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平成 30 年度多摩市の図書館 



多摩市立図書館の基本方針・運営方針（平成２３年４月） 

＜基本方針＞ 

市民の「知る」を支援する 

多摩市立図書館は、持続可能な社会を目指し、すべての市民が必要とする資料や

情報を得ることを支援します。そして、いつでも、どこでも、だれでも気軽に利用

できる図書館サービスの実現のため、地域や他機関と協力し、市民のみなさんと一

緒に、積極的な図書館活動を推進します。 

＜運営方針＞ 

１ (だれもが使える図書館) 

本館を中心にして分館及び分室を運営することにより、身近なところで気軽に利

用できる図書館を目指します。また、だれもが図書館を利用できるよう、高齢者や

障がい者、多様な文化を持つ人々へのサービスに努めます。 

２ (子どもの読書環境の整備) 

一人ひとりの子どもが、感性や人間性を育み、大きく変化する社会情勢にも対応

できるよう、生きる力を支援する図書館を目指します。また、子どもたちが読書に

関心をもち、いつでも読みたいときに興味ある本に出会えるよう、読書環境の整備

に努めます。 

３ （市民や地域に役立つ図書館） 

暮らしや地域の課題解決、豊かな読書を支える情報拠点として、多様な資料や情

報を収集・提供し、市民や地域に役立つ図書館を目指します。また、多摩市と多摩

市に関係する地域資料の活用を通じて、地域文化の継承と新たな創造を支えます。 

４ （しらべるを支え、つながる図書館） 

図書館資料は、身近なところで多くの人が便利に利用できるよう、全館で共有管

理しているメリットをさらに活かします。また、より高度で専門的な調査研究に関

する要望に応えるため、レファレンスサービスの充実を図るとともに、他の図書館、

大学、専門機関との連携を推進します。 

５ （弾力的な管理・運営） 

利用者サービスのより一層の向上のため、新しい技術や他の図書館及び異業種の

発想や手法を積極的に学び活用することにより、弾力的かつ効果的な管理・運営に

努めます。 



多摩市の図書館 7  展示・行事・広報

1　平成30年度の多摩市立図書館 　(1)　主な企画展示

2　各図書館・ブックポスト案内 【各館の展示一覧】

平成30年度の事業報告 　(2)　館内行事　講座・講習会

1　決算   (3)　広報

2　資料の受入状況、種類等 8　市民と図書館　-図書館活動を支える人たち-

　(1)　資料の受入状況 　(1)　おはなし会

　(2)　図書館別蔵書数(図書・視聴覚資料) 　(2)　絵本かたりかけ事業

　(3)　新聞 　(3)　障がい者サービス

  (4)　雑誌   (4)　地域資料の寄贈

　(5)　地域資料 　(5)　大学等との連携

  (6)　大活字本  (6)　おはなし会協力団体のおすすめ本の展示

　(7)　資格・職能図書   (７)　その他

  (8)　視聴覚資料 多摩市立図書館について

　(9)　その他の資料 1　職員

 (10)　障がい者用資料  (1)  組織及び分掌事務

 (2)  職員

3　年間ベストリーダー  (3)  研修

　(1)　一般書 2　図書館協議会

　(2)　児童書  (1)  委員

　(3)　ティーンズ  (2)  協議会の開催

サービスの状況 3　教育委員会・議会

1  貸出サービス　-登録・利用状況-  (1)  多摩市教育委員会への主な提案

　(1)　利用者登録の状況  (2)  多摩市議会図書館関連の一般質問

　(2)　個人利用の状況 4　多摩市の図書館のあゆみ

　(3)　団体利用の状況  (1)  多摩市の図書館

　(4)　弁償・督促  (2)  図書館のあゆみ　

2　予約・リクエスト、協力貸出等 　　　　　一つの建物と自動車図書館から始まり、

　(1)　予約・リクエスト 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域図書館の整備に重点

　(2)　協力貸出  (3)  書庫及び団体貸出図書室について

3　レファレンス -相談業務・参考業務- 長年、市立学校の空き教室を書庫として活用

　(1)　相談受付件数  (4)  開館日・開館時間について

　(2)　インターネット検索用端末  (5)  多摩市立図書館年表

  (3)　インターネット検索用端末利用者数 5　コンピュータシステムの変遷

4　京王線沿線七市連携 （１）オンライン化以前の電算処理　（２）第Ⅰ期コンピュ

  (1)  多摩市民の京王線沿線七市の他市立 ータシステム（３）第Ⅱ期コンピュータシステム

　　　　図書館の利用状況 （４）第Ⅲ期コンピュータシステム　（５）第Ⅳ期コンピュ

  (2)  八王子・府中・調布・町田・日野・稲城 ータシステム（６）第Ⅴ期コンピュータシステム

　　　　市民の多摩市立図書館の利用状況 新たな本館の整備に向けて

5　子どもへのサービス 1　基本構想の策定について（平成28年度）

　(1)　第三次多摩市子どもの読書活動推進計画 2　基本計画の策定（平成28～29年度）

の推進 3　基本・実施設計業務委託の受託者選定と基本・

　(2)　各館での取り組み 実施設計業務の開始（平成30年度～）

 (3)　赤ちゃんから絵本に親しむための事業 資料

  (4)　市立小・中学校への支援、学校連携 1　統計資料

　(5)　子どもや子どもの本に関わる大人のため  (1)　パスワード・メールアドレス・Felica登録者の推移

の講座  (2)  図書館別利用状況の推移
  (6)　市民との協働の活動など  (3)  図書館別個人貸出点数の推移

　(7)　図書館が発行する子どもの本の案内など  (4)  個人貸出実績の推移

　(8)　図書館が所有する資料など  (5)  個人利用実績及び図書費の推移

6　障がい者サービス  (6)  月別利用状況

　(1)　録音図書・雑誌（テープ、デイジー）  (7)  団体貸出数の推移

　　　　及び点字図書の作製、提供 2　東京都26市図書館の比較

　(2)　対面朗読サービス 3　学校図書館資料数

  (3)　視覚等障がい者用情報機器 法規等

　(4)　宅配サービス 1　法令
　(5)　過去5年間のサービス実績の推移 2　条例・規則・要綱
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