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平成 22年 12月１日作成 

 

パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した「情報探索の道しる

べ」です。 

 

このパスファインダーでは、千代田区の取り組みや予算、条例、統計などについて調べる際に有効な資料を、千代田

区発行（編集）の行政資料を中心にご紹介します。 

 

1. 検索キーワード 

効率よく情報検索を行うには、適切なキーワード選びが大切です。様々な言葉を組み合わせて検索しましょう。 

 

 

 

2. 基本的な情報源 

用語の意味を知れば、区が発行（編集）する行政資料の内容を理解しやすくなります。ここでは、自治に関する用語

辞典をいくつかご紹介します。 

<図書館で所蔵している主な図書>（一例） 

資料情報（書誌情報） 請求記号（資料 ID） 配架場所（所蔵館） 

『新自治用語辞典』（新自治用語辞典編纂会，ぎょうせい，2000.9） R318（105735682） 参考図書（千代田） 

『地方自治の現代用語 第 2次改訂版』（学陽書房，2005.7） 318（106490964） 開架（四番町） 

『行政カタカナ用語辞典』（イマジン自治情報センター，2008.8） W7／317（105879688） ビジネス 7（千代田） 

 

※オンラインデータベース「JapanKnowledge
ジ ャ パ ン ナ レ ッ ジ

」は、百科事典や和英辞典などの辞書・事典類を検索できるので、言

葉の意味を知りたいときに有効です。「JapanKnowledge
ジ ャ パ ン ナ レ ッ ジ

」は、千代田図書館でご利用になれます。 

 

 

3. 図書を探す 

【千代田区立図書館の蔵書を探す】 

千代田区立図書館の蔵書は、館内にある蔵書検索機（OPAC）や、千代田区立図書館HPにある蔵書検索システム

（WEBOPAC）で調べることができます。 

 

千代田図書館では、千代田区が発行（編集）した行政資料を集めた「千代田区行政コーナー」を設置しています。 

「千代田区行政コ―ナー」は、棚番号 5番（調査研究ゾーン側、千代田図書館 9階）にあります。 

 

千代田区立図書館 蔵書検索システム（WEBOPAC）：http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh 

千代田区政（行政）について調べる 

東京都、特別区、千代田区、自治（体）、行政、地方自治（体）、地方公共団体、地方行政、区政 

予算、統計、広報、区議会、施策、条例、千代田区地球温暖化対策条例、路上禁煙 など 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh


2 

 

【区の取り組み】 

＜現在＞ 

千代田区政の将来に向けた長期的な計画や各課の業務内容について調べる際に有効な資料をご紹介します。 

『主要施策の成果』は、各課が前年度に実施した事業について、事業実績や今後の課題、コストパフォーマンスを

調べることができます。 

<図書館で所蔵している主な図書>（一例） 

資料情報（書誌情報） 請求記号（資料 ID） 配架場所（所蔵館） 

『千代田区第三次長期総合計画』（千代田区政策経営部企画

総務課，2002.4） 
T303（105136303） 千代田行政（千代田） 

『（改定）千代田区第 3 次基本計画』（千代田区政策経営部企

画調整課，2010.9） 
T303（130646078） 千代田行政（千代田） 

『事務事業概要 平成 22年度』（全 4冊）（千代田区，2010.7） T311 千代田行政（千代田） 

『主要施策の成果 平成 20年度』（千代田区，2009.9） T318（130491582） 千代田行政（千代田） 

 

＜歴史＞ 

千代田区政の歴史について調べる際に有効な資料をご紹介します。 

『新編千代田区史 区政史資料編』は、産業（大分類）別事業所・従業員者数の推移や区内の町名の変遷、区立

幼・小・中学校の沿革などが図表にまとまっています。 

<図書館で所蔵している主な図書>（一例） 

資料情報（書誌情報） 請求記号（資料 ID） 配架場所（所蔵館） 

『新編千代田区史 区政史編』（千代田区，1998.3） TB1/003/3（105010201） 地域資料（千代田） 

『新編千代田区史 区政史資料編』（千代田区，1998.3） TB1/003/4（105010227） 地域資料（千代田） 

『千代田区 20周年記念アルバム』（千代田区，1967） T311/チ（100421551） 千代田行政（千代田） 

 

【予算・決算】 

千代田区の財政について調べる際に有効な資料をご紹介します。 

『千代田区予算の概要』は、各課の予算がどのような事業に使われるのかを分かりやすく説明しています。 

<図書館で所蔵している主な図書>（一例） 

資料情報（書誌情報） 請求記号（資料 ID） 配架場所（所蔵館） 

『千代田区予算の概要 平成 22 年度』(千代田政策経営部財

政課，千代田区，2010.4) 
T344（130614191） 千代田行政（千代田） 

『各会計予算 平成 22年度』（千代田区，2010.2） T341（130614183） 千代田行政（千代田） 

『各会計決算参考書 平成 21 年度』（千代田区会計室，千代

田区，2010.9） 
T344（130651292） 千代田行政（千代田） 

 

 

【例規集・区議会議事録】 

千代田区の条例、規則などについて調べることができます。 

『区議会会議録』を見れば、条例制定までの過程を知ることができます。 
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<図書館で所蔵している主な図書>（一例） 

資料情報（書誌情報） 請求記号（資料 ID） 配架場所（所蔵館） 

『千代田区例規集 平成 20 年度版』（全 2 巻）（千代田区政策

経営部総務職員課，千代田区，2008.7） 
T318 千代田行政（千代田） 

『千代田区議会会議録 平成 22年』（千代田区議会，2010) 

※1966年から所蔵しています。 
T318.4（130645047） 千代田行政（千代田） 

 

【広報】 

区の広報紙は、区民や区内の事業所に向けて、最新の千代田区の取り組みを分かりやすく説明しています。また、

ビデオ広報『わがまち千代田』も作成し、区政のトピックスを紹介しています。 

<図書館で所蔵している主な資料>（一例） 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所（所蔵館） 

『広報千代田』（千代田区政策経営部広報広聴課編，1985.4 -） 

欠号；1991.1 -1994.12 
TA7/100 千代田行政（千代田） 

『区のおしらせ』（千代田区，1963.1-1985.3） 

欠号；1968.1 -1974.12 
T311/チ/977 閉架（千代田） 

『千代田区ビデオ広報 わがまち千代田』（千代田区政策経営部広報

広聴課，2003-）【視聴覚資料】 
D80 視聴覚（千代田） 

 

【統計資料】 

ここでは千代田区に関する統計を調べる際に有効な資料をいくつかご紹介します。 

『千代田区行政基礎資料集』は、千代田区に関する様々な統計を調べられる基本的な資料です。区内の町丁目別

の人口・面積や公園の数、産業（大分類）別の事業所・従業者数などが分かります。 

<図書館で所蔵している主な図書>（一例） 

資料情報（書誌情報） 請求記号（資料 ID） 配架場所（所蔵館） 

『千代田区行政基礎資料集 平成 22 年版』（千代田区政策経

営部企画調整課，2010.8） 
T311（130634132） 千代田行政（千代田） 

『東京都統計年鑑 第 60 回』（東京都総務局統計部調整課，

2010.3） 
T351.3（130618184） 開架（千代田） 

『特別区の統計 第 29 回』（平成 21 年版）（特別区協議会，

2010.3） 
T357（130616345） 開架（千代田） 

 

また、これらの行政資料は、「区政情報コーナー」（千代田区役所 2階）にて販売しているものもあります。 

 

区政情報コーナーは、区政に関する相談窓口として、区の各種統計などをそろえています。 また、「情報公開コー

ナー」を併設しています。 

 

 

千代田区 有償刊行物一覧（平成 22年度）；http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00089/d0008958.html 

http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00089/d0008958.html
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4. 新聞、雑誌記事を探す 

千代田区の取り組みについて、新聞や雑誌の記事から探すこともできます。 

【新聞記事】 

新聞記事を探す際は、オンラインデータベースを使うと便利です。日付やキーワード、面名などから検索でき、該

当する記事の本文を読むことができます。 

＜千代田図書館で利用できる主なオンラインデータベース＞ 

データベース名 新聞名 収録期間 

聞蔵ビジュアルⅡ 朝日新聞 1879年～当日までの新聞記事検索 

日経テレコン 21 日本経済新聞 1981年 10月以降の記事検索 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年～当日までの新聞記事検索 

毎日 Newsパック 毎日新聞 
1872年 3月～1958年 12月の紙面イメージ 

1987年以降の記事検索 

 

＜このような記事が検索できます＞（一例） 

新聞記事名（新聞紙名，日付，面名，ページ） データベース名 

「7 地区で「路上禁煙」千代田区、ポイ捨て禁止条例案提案へ」（東京朝日新聞，2002.6.1，

朝刊，東京 2，p.30） 
聞蔵Ⅱビジュアル 

「路上禁煙“罰金”適用、１年で 5443件――千代田区、ポイ捨て激減。」（2003.11.1，日本経

済新聞，朝刊，p.43） 
日経テレコン 21 

 

【雑誌記事】 

雑誌の記事を探す際には、各種データベースを活用する必要があります。 

・「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC；http://opac.ndl.go.jp/） 

国内で刊行された学術雑誌を中心に約 19,000誌の記事情報が検索できます。 

・「CiNii(サイニイ)：NII論文情報ナビゲータ」 http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop# 

学協会で発行された学術雑誌や大学等で発行された研究紀要が検索でき、本文を参照できる論文もあります。 

＜このような雑誌記事が検索できます＞（一例） 

記事情報 データベース名 

「千代田区の温暖化対策条例と低炭素型都市づくり (特集 低炭素都市づくり--シナリオと

取組み)」（大畠康平，『地域開発』525号，2008.6，p.34～38） 

国立国会図書館 

雑誌記事索引 

 

 

5. インターネットで探す 

・千代田区役所ＨＰ 

区政に関する最新情報が掲載されています。 

http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/ 

・千代田区組織図 

千代田区の組織図が PDFファイルで見られます。 

http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/service/00000/d0000093.html 

http://opac.ndl.go.jp/
http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop
http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/
http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/service/00000/d0000093.html
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・千代田区例規集 

キーワードによる検索ができ、関連法令も調べることができます。また廃止となった例規も調べられます。 

https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiyoda/D1W_login.exe 

・区議会議事録 

1987年から昨年度までの本会議の議事録を検索できます。また、各委員会の議事録や活動報告も分かります。 

http://asp.db-search.com/chiyoda/dsweb.cgi/ 

 

・統計情報システム（特別区自治情報・交流センター） 

特別区自治情報・交流センターHPの「統計情報」にあります。 

東京 23区や大都市の統計資料を年次や地域を指定して見ることができます。また、他都市と比較もできます。 

http://www.research.tokyo-23city.or.jp/index.html 

 

 

6. 他機関案内 

区の行政サービス、地方自治について調べる際に参考となる専門機関をご紹介します。 

・特別区自治情報・交流センター（公益財団法人 特別区協議会） 

http://www.research.tokyo-23city.or.jp/index.html 

特別区（東京 23区）の行政資料があります。 

〒102-0072東京都千代田区飯田橋 3-5-1東京区政会館 4階／TEL：03（5210）9051 

・東京情報コーナー（東京都立中央図書館） 

http://www.library.metro.tokyo.jp/12/12340.html 

主に東京都の行政に関する資料を集めていますが、都内区市町村の報告書なども収集しています。 

〒106-8575東京都港区南麻布 5-7-13／TEL：03（3442）8451(代表) 

・市政専門図書館（財団法人 東京市政調査会） 

http://www.timr.or.jp/lib.html 

都市問題、地方自治に関する専門図書館です。各地方公共団体の行政資料も収集しています。 

〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園 1-3 市政会館 1F／TEL：03(3591)1264（直通） 

 

 

 作成：千代田区立図書館サービス 

https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiyoda/D1W_login.exe
http://asp.db-search.com/chiyoda/dsweb.cgi/
http://www.research.tokyo-23city.or.jp/index.html
http://www.research.tokyo-23city.or.jp/index.html
http://www.library.metro.tokyo.jp/12/12340.html
http://www.timr.or.jp/lib.html

