成21年3月まで
の682件を入力。

生涯学習の推進を目的に多摩市民・多摩市ゆかりの人の作品を収集し、作者とその
作品を広く紹介するために蔵書の一分野として「たま市民文庫」を設け資料を集め
ています。本館の「たま市民文庫コーナー」で閲覧できるほか、図書館ホームペー
ジに一覧を掲載しています。平成22年3月末現在の蔵書数は421冊です。

多摩ニュータウン開発により多摩市は大きな変貌を遂げました。開発から40年が経
過する中、ニュータウン開発に関わる資料の収集・保存に力を入れています。移転
後の本館では多摩ニュータウン資料コーナーを設置し、資料の紹介をしています。



請求記号 資　料　名 発行部署
多摩市の生活情報－LIVING GUIDE TO TAMA CITY多摩市生活指南－

予算特別委員会会議録

多摩市議会会議録　Kｳ318.4

みどりと環境課 毎年

多摩市の国保　

Kｳ367

Kｳ367

Kｳ349.38
多摩市一般会計特別会計歳入歳出決算及び各基金の運
用状況審査意見書

多摩市監査委員 毎年

ＴＡＭＡ女性センター

毎年

Kｳ493.93 小児生活習慣病予防健診結果について
教育委員会／多
摩市学校保健会

毎年

Kｳ519.3
多摩市大気環境等調査業務委託・主要交差点付近等道
路交通騒音調査報告書

環境対策課 毎年2005迄

Kｳ685.059

Kｳ706 財団法人多摩市文化振興財団事業報告書 多摩市文化振興財団

多摩市の環境保全　 環境対策課

ダイオキシン類等調査業務委託報告書

多摩市大気環境等調査業務委託報告書 みどりと環境課

Kｳ519.4
多摩市内の河川等の水質とそこに生息する魚類－河川等
調査分析業務委託

毎年

多摩市環境報告書　 みどりと環境課

広報広聴課たま広報縮刷版

清掃事業実績 みどりと環境課

福祉のしおり

毎年

毎年

Kｳ318.4

Kｳ318.5

Kｳ318.5

Kｳ314.8

Kｳ349.4

Kｳ349.4

Kｳ349.4

Kｳ518.54

Kｳ349.4

ＴＡＭＡ女性センター事業概要

多摩市の下水道 下水道課

生涯学習がいどぶっく
多摩市の教育　

児童青少年課

教育振興課

文化スポーツ課

毎年

Kｳ519.1 毎年

Kｳ519.3 毎年

Kｳ519.15 毎年2004迄環境対策課

交通量等調査業務委託報告書 みどりと環境課

Kｳ519.2 ４年ごと2002迄

Kｳ349.2

選挙ごと

毎年

Kｳ369.4

Kｳ372.136

Kｳ379

Kｳ369.4

Kｳ369.27

Kｳ518.2 毎年

毎年

毎年

Kｳ498.1 事業概要　 健康推進課

多摩市の児童館

毎年

毎年

毎年２００６迄

毎年

毎年

隔年2002迄

広聴　

毎年

毎年

議会のあらまし　

毎年

Kｳ335.8

毎年

Kｳ351

毎年

決算特別委員会会議録　

選挙の記録

子育て・子育ちサービス制度ガイド

Kｳ349.5 毎年

市民活動支援課

市民課の概要　

財政課

財政課

財政課

決算事業報告書　
文書法制課、企画
課、財政課

毎年

毎年

毎年議会事務局

課税課

選挙管理委員会

毎年

毎年2000迄

毎年

財政課

Kｳ364.4

東京都多摩市各会計歳入歳出決算書　

毎年

課税課、納税課

Kｳ349.4

企画課

Kｳ318.5

固定資産概要調書　

一般会計・特別会計予算書　

主要施策の成果説明書基金の運用状況調書　

予算の概要　

ＮＰＯ・市民団体等協働事例集 ・市民団体等との協働事例集

多摩市議会

多摩市議会

Kｳ318.2

Kｳ318.4

Kｳ318.4

多摩市議会

生活文化課

Kｳ369.11

広報広聴課

多摩市政世論調査報告書　 広報広聴課Kｳ361.9 毎年

女と男がともに生きる行動計画推進状況調査報告書

多摩市福祉オンブズマン年次報告書　

障害福祉課

統計たま

福祉オンブズマン事務局

毎年

毎年

保険年金課

子育て支援課

市民活動支援課

毎年

発行頻度

市民課

市税概要　



　②　パンフレット資料内訳

　③　主なファイル資料一覧

企画課

企画課

市民活動支援課
多摩市市民提案型まちづくり事業補助金評価市民委員会会議要点
録・会議資料

Kｳ 343.7

Kｳ 318.7 第四次総合計画後期基本計画更新関係文書 企画課

Kｳ 318.7 第四次多摩市総合計画更新市民討論会関係文書 企画課

Kｳ 343.7 多摩市補助金評価市民委員会 企画課

Kｳ 318.5 多摩市情報公開・個人情報保護運営審議会議事録（要点録）・資料 文書法制課

Kｳ 318.5 経営会議の結果について(旧題：首脳部会議の結果について) 企画課

Kｳ 318.4 多摩市長交際費支払状況 広報広聴課

Kｳ 318.4 特別委員会提出資料 文書法制課

Kｳ 318.4 一般質問通告書・請願陳情文書表 多摩市議会

Kｳ 318.4 多摩市議会定例会－市長行政報告・一般質問答弁書・議案提案理由口述
書

議会事務局

Kｳ 318.4

Kｳ 318.4 健康福祉（旧：厚生産業）常任委員会提出資料 文書法制課

Kｳ 318.4 総務常任委員会提出資料 文書法制課

生活環境（旧：建設環境）常任委員会提出資料 文書法制課

Kｳ 318.4 子ども教育（旧：文教）常任委員会要点記録 議会事務局

議会事務局

Kｳ 318.4 子ども教育（旧：文教）常任委員会提出資料 文書法制課

Kｳ 318.4

Kｳ 318.4 多摩市議長交際費支払状況 議会事務局

Kｳ 318.4 請願陳情の処理経過及び結果の報告 議会事務局

全員協議会要点記録 議会事務局

Kｳ 318.4 生活環境（旧：建設環境）常任委員会要点記録 議会事務局

Kｳ 318.4 健康福祉（旧：厚生産業）常任委員会要点記録 議会事務局

Kｳ 318.4 特別委員会要点記録

Kｳ 318.3 多摩市人事一覧 文書法制課

Kｳ 318.4 議会運営委員会要点記録 議会事務局

Kｳ 318.4 多摩市議会議案 文書法制課

Kｳ 318 多摩市使用料等審議会関係文書 企画課

Kｳ 318 多摩市指定管理者候補者選定委員会会議録
指定管理者候補
者選定委員会

多摩市国民保護協議会会議資料－〔付〕多摩市国民保護協議会議
事要点録

防災安全課

Kｳ 013.3 多摩市図書館協議会会議録

企画課Kｳ 318 多摩市自治推進委員会

多摩市安全安心まちづくり推進協議会（資料・要点記録）Kｳ 317.78

Kｳ 343.7 多摩市補助金評価市民委員会資料－補助金別事業カルテ・事業
診断書綴－

防災安全課

Kｳ 335.8 ＮＰＯ協働推進会議要点筆記　市民団体等との協働推進会議要点
筆記

市民活動支援課

Kｳ 343.7 多摩市の補助金

　　委員会や審議会の会議録等、随時ファイルに追録される資料

議会事務局

地域新聞

行政・郷土資料コーナーで収集している行政広報類、地域のミニコミ誌などの逐次刊行物

6紙

総務常任委員会要点記録

70紙
コミュニティ紙

86紙多摩市

図書館

Kｳ 019.2 多摩市子ども読書活動推進計画策定委員会・幹事会会議録 図書館

Kｳ 317.79

資 料 名

「たま広報」「多摩市議会だより」「自治連たま」等

「広報東京都」「都議会だより」「多摩のかけはし」「たまのよ
こやま」等

その他

Kｳ 318.4

156紙

請求記号 発行部署

「多摩ニュータウンタイムズ」「もしもし新聞」「ほーむたうん」「朝日タウ
ンズ多摩版」「ショッパー」「東京リビング」



※発行部署は最新刊行年の課等名称を表示

(6) 大活字本

Kｳ 681.3 多摩市交通問題連絡協議会 道路交通課

Kｳ 671 多摩センター地区活性化推進本部会議記録綴  2004迄 多摩センター地区活性化推進本部

Kｳ 681.3 多摩市交通安全対策会議 道路交通課

Kｳ 518.8 多摩市都市計画審議会議事録 都市計画課

Kｳ 519.1 多摩市環境審議会会議録 みどりと環境課

Kｳ 518.52 多摩市廃棄物減量等推進審議会への配布資料 ごみ対策課

Kｳ 518.8 （仮称）多摩市街づくり条例案検討市民委員会配布資料 都市計画課

Kｳ 374.9 多摩市立学校給食センター運営委員会資料 教育委員会

Kｳ 498.1 多摩市地域保健福祉協議会 健康福祉部

Kｳ 373.2 多摩市教育委員会会議録 教育委員会

Kｳ 373.2 多摩市教育委員会交際費支払状況 教育委員会

Kｳ 373.1 多摩市立学校の一定規模及び適正配置等に関する審議会（会議録・資料） 教育委員会

Kｳ 373.2 小中学校別学区域対照表 教育委員会

Kｳ 369.27 多摩市通所施設整備の促進検討会会議録 障がい福祉課

Kｳ 369.4 こどもプラン推進地域協議会会議要点録・会議資料 子育て支援課

Kｳ 369.1 多摩市介護保険運営協議会 介護保険課

Kｳ 369.1 第２次多摩市健康福祉推進プラン改定案策定委員会各専門部会資料 健康推進課編集

Kｳ 367.1 多摩市男女共同参画社会推進協議会会議録綴 市民活動支援課

Kｳ 369.06 多摩市社会福祉協議会理事会・評議員会議案書 多摩市福祉協議会

Kｳ 358 多摩市住民基本台帳町丁目別人口調べ 市民課

Kｳ 367.1 ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会会議綴 ＴＡＭＡ女性センター

Kｳ 358 ５歳階級別住民基本台帳人口 市民課

Kｳ 358 区画整理・年齢別基本台帳人口 市民課

Kｳ 358 多摩市将来人口推計 企画課

Kｳ 358 地区別人口集計表／地区別年齢別人口集計表 市民課

Kｳ 349.38 例月出納検査報告書 監査委員会

Kｳ 349.3 入札経過調書 総務契約課

Kｳ 349.38 住民監査請求監査結果 監査委員会

Kｳ 349.38 定期監査報告書 監査委員会

Kｳ 349.3 多摩市のバランスシート＆行政コスト計算書 財政課

Kｳ 349.38 財政援助団体監査報告書 監査委員会

Kｳ 349.2 多摩市の財政状況 財政課

　平成16年8月の多摩市自治基本条例の制定と同時に、各図書館にパブリックコメント等関
連資料コーナーを設置し、行政と市民をつなぐ役割をさらに進めています。そこでは、各課
から依頼されたパブリックコメントやアンケートの関連資料の閲覧・配布・意見募集箱の設
置を行うと共に、「たま広報」で紹介された行政資料を展示するなど、市政に関する最新の
情報提供に努めています。資料は、図書館ホームページで検索し、館内で閲覧できます。一
部の資料は貸出用も用意しています。
　平成21年度は、8件のパブリックコメント、4件のアンケートが実施されました。

　通常の活字の大きさでは読みにくい人に向けて、大活字本とよばれる分野の出版が1980年
代頃から行われるようになり、多摩市では早くから収集を開始しています。出版点数が多く
ないため現在の所蔵は2,597点ですが、全館で利用できるよう各館にコーナーを設け、高齢
者によく利用されています。


