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（千
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ブックポスト
利用

提供サービス（予約受取、返却以外）

府中市 259 13 19,923 9,147 1,498 臨時休館 4月11日 6月2日
開館後、定例の
休館日を除く10
日間

〇

【ホームページでのサービス】
・小学生・中学生向けのお役立ちサイト
・小学生に役立つ調べもののリスト
・ぶっくんのぬりえ
・ぶっくんの図書館探検
　　 図書館公式キャラクター「ぶっくん」が、臨時休館中の図書館の様子をホームページ上で公開
・ぶっくんが、あなたにおすすめの本を紹介します！（小学生・中学生対象）
　　 図書館公式キャラクター「ぶっくん」宛に読んでみたい本のテーマをお手紙を書くと、ぶっく
　　んからお返事が自宅に届く。
【図書館で提供したサービス】
・全学童クラブ(24ヶ所)へ児童書を貸出（3/10～6/2）
　１セット５０冊、配送は図書館職員

【5/25～5/29再開準備】

武蔵村山市 73 6 12,167 2,572 316 臨時休館 4月4日 6月10日
期限延長行う旨
のみ記載あり

〇
・特になし
（システム入替のため休館　5/18～6/10）

清瀬市 75 6 12,500 4,022 407 臨時休館 3月6日 5月31日 開館後8日間 〇
【ホームページでのサービス】
・清瀬市教育委員会が贈る 子供たちへのメッセージ

青梅市 135 10 13,500 5,139 578 臨時休館 4月9日 5月31日 開館から1週間 記載なし ・イベントの中止情報のみ掲載

福生市 58 4 14,500 3,876 451 臨時休館 4月8日 5月31日 記載なし 〇
・お家で楽しめるインターネットおすすめページの紹介
・自宅で活用できるデジタルコンテンツのページリンク集

稲城市 90 6 15,000 5,082 644 臨時休館 3月29日 5月31日 6月30日 閉鎖

【ホームページでのサービス】
・としょかん珍獣ぬりえ
・読み聞かせ動画公開（稲城の昔ばなし紙芝居）

小平市 191 11 17,364 10,301 1,190 臨時休館 3月2日 当面の間 随時延長 〇
【ホームページでのサービス】
・子ども・ティーンズ向けリンク集の紹介

多摩市 149 8 18,625 10,088 741 臨時休館 4月8日 5月31日
通常１週間のと
ころを２週間

閉鎖
【ホームページでのサービス】
・新型コロナウイルス関連情報、自宅でできる運動、自宅で楽しめる博物館や美術館などの紹介

あきる野市 81 4 20,250 5,932 600 臨時休館 4月8日 5月31日
再開後の2週間
後

〇
【ホームページでのサービス】
・親子で楽しめるコンテンツ紹介(クロスワード等)

立川市 183 9 20,333 8,300 914 臨時休館 4月2日 5月31日 開館から10日間 〇
【ホームページでのサービス】
・ナクソス・ミュージック・ライブラリー
・インターネットで閲覧できるデジタル資料へのリンク集（国会図書館デジタル資料・青空文庫）

緊急事態宣言中の各図書館サービス状況（２６市３区）

※府中市と人口が同規模の区を記載（目黒区、港区、墨田区）
※1館あたりの人口順に記載

・人口は2018年1月1日現在　館数、延床面積合計、蔵書冊数は2019年4月1日現在
　　出典：日本図書館協会/編『日本の図書館2019統計と名簿』2020.3
・提供サービス状況は、各市ホームページより抜粋（4/11～5/27）
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国分寺市 122 6 20,333 3,453 608 臨時休館 3月3日 6月15日
現在割り当て中
のものは6月30
日まで

〇
【ホームページでのサービス】
・休館中のおすすめサイト(一般向け)（青空文庫）
・子ども向けウェブサイトの紹介

調布市 233 11 21,182 7,618 1,379 臨時休館 3月2日 5月31日
延長対応等の記
載なし

記載なし

【ホームページでのサービス】
・あみぐるみ、パペット、フェルトマスコット（型紙ダウンロード可）
・図書館公式キャラクター「じろ」のぬりえやペーパークラフトなど、自宅で楽しく過ごすための
アイテム（ダウンロード可）
・家庭学習で役立つホームページなどの紹介

昭島市 113 5 22,600 1,818 420 臨時休館 3月2日 5月31日 開館から7日間 〇

【ホームページでのサービス】
・電子書籍サービス
【5/12～再開】
・貸出中資料の返却
・リクエストカードの受け付け
　※電話、WEBからのリクエストも再開
・予約資料の受け取り
・貸出中資料の返却

日野市 185 7 26,429 6,167 836 臨時休館 4月9日 5月31日
再開後の２週間
後

〇

【ホームページでのサービス】
・休館中でも楽しめるサイト
【図書館で提供したサービス】
・レファレンス（資料提供不可）
【5/15～再開】
・予約受付再開
　 インターネットまたは電話にて受付（所蔵資料のみ予約可）

東大和市 86 3 28,667 3,573 476 臨時休館 3月5日 5月31日 記載なし 〇
【図書館で提供したサービス】
・予約の受付（電話・インターネット）(開館後受け取り)

東久留米市 117 4 29,250 3,880 469 臨時休館 4月9日 6月30日
期限延長行う旨
のみ記載あり

記載なし
【ホームページでのサービス】
・子ども向けホームページのリンク集について

小金井市 120 4 30,000 3,131 478 臨時休館 4月8日 6月2日 6月17日 〇
【ホームページでのサービス】
・文部科学省「子供の学び応援サイト」の紹介
・自宅で楽しめるインターネットのデジタル資料・動画・キッズページの紹介

東村山市 151 5 30,200 5,043 708 臨時休館 3月2日 6月1日
期限延長行う旨
のみ記載あり

〇 ・特になし

西東京市 201 6 33,500 5,818 795 臨時休館 3月1日 7月31日
再開後の2週間
後

〇
【ホームページでのサービス】
・自宅で読める電子図書館等の紹介
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目黒区 277 8 34,625 9,610 1,195 臨時休館 4月8日 5月31日 開館後１週間 〇
【図書館で提供したサービス】
・図書、雑誌の郵送サービス（郵送料自己負担）

三鷹市 186 5 37,200 6,222 789 臨時休館 3月28日 6月1日 随時延長 〇

【ホームページでのサービス】
・ナクソス・ミュージック・ライブラリー
・みたかとしょかん図書部！部員POPの紹介
・自宅での生活をお手伝いできる情報を掲載したホームページ集
・こども向けおすすめ本ページ
・都立図書館　学習・読書応援ポータル
・自宅での時間が楽しくなる動画の配信
・リサイクル図書を、家にいるお子さんのもとへお届け

国立市 76 2 38,000 2,081 384 臨時休館 4月9日 6月30日
期限延長行う旨
のみ記載あり

一部閉鎖

【ホームページでのサービス】
・「今度読みたい本」の機能の紹介
これから読んでみたい本や、もう一度借りたい本などを登録しておくことができる機能。「図書館
再開後に読みたい本」や「これまで読んで面白かった本」などの記録に活用。
・YA向け 休校中のおすすめサイト・便利なコンテンツリンク集
・図書館調べものお役立ちリンク集
【図書館で提供したサービス】
・電話でのレファレンスサービス
（質問は、1回につき1件・資料を使用しての調査回答は、市内の図書館に所蔵しているものに限
る）
※中央図書館、北市民プラザ図書館以外に、分室（５室）あり。

港区 254 6 42,333 15,961 1,085 臨時休館 3月28日 5月31日 6月15日 閉鎖

【ホームページでのサービス】
・おすすめの図書50冊「おすすめタイトル」
・「学習活用図書リスト」を公開（小中学生対象）

武蔵野市 145 3 48,333 19,014 922 臨時休館 3月2日 5月31日 随時延長 〇
【ホームページでのサービス】
・ナクソス・ミュージック・ライブラリー

町田市 429 8 53,625 11,426 1,170 臨時休館 4月8日 5月31日
期限延長行う旨
のみ記載あり

〇
【ホームページでのサービス】
・移動図書館そよかぜ号のペーパークラフトやぬり絵（ダウンロード可）

羽村市 56 1 56,000 3,280 411 臨時休館 4月8日 5月31日 記載なし 〇
【ホームページでのサービス】
・都内公立図書館災害情報について

墨田区 269 4 67,250 6,713 565 臨時休館 4月9日 5月6日 6月8日 〇

【ホームページでのサービス】
・図書館からのおすすめ本「気持ちのやすらぐ本たち」（一般向け）
・墨田区学びの支援ポータルサイト「レッツスタディ！@home」
・おすすめ本の紹介（一般、こども、ティーンズ）

八王子市 563 7 80,429 10,829 1,658 臨時休館 4月8日 5月31日 6月14日 〇
【ホームページでのサービス】
・電子書籍サービス
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狛江市 82 1 82,000 1310 293 臨時休館 3月28日 5月31日 開館から1週間 記載なし
・特になし
※中央図書館以外に、図書室（５室）あり。
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