
①　収集・整理

多摩市立図書館の重要な仕事のひとつに、多摩市や多摩地域に関する資料の収集・公開が

あります。多摩市や東京都、近隣市などの行政機関が発行する行政資料や、地域の歴史や多

摩市民の様々な活動を伝える郷土資料を地域資料として収集し、図書館の蔵書として受け入

れています。近年特に力を入れているのが、多摩市政の情報提供と、多摩ニュータウンに関

する資料の整理です。　

図書館では、自治基本条例に基づき市民協働を進めるためにも、多摩市役所の各課が作成

した資料を公開すると共に、様々なお問い合わせにお答えし、市政への身近な窓口となって

います。

また、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23年度は、ＵＲ都市機構から譲り受けた多摩ニュータウン資料のうち、延べ1,200冊を

将来の公開に向け受入･整理を進めました。

②　行政資料

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23年度は、19件のパブリックコメント、5件のアンケートが実施されました。

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。平成22年

の条例改正により、図書館の分室として正式に位置づけられ、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。

③　地域資料

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

土資料コーナーを設けています。そのように全体で約3万冊の地域資料を所蔵し、その主な内

容は次のとおりです。

・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

※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)で検索可能です。

・たま市民文庫 多摩市民や多摩市ゆかりの人の作品

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

 (5) 地域資料



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24年3月末現在の蔵書数は513件(うちＡＶは4件)です。

・多摩ニュータウン資料

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。行政資料室

と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。

④　多摩市の定期刊行物

毎年

毎年

議会事務局 毎年

予算特別委員会会議録

多摩市土地開発公社予算、事業計画及び資金計画について

子育て・子育ちサービス制度ガイド

多摩市平和展実施報告書

市民課の概要　

多摩市の財政白書-わかりやすい多摩市の財政状況(決算版）

Kｳ318.4

毎年Kｳ318.4 多摩市議会多摩市議会会議録　

Kｳ349.2

たま広報縮刷版

広聴　

Kｳ318.5

児童青少年課 毎年

Kｳ369.4 子育て支援課

Kｳ369.4 多摩市の児童館

Kｳ369.11 総合オンブズマン事務局 毎年

Kｳ369.27 障害福祉課 毎年

多摩市総合オンブズマン年次報告書　

福祉のしおり

Kｳ367 ＴＡＭＡ女性センター 毎年

Kｳ367.7 市民活動情報センター 毎年

ＴＡＭＡ女性センター事業概要

地域デビュー手引書

Kｳ364.4 保険課 毎年

Kｳ367 市民活動支援課 毎年女と男がともに生きる行動計画(中間見直し版)推進状況調査報告書

多摩市の国保　

Kｳ361.9 広報広聴課 毎年多摩市政世論調査報告書　

Kｳ351 企画課 隔年統計たま

Kｳ349.5 課税課、納税課 毎年

Kｳ349.4 財政課

Kｳ349.4
文書法制課、企
画課、財政課

毎年(多摩市)決算事業報告書　

主要施策の成果説明書基金の運用状況調書　

特別会計予算書　

財政課 毎年

東京都多摩市各会計歳入歳出決算書　

市税概要　

Kｳ349.4 財政課 毎年一般会計予算書　

予算の概要　

毎年

Kｳ349.4 財政課 毎年

Kｳ349.4

Kｳ349.2 課税課 毎年

Kｳ349.4 財政課 毎年

財政課

固定資産概要調書　

多摩市土地開発公社決算書Kｳ335.7 多摩市土地開発公社 毎年

Kｳ319.8

Kｳ335.8 市民活動支援課 毎年市民団体等との協働事例集

広報広聴課

Kｳ318.5 広報広聴課 毎年

毎年

Kｳ335.7 多摩市土地開発公社 毎年

市民生活課 毎年

多摩市議会 毎年

議会のあらまし　

選挙管理委員会 選挙ごと

多摩市の図書館　

毎年

多摩市立図書館

多摩市の便利な本－GUIDE BOOK TAMA－

決算特別委員会会議録　

広報広聴課

選挙の記録

多摩市地域防災計画

Kｳ318 企画課 毎年指定管理者管理運営評価シート

Kｳ318.236 毎年

Kｳ318.4 多摩市議会 毎年

市民課 毎年

Kｳ318.5

発行頻度資　料　名

Kｳ318.4

毎年ふるさとマップ多摩市全図－TAMA CITY GUIDE－

毎年

Kｳ291.36 広報広聴課

Kｳ317.79 防災安全課

Kｳ016.2

請求記号 発行部署

Kｳ314.8



⑤　パンフレット資料内訳

➅　主なファイル資料一覧

多摩市記者会見議題

経営会議の結果について（旧 首脳部会議の結果について）

　行政・郷土資料室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です。

「多摩ニュータウンタイムズ」「もしもし新聞」
「ショッパー」「東京リビング」

「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

「たま広報」「多摩市議会だより」「自治連たま」等

4紙地域新聞

多摩市

資 料 名

94紙

その他

多摩市図書館協議会会議録

ｺﾐｭﾆﾃｨ紙・
広報紙 等

228紙

教育振興課

Kｳ629.3

Kｳ372.136

毎年

Kｳ373.2

Kｳ379.3 児童青少年課

財団法人多摩市文化振興財団事業報告書

Kｳ519.4

Kｳ706

財団法人多摩市文化振興財団事業の成果と課題

134紙

多摩市行政評価市民委員会結果報告書

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

Kｳ 318.5 広報広聴課

Kｳ 318.5

多摩市長交際費支払状況

多摩市長資産等報告書等公開綴り

Kｳ 318.5 市長室

Kｳ 318.5 企画課

市長室

Kｳ 318.4 議会事務局

Kｳ 318.4 議会事務局生活環境（旧：建設環境）常任委員会要点記録　※

健康福祉（旧：厚生産業）常任委員会要点記録　※

Kｳ 318.4 議会事務局

Kｳ 318.4 議会事務局多摩市議長交際費支払状況

子ども教育（旧：文教）常任委員会要点記録　　※

Kｳ 318.4 議会事務局

子ども教育（旧：文教）常任委員会提出資料

Kｳ 318.4 議会事務局

Kｳ 318.4 議会事務局

議会運営委員会要点記録

総務常任委員会要点記録　※

多摩市議会定例会－一般質問通告書・答弁書・資料要求に対する回答

Kｳ 318.4 文書法制課

Kｳ 318.4 文書法制課

多摩市議会議案

Kｳ 318.3 文書法制課

多摩市文化振興財団 毎年

Kｳ706 多摩市文化振興財団 毎年

　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です。

Kｳ 318

請求記号

Kｳ 318 企画課第四期多摩市自治推進委員会

多摩市人事一覧

多摩市安全安心まちづくり推進協議会（資料・要点記録）

資　料　名

毎年

企画課

図書館Kｳ 013.3

発行部署

Kｳ 317.78 防災安全課

Kｳ 317.79 防災安全課

発行頻度

毎年

Kｳ685.059 みどりと環境課 毎年

請求記号

交通量等調査業務委託報告書

Kｳ519.3 みどりと環境課 毎年

健康推進課

みどりと環境課

みどりと環境
課

毎年
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

多摩市大気環境等調査業務委託報告書

公園緑地マニュアル

みどりと環境課 毎年

Kｳ518.54 みどりと環境課

Kｳ519.1

毎年

多摩市環境報告書　

毎年

多摩市青少年問題協議会報告書

多摩市教育委員会事務点検評価報告書

多摩市の教育　

清掃事業実績

毎年

事業概要

毎年

Kｳ518.2 下水道課多摩市の下水道

発行部署

教育委員会

Kｳ498.1



※の資料は、文書法制課発行の「提出資料」（所管課から提出された資料）のファイルもあります。

発行部署は最新刊行年の課等名称を表示

多摩市教育委員会交際費支払状況

発行部署

高齢者保険福祉計画・介護保険事業部会

地区別人口集計表／地区別年齢別人口集計表

多摩市街づくり審査会

多摩市社会福祉協議会理事会・評議員会議案書

ＴＡＭＡ女性センター市民運営委員会会議綴

多摩市男女共同参画社会推進協議会　会議資料・要点録

高齢者状況表　75歳以上

こどもプラン推進地域協議会会議要点録・会議資料

多摩市公民館運営審議会　会議資料及び議事録

第三次多摩市生涯学習推進計画策定委員会

多摩市立学校給食センター運営委員会資料

ごみ対策課

多摩市障がい者基本計画等策定市民委員会　会議資料・要点録

多摩市交通問題連絡協議会

文化スポーツ課体育施設運営審議－会答申・会議要点録－

Kｳ 369.4

教育委員会

多摩市交通安全対策会議

多摩市内の空間放射線・放射性物質測定結果

多摩市みどりと環境審議会会議要点録・配布資料

多摩市都市計画審議会議事録

多摩市気象月報

みどりと環境課

教育委員会

教育委員会

高齢者状況表　65歳以上

Kｳ 780.5

Kｳ 373.2

多摩市教育委員会議案書

Kｳ 681.3

多摩市介護保険運営協議会会議録・次第・資料

Kｳ 681.3

多摩市廃棄物減量等推進審議会

Kｳ 369.1

Kｳ 519.1

都市計画課Kｳ 518.8

都市計画課

定期監査報告書

Kｳ 518.8

Kｳ 367.1

Kｳ 518.52

子育て支援課

Kｳ 349.38

Kｳ 335.8

例月出納検査報告書

Kｳ 369.27

Kｳ 374.9

Kｳ 319.8

Kｳ 373.2

Kｳ 349.38

Kｳ 369.06

多摩市非核平和都市宣言関係文書

請求記号 資 料 名

多摩市公契約制度に関する審査委員会　配布資料

補助金一覧・補助金カルテ

市民団体等との協働推進会議要点筆記（旧　NPO協働推進会議要点録）

Kｳ 379

多摩市市民提案型まちづくり事業補助金（夢たま補助金）評価市
民委員会会議要点録・会議資料

Kｳ 373.2

多摩市教育委員会会議録

Kｳ 358

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

障害福祉課

教育委員会

ＴＡＭＡ女性センター

多摩市福祉協議会

企画課

Kｳ 369.1 介護保険課

Kｳ 379.2 教育部

介護保険課

道路交通課

文化スポーツ課

みどりと環境課

道路交通課

みどりと環境課

Kｳ 539.62

高齢支援課

Kｳ 358 高齢支援課

Kｳ 367.1 市民活動支援課

Kｳ 451

監査委員会

Kｳ 358

財政援助団体監査報告書

Kｳ 349.3 総務契約課

Kｳ 349.38

監査委員会

監査委員会

市民課

Kｳ 349.3 総務契約課

監査委員会

Kｳ 349.38

企画課

Kｳ 343.7 市民活動支援課

Kｳ 343.7

指定管理者監査報告書

入札経過調書

市民活動支援課

企画課

Kｳ 318.5 文書法制課

Kｳ 318.7 企画課

Kｳ 318.7 第五次多摩市総合計画審議会資料－基本構想関係－

第五次多摩市総合計画審議会資料－基本計画関係－



 (6) 大活字本

大活字本は、通常の活字の大きさでは読みにくい人に向けて、原本の内容はそのままに文字

の大きさや行間等に考慮して作られています。昭和50年代中頃から出版されるようになり、多

摩市では早くから収集を開始しています。全館で利用できるよう各館にコーナーを設けており、

高齢者によく利用されています。平成23年度末の所蔵は2,902点です。

 (7) 資格・職能図書

平成20年11月、本館に就業や社会人のスキルの向上の支援を目的として「資格・スキルアッ

プコーナー」を開設しました。このコーナーは、これまで収集の対象外としてきた各種資格

のテキスト・問題集を中心としたもので、ここを目的に初めて図書館を訪問する人も多く、

年齢に関わらず多くの世代によく利用されています。

 (8) AV(オーディオ・ビジュアル)資料

・カセットテープ

 落語、講談等を中心に所蔵しています。現在は、CD(コンパクトディスク)を収集している

ため新規の購入は行っていません。

・CD(コンパクトディスク)

平成4年度から収集・貸出を始めました。平成23年度は、購入タイトルは106タイトル、寄

贈タイトルは493タイトル、計599タイトル受け入れました。

・ビデオテープ・DVD

　オーディオ・ビジュアル資料受入件数（５年間の推移）

 (9) その他の資料

　調査に役立てるため、各館に利用者用インターネット検索端末を設置しており、図書館で契

約しているオンラインデータベースなどが閲覧できます。平成23年4月から「ヨミダス歴史館」

を、７月から法律情報データベース「TKCローライブラリー」を導入しました。

1

1

閲覧できる図書館

本館

本館・東寺方・豊ヶ丘・関戸・聖ヶ
丘・永山・唐木田・行政資料室

本館・東寺方・豊ヶ丘・関戸・聖ヶ
丘・永山・唐木田・行政資料室

永山

平成19年度

同時アクセス
可能数

1

1

平成22年度

寄贈

平成20年度

1

独立行政法人国立印刷局

ネットアドバンス

日本経済新聞社

1

平成21年度

55

0 0

14

138 200

ビデオテープ
購入 0 0

カセットテープ 寄贈

寄贈 164

本館・東寺方・豊ヶ丘・関戸・聖ヶ
丘・永山・唐木田・行政資料室

187

110

1 0

CD(コンパクトディスク)
購入

296 331

120

0

106

493

174

1 0 3

12 9 51

0

0 0

21 37

読売新聞社

寄贈

朝日新聞社

16

7

237

合計 454 607

ＤＶＤ 5

0

平成23年度

ジャパン・ナレッジ

聞蔵Ⅱ

日経テレコン２１

TKCローライブラリー

ヨミダス歴史館

データベース名

その他AV資料

ぎょうせい

官報情報サービス

475

本館・東寺方・豊ヶ丘・関戸・聖ヶ
丘・永山・唐木田・行政資料室

寄贈

2

 購入はしていませんが、多摩市が制作したものと寄贈されたものを所蔵しています。



 (10)　障がい者用資料

活字が読みにくい方や図書館への来館が困難など図書館資料をそのままでは利用できない

方のための資料です。

・録音図書、録音雑誌　　　　    

本や雑誌を音訳しカセットテープやＣＤ－ＲＯＭなどに録音した資料です。制作は、音

訳の行政協力員の協力を得て行っています。録音図書は全国的な協力貸出の体制が作られ

ており、全国の障がい者サービスを利用する方々にも利用されています。

平成23年度は27タイトルを制作しました。

そのうちＤＡＩＳＹ（デイジー）図書は、カセットテープの代わりにＣＤ‐ＲＯＭなど

にデジタル録音した資料で、読みたい個所が容易に探せることが大きな特徴です。

平成20年度からは、デイジー図書の利用が多くなりました。

・点字図書

国語や英和の辞典、児童用の図書、挿絵が点字で表された図書があります。現在、点字

図書の制作は、市内の点訳団体（サークル）にお願いしています。

　障がい者用資料作成数（5年間の推移）

※上記の他、音訳雑誌（月刊誌）および広報誌（年６回）を各１タイトル作成

平成19年度 平成21年度 平成23年度

23

種類 平成22年度平成20年度

0

1162 37 27

21

12

うちデイジー図書 15 11

7

47録音図書

32

5

31

合計

8

10

54

6 6うちカセットテープ

※点字図書には、点字付き絵本を含む（平成20年度より作成開始）

50 67 44 37

点字図書 3


