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小平市中央図書館 地域資料                           2017 年7 月改訂 

行政情報等を調べる 
小平を中心とした行政情報および主題資料の調べ方を紹介します。 

１ 議会・選挙について ⇒ Ｆ 

  議事録はF4、選挙はF7 

『小平市議会会議録』 (小平市議会 1969-) [K F4-10] 昭和44年9月定例会～ 

『小平村議会会議録』2冊 (小平市企画政策部 2010) [K B2-10] 

現存する明治から昭和18年までの会議録を収録。解題付き。明治期は34年・40年・43年しか現存しな

い。大正3年以降は大正4年と9年が欠けている。 

『小平町議会会議録』  (小平市企画政策部 2010) [K B2-10] 昭和19～26年 

昭和21年の会議録が欠けている。解題付き。 

『選挙に関する世論調査』 (東京都選挙管理委員会 1974-) [K F7-00] 

 

２ 行政について ⇒ Ｇ 

  分掌事務、町名変更はG1、基本構想・計画はG2、市報はG5、世論調査はG6 

 【市勢要覧・便利帳】 

『市政概要』 (小平市議会事務局 1982-) [K G0-10] 

市勢・市議会・市行政の3章構成。市勢には沿革、地勢・位置、土地利用、地価公示、人口、公共施設

位置図を収録。市議会には議員名簿、議会構成、議会活動状況等を収録。市行政には組織機構図、主

要事業、職員数・職員給与等各部の事業の概要や実績を紹介。 

『市民便利帳』 (小平市 1978-) [K G0-10] 

市章・市歌、名誉市民、マスコットキャラクター、歴史と文化、市役所案内、窓口事務の案内、税金・

国保・年金の概要、生活・環境・福祉事務の概要、市民相談案内、出版物紹介、にじバス路線図、施

設の地図・電話番号等を収録。索引あり。 

『小平市の現況－基本構想の策定にあたって－』 (小平市企画財政部 1984) [K G2-10] 

昭和58年度に実施した自然・社会・施設条件等の基礎調査により作成した地図や図表39件を収録。 

「小平村勢一班 昭和三年十一月現在」 (小平村青年団村勢調査会 1929) [細田家古書 175] 

「小平村勢一班」と「小平村郷土史概要」からなり、村勢一班には土地戸口、教育、勧業、財政、兵

事及衛生、交通等の諸統計を収録。郷土史概要は村の概要と寺社の解説が主で、寺社と村役場、青年

団事務所の写真あり。 

「小平村要覧」 (小平村 1936) [細田家古書 176] 

要覧には土地、戸口、財政、予算、兵事、警備、教育、産業、交通運輸、衛生、官公署・学校、各種

団体、社寺、各種議員選挙資格者、名誉職員並吏員、産業関係役職員、行政の諸統計を収録。裏面に

小平村縮図あり。 

 【行政組織】 

『小平市分掌事務一覧』 (小平市企画政策部 1989-) [K G1-10] 

 【自治体沿革・町名変更】 

「[町制施行申請]理由書」（『小平の近現代基礎史料』164-165p） 

昭和18年の戸数、人口、施設、交通（11駅、4バス路線）を示し町制施行の理由を述べる。 

『小平町を市とする処分申請書』 (小平町 1962) [K G1-10] 

町の現況表、市名および市名選定の理由、市役所の位置の選定理由、関係図面、市民感情の動向等 
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「字をなくし三十三の町に」（『小平町報縮刷版』昭和37年9月5日号 1p） 

※ 市制施行以降の住居表示の変更は「小平町報・市報索引」で検索し、『小平市報縮刷版』で見る。 

※ 平成14年以降は「小平市ホームページ/住居表示」

[http://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/index10010003.html] 

『東京都町村合併誌』 (東京都 1957) [K G1-00] 

 【基本計画】 

『小平市長期総合計画基本構想』 (小平市 1970) [K G2-10] 

『小平市第二次長期総合計画基本計画』 (小平市 1980) [K G2-10] 

『小平市新長期総合計画』 (小平市 1986) [K G2-10] 

『小平市新長期総合計画後期基本計画』 (小平市 1996) [K G2-10] 

『小平市第三次長期総合計画』 (小平市 2006) [K G2-10] 

 【市報】 

『小平町報 縮刷版』 (小平市企画政策部 1977) [K G5-10] 

『市報こだいら 縮刷版』15冊 (小平市企画政策部 1978-2002) [K G5-10]昭和37年～平成13年 

『市報こだいら 合冊版』 (小平市企画政策部 1974-) [K G5-10] 昭和49年～ 

 【世論調査】 

『小平市政に関する世論調査』 (小平市企画政策部 1975-) [K G6-10] 

 

３ 財政・経済について ⇒ I・Ｊ 

  予算・決算はI2、地価はJ3 

『小平市一般会計予算書』 (小平市 1980-) [K I2-10] 

『小平市特別会計予算書』 (小平市 1970-) [K I2-10] 

『小平市一般会計歳出歳入決算書』 (小平市 1982-) [K I2-10] 

『小平市特別会計歳出歳入決算書』 (小平市 1983-) [K I2-10] 

 

４ 統計について ⇒ Ｋ 

  統計書はK1 

『統計書』  (小平市企画政策部 1971,1980-) [K B1-10] 

自然条件、人口、産業、経済・労働、交通・通信、都市施設、保健衛生及び環境、社会福祉、教育、

治安・防災、議会・選挙、行財政の大項目のもとに199項目の統計を掲載。 

『小平市の人口』 (小平市市民部 1977-) [K G2-10] 

住民基本台帳をもとに集計した人口の推移、人口移動、年齢別人口、資料の26表で構成。 

 

５ 社会・生活について ⇒ Ｌ 

  生活・消費者問題はL2、警察はL6 

『小平市国際交流協会設立10周年記念誌』 (小平市国際交流協会 2001) [K L1-10] 

『むすぶ―市民活動団体データ集―』 (小平市民活動支援センターあすぴあ 2002-) [L2-10] 

『小平の市民活動団体と地域諸団体との連携・協力実態調査報告書』 (小平市民活動支援センターあす

ぴあ 2017) [L2-10] 

『小平市市民活動実態調査』 (小平市市民生活部 2008) [K L2-10] 

『小平市アクティブプラン21－第三次小平市男女共同参画推進計画－』 (小平市地域振興部 2017) [K 

L3-10] 

『第2次小平市青少年育成プラン推進状況調査報告書』 (小平市子ども家庭部 2008-) [K L3-10] 
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『小平子育て情報誌 おさんぽ』 (Bring up 2000) [K L2-10] 

小平でおさんぽ、友だちつくろう、本大好き、親子で楽しむ、お買い物、保育園と幼稚園、みんなで

子育て、いざという時に(医療情報・災害に備えていますか？)、子育て の章で構成し、イラストが

豊富。 

『青少年事業の概要』 (小平市次世代育成部 1984-2008) [K L3-10] 

『小平消防署のあゆみ』 (小平消防署 2008) [K L7-10] 

 

６ 労働について ⇒ М 

  高齢者事業団はM1、労働運動はM3 

『年輪－創立五十周年記念誌－』 (東京障害者職業能力開発校 1998) [K M1-10] 

『創立十五年記念誌 あゆみ』 (小平市シルバー人材センター) [K M1-10] 

『三十年のあゆみ』 (小平市職員組合 1991) [K M3-10] 

 

７ 福祉厚生について ⇒ Ｎ 

  老人福祉はN3、障がい者福祉はN4、児童福祉はN5 

『福祉事業概要』 (小平市健康福祉部 1964-) [K N1-10] 

『小平市地域保健福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のための基礎調査報告書』 (小平市健康福

祉部 2017) [K N1-10] 

『小平市第三期地域健康福祉計画 小平市障がい者福祉計画』 (小平市健康福祉部 2008) [K N1-10] 

『黎明会70年のあゆみ』 (黎明会 2015) [K N1-10] 

『小平市地域包括ケア推進計画』 (小平市健康福祉部 2015) [K N1-10] 

『高齢者のしおり』 (小平市健康福祉部 2016) [K N3-10] 

『介護保険べんり帳』 (小平市健康福祉部 2017) [K N3-10] 

『創立50年記念誌 50年のあゆみ』 (小平市高齢クラブ連合会 2015) [K N3-10] 

『第五期小平市障害福祉計画策定のための実態調査結果報告書』(小平市健康福祉部 2017) [K N4-10] 

『ああエレベーター』 (みくに書房 1986) [K N4-10] 

『子育てガイド』 (子ども家庭部 2016) [K N5-10] 

『小平市子ども・子育て支援事業計画』 (小平市次世代育成部 2015) {K N5-10} 

『子どもの権利条約』 (小平市教育委員会 1996) [K N5-10] 

『国民健康保険の概要』 (小平市健康福祉部 1982-) [K N6-10] 

 

８ 教育について  ⇒ Ｏ 

  教育史・学校史はO2、社会教育はO7  

『小平市の教育』 (小平市教育委員会 1987-) [K O1-10] 

Ⅰ小平市教育振興基本計画、Ⅱ教育委員会、Ⅲ地域との連携、Ⅳ学校教育、Ⅴ社会教育、Ⅵ市長部局、

Ⅶ市立小・中学校の概要、Ⅷ資料編で構成。資料編には学校・社会教育施設一覧、耐震化の経過と計

画、いじめ防止基本方針等を収録。 

『小平市教育振興基本計画』 (小平市教育委員会 2013) [K O1-10] 

 【教育史・学校史】 

『小平市教育史資料集』27冊 (小平市中央図書館 1989-2001) [K O2-10] 明治期から平成期の編年体 

『小平青年学校史資料集』 (小平市中央図書館 1988) 

『小平市教育史年表』2冊 (小平市中央図書館 1992) [K O2-10] 

『教育史料集』5冊 (片山務 -2013) [K O2-10] 
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『小平の学校(文化財特別展)』 (小平市教育委員会 2012) [K O2-10] 

『沿革史』 (小平市教育研究協議会 1990) [K O2-10] 

『武蔵野美術大学のあゆみ』 (武蔵野美術大学 2009) [K O2-11] 

『白梅学園短期大学創立五十周年記念誌』 (白梅学園短期大学 2009) [K O2-11] 

『嘉悦学園のあゆみ-九十周年を迎えて-』 (嘉悦学園 1993) [K O2-16] 

『津田塾大学100年史』2冊 (津田塾大学 2003) [K O2-12] 

『津田塾大学 津田梅子と塾の90年』 (津田塾大学 1990) [K O2-10] 

『東京商科大学予科の精神と風土』 (大澤俊夫 20005) [K O2-10] 

『一橋大学百二十年史』 (一橋大学 1995) [K O2-23] 

『一橋大学学問史』 (一橋大学 1986) [K O2-23] 

『汝の光を輝かせ』 (恵泉女学園 1989) [K O2-10] 

『朝鮮大学校創立25周年を記念して』 (朝鮮大学校 1981) [K O2-11] 

『国土建設学院三十年史』 (国土建設学院 1992) [K O2-13] 

『30年のあゆみ』2冊 (全国建設研修センター 1992) [K O2-13] 

『白梅学園高等学校五十年史』 (白梅学園高等学校 2013) [K O2-11] 

『五十年史』 (拓殖大学第一高等学校 1998) [K O2-16] 

『錦城百年史』 (錦城学園 1984) [K O2-14] 

『心にきざんだ1800日 創立者とともに』 (創価学園 1983) [K O2-17] 

『東京都立小平高等学校二十年史』 (東京都立小平高等学校 1982) [K O2-13] 

 【社会教育】 

『小平の社会教育』 (小平市教育委員会 1969-1993) [K O7-10] 

『小平市民のスポーツに関するアンケート調査報告書』 (小平市地域振興部 2017) [K O7-10] 

『第二次小平市のスポーツ振興の基本方針』 (小平市地域振興部 2017) [K O7-10] 

『小平市体育協会50年のあゆみ』 (小平市体育協会 2009) [K O7-10] 

『一期一振 小平市剣友会創立50周年記念』 (小平市剣友会 2007) [K O7-10] 

『小平水協30年のあゆみ』 (小平市水泳協会 2005) [K O7-10] 

『出てこい出てこい一芸こだいらさん』 (小平商工会 1997) [K O7-10] 

『萌える若葉 小平リトルリ－グ創立２０周年 小平シニアリ－グ１２周年記念誌』 (小平リトルシニ

アリーグ野球協会 1993) [K O7-10] 

『合気こだいら 小平合気道連盟10周年記念』 (小平合気道連盟 1988) [K O7-10] 

 

９ 文化施設について ⇒ Ｐ 

  図書館はA1、公民館はP1、平櫛田中館はP5 

『小平市立図書館事業概要』 (小平市立図書館 2001-) [K A1-10] 

『小平市立図書館40年のあゆみ』 (小平市立図書館 2016) [K A1-10] 

『小平市立図書館30年のあゆみ』 (小平市立図書館 2006) [K A1-10] 

『第3次小平市こども読書活動推進計画』 (小平市立図書館 2015) [K A1-10]  

『こだいらの公民館』 (小平市中央公民館 1984-) [K P1-10] 

『公民館事業概要』 (小平市中央公民館 2007-) [K P1-10] 

『こだいら公民館60周年記念誌』 (小平市中央公民館 2011) [K P1-10] 

『わたしたちのルネこだいら―市民文化会館の建設に関わった12年の記録―』 (市民文化会館を考える

会 1993) [K P1-10] 

『平櫛田中のすべて―小平市平櫛田中館開館２０周年記念特別展―』 (平櫛田中館 2004) [K P5-10] 
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10 土木・建築について ⇒ Ｒ 

  用水はR2 

『小平市用水路活用計画』 (小平市都市建設部 2009) [K R2-10] 

『用水路昔語り』 (こだいら水と緑の会 ) [K R2-10] 

 

11 都市施設について ⇒ Ｓ 

  都市計画はS1、公園・緑地はS4 

『小平市都市計画マスタープラン』 (小平市都市開発部 2017) [K S1-10] 

『小平駅前周辺地区まちづくりビジョン』 (小平市都市開発部 2014) [K S1-10] 

『小平駅北口地区街づくり現況調査等報告書』 (小平市都市開発部 2010) [K S1-10] 

『小川駅西口地区整備検討業務委託報告書』  (小平市都市開発部 2009) [K S1-10] 

『小平市下水道プラン後期計画』 (小平市環境部 2016) [K S2-10] 

『小平市下水道長寿命化基本構想』 (小平市環境部 2014) [K S2-10] 

『小平市下水道総合地震対策計画』 (小平市環境部 2014) [K S2-10] 

『小平市公共下水道管渠内光ファイバーケーブル通信ネットワークの活用に関する調査報告書』  (小

平市上下水道部 1997) [K S2-10] 

『ふれあい下水道館ガイドブック』 (小平市上下水道部 1996) [K S2-10] 

『ふれあい下水道館施設概要』  (小平市 1995) [K S2-10] 

『小平の下水道』 (小平市上下水道部 1991) [K S2-10] 

『小平市公共下水道石神井川流域雨水整備基本計画計画概要書』 (小平市 1990) [K S2-10] 

『小平市地域エネルギービジョン』 (小平市 2009) [K S3-10] 

『小平市みどりの基本計画』  (小平市 2010) [K S4-10] 

『グリーンロード実態調査報告書』 (小平市生活文化部 2001) [K S4-10] 

『開園五十周年を迎えて』 (小平霊園管理事務所 1998) [K S4-10] 

『東京都立小平霊園案内』 (東京都公園協会 1991) [K S4-10] 

『小金井公園(東京公園文庫)』 (郷学舎 1981) [K S4-24] 

 

12 保健衛生・清掃について ⇒ Ｔ 

  医療活動はT2、清掃はT9 

『こだいら健康増進プラン』 (小平市健康福祉部 2017) [K T1-10] 

『小平市民の健康に関する意識調査調査報告書』 (小平市 2016) [K T1-10] 

『保健事業概要』 (小平市健康福祉部 1978-) [K T1-10] 昭和59年以前は『保健衛生関係事業実績書』 

『小平市医師会史』 (小平市医師会 1982) [K T1-10] 

『事業概要』 (東京都多摩小平保健所 1969-) {K T2-10} 

『公立昭和病院年報』 (公立昭和病院 1977-) {K T2-10} 

『公立昭和病院』 (公立昭和病院 1993) {K T2-10} 

『昭和病院五十年のあゆみ』 (昭和病院組合 1977) {K T2-10} 

『小平市健康センター』 (小平市 2007) [K T2-10] 

『多摩緑成会30年のあゆみ』 (多摩緑成会 1982) [K T2-10] 

『小平市新型インフルエンザ等対策行動計画』 (小平市健康福祉部 2015) [K T3-10] 

 【清掃】 

『小平市清掃事業概要』 (小平市環境部 1978-) [K T9-10] 
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『小平・村山・大和衛生組合概要』 (小平・村山・大和衛生組合 1995-) [K T9-10] 

『私のまちのごみと資源の出し方』 (小平市環境部 2016) [K T9-10] 

『分別をよりわかりやすく』 (小平市環境部 2016) [K T9-10] 

『小平市リサイクルセンター整備基本計画』 (小平市環境部 2016) [K T9-10] 

『プラスチックごみこの処理困難物をどうする？』 (小平・環境の会 2015) [K T9-10] 

『小平市一般廃棄物処理基本計画』 (小平市環境部 2014) [K T9-10] 

『小平市ごみ処理基本計画』 (小平市環境部 2003) [K T9-10] 

 

13 公害・災害について ⇒ Ｕ 

  災害はU8、防災はU9 

『小平市の環境』 (小平市環境部 1997-) [K U0-10] 

『小平市第二次環境基本計画』 (小平市環境部 2012) [K U0-10] 

『エコダイラ・オフィス計画』(小平市総務部 2002) [K U0-10] 

『要配慮者のための防災行動マニュアル』 (小平市健康福祉部 2016) [K U8-10] 

『東日本大震災に係る小平市の対応』 (小平市防災対策本部 2011) [K U8-10] 

『東日本大震災に係る小平市の概況』 (小平市防災対策本部 2011) [K U8-10] 

『小平市耐震改修促進計画』 (小平市都市開発部 2017) [K U9-10] 

『小平市国民保護計画』 (小平市総務部 2016) [K U9-10] 

『小平市地域防災計画』 (小平市市民生活部 2013) [K U9-10] 

『小平市地域防災計画(震災編)概要版』 (小平市市民生活部 2013) [K U9-10] 

 

14 産業について ⇒ Ｖ 

  社史はV3、農業はV4、商業はV6 

『小平市産業振興基本計画及び小平市農業振興計画の策定に向けた基礎調査報告書』 (小平市地域振興

部 2017) [K V1-10] 

『日立電子のあゆみ』 (日立電子 1999) [K V3-00] 

『日立マイコン10年のあゆみ』 (日立マイクロコンピュータエンジニアリング 1990) [K V3-17] 

『ブリヂストンタイヤ五十年史』2冊 (ブリヂストンタイヤ 1982) [K V3-00] 

『正二郎はね―ブリヂストン創業者父子二代の魂の軌跡―』 (出窓社 2012) [K V3-00] 

『日立半導体三十年史』 (日立製作所武蔵工場 1978) [K V3-17] 

『武蔵工場二十年の歩み』 (日立製作所武蔵工場 1978) [K V3-17] 

『日立製作所史』2冊 (日立製作所 1960) [K V3-00] 

『東京ガス百年史』 (東京ガス 1986) [K V3-00] 

『小平市農業協同組合50年のあゆみ』 (東京むさし農業協同組合小平支店 2016) [K V4-10] 

『こだいらの農業事業概要』 (小平市市民生活部 1975-2011) [K V4-10] 

『小平市第二次都市農業基本構想』 (小平市市民生活部 2007) [K V4-10] 

『小平市農業に関する市民意向調査結果報告書』 (小平市 1993) [K V4-10] 

『創立二十五周年記念誌』 (小平市園芸組合 1973) [K V4-10] 

『小平市商業振興ビジョン』 (小平市生活環境部 20112) [K V6-10] 

『小平市商業振興基本計画』 (小平市生活文化部 2003) [K V6-10] 

『小平市商業の実態調査報告書』 (小平市生活文化部 2002) [K V6-10] 


