
内部写真（2階）

所在地 車塚2丁目1－1

開設年月 平成17(2005)年4月

専有面積 9,301.77㎡ 内部写真（4階）

建物構造
鉄筋コンクリート造
地下1階地上７階建

休館日
毎週金曜日、第4火曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間
月～木　　　9:30～19:00
土･日･祝日　9:30～17:00

蔵書数 433,200

蔵書数(児童書） 95,959

蔵書数(一般書） 337,241

１日平均貸出冊数 3,422

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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中央図書館(ちゅうおうとしょかん)

正面写真

旧関西外国語大学図書館棟の寄贈を受け、既存の設備を使用しながらバリアフリー
化するなど公共図書館として使用できるよう改修工事を行った。枚方市立図書館の
中枢として、資料収集、児童サービスや学校への支援、障害者サービスの拠点であ
り、自動車文庫基地も備えている。また、ハイブリット型の図書館として、検索用
パソコンの設置やDVD・CD・VHSの視聴などにも取り組んでいる。

京阪牧野駅から徒歩で約20分、主な交通手段は京阪枚方市駅発のバスである。道路
を隔てた建物「きらら」には、教育委員会や地域活性化センターがあり、やすらぎ
の杜、車塚古墳へ続く。防災公園の機能も備えた大きな公園が隣接し、夏場は水遊
びのできる噴水を目指して大勢の親子がやって来る。

小倉小学校、招提小学校、交北小学校、山田小学校、山田東小学校、
中宮小学校、枚方第二小学校、桜丘北小学校
山田中学校、招提中学校、中宮中学校、枚方中学校、桜丘中学校

開設前に準備した幅広い蔵書により、開館から5か年は利用が増大した。書庫内にも
多くの蔵書があり、市内図書館のバックアップ機能を果たしている。児童のフロア
は乳幼児を連れた地域の親子に多く利用されている。１階外に設けられた「軽読書
コーナー」の利用も多い。



内部写真

所在地 香里ヶ丘4丁目2-1 内部写真

開設年月 昭和54(1979)年5月

専有面積 1,209,60㎡

建物構造
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
2階建

休館日
毎週月曜日、第3木曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間
火～金       9:30～19:00
土･日･祝日   9:30～17:00

蔵書数 95,731

蔵書数(児童書） 32,210

蔵書数(一般書） 63,251

１日平均貸出冊数 1,476

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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香里ケ丘図書館(こうりがおかとしょかん)

正面写真

昭和48(1973)年、香里ケ丘分室開設。日本住宅公団香里団地事務所の3階に間借り
しての開室だった。昭和49(1974)年、現在の地に移転。昭和54(1979)年に増築し
て、香里ケ丘図書館として開館した。

枚方市南部の中心地域にあり、主な交通手段は京阪枚方市駅、枚方公園駅、香里園
駅からのバスである。国内有数の規模と歴史を誇る香里団地の中にあり、緑豊かな
丘陵には枚方市を代表する住宅地が広がっている。学校も多くあり、商業施設も
整っている。団地は建替えが進められ、多様な世代のニーズへの対応が求められて
いる。

開成小学校、五常小学校、山之上小学校、香陽小学校、香里小学校、春日小学校
第四中学校、東香里中学校

高齢者の利用も多いが児童の利用も分館の中では多い。経済や国際関係のリクエス
トが多くあり時代小説の貸出も多い。分館としては開架エリアが狭いが、利用は多
い。



内部写真

所在地 楠葉並木2丁目29-5

開設年月 昭和57(1982)年5月

専有面積 716.63㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
3階建1階部分

休館日
毎週月曜日、第3木曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間
火～金       9:30～19:00
土･日･祝日   9:30～17:00

蔵書数 86,948

蔵書数(児童書） 27,978

蔵書数(一般書） 58,970

１日平均貸出冊数 1,318

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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北部地域では、昭和45(1970)年から5年ほどの間に地域文庫が次々と開設された。図
書館としては、昭和48(1973)年から昭和56(1981)年にかけて自動車文庫のステー
ションを楠葉中町、東山、楠葉センチュリー、枚方ハイツ、北楠葉、中之芝1丁目、
中之芝2丁目、楠葉丘、樋之上に設置し、昭和48(1973)年に開設した野田分室も含め
てサービスポイントを配置した。また、昭和49(1974)年2月には、郊外住宅地として
開発が進む北部地区市民のために市庁舎、図書館、公民館、消防署の出張所を一ケ
所に集めたコミュニティセンターを建設するという「枚方市北部市民センター基本
計画書」が策定された。このような経過を経て、昭和57(1982)年5月7日、楠葉図書
館はオープンした。

楠葉図書館(くずはとしょかん)

正面写真

京阪樟葉駅前にある「くずはモール」の南東側に位置し、駅からは徒歩約10分。東
部には男山団地（京都府八幡市）周辺に開発された住宅地をひかえ、中央公園に隣
接した恵まれた場所にある。「くずはモール」は2014年3月に増床・リニューアル
オープンし、周辺には超高層マンションである「くずはタワーシティ」があり、人
通りが絶えない。

樟葉小学校、樟葉西小学校、樟葉南小学校、樟葉北小学校、船橋小学校
楠葉中学校、楠葉西中学校

平成12(2000)年4月にコンピュータ化を行った。平成21(2009)年4月から開始された
インターネットを経由した図書館資料予約の受付が定着した現在では、予約・リク
エストの受付件数は市内の図書館の中でも突出しており、1日約400件、1ヶ月で約1
万件の申込みがある。中央図書館が開館するまでは障害者サービスの中心を担って
いた。現在でも対面読書や録音図書の利用がある。連日多数の利用者で館内は賑
わっている。



外観写真

所在地 長尾元町1丁目35－1 内部写真

開設年月
昭和58(1983)年8月
平成9(1997)年1月新築移転

専有面積 969.61㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
3階建1階部分

休館日
毎週月曜日、第3木曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間
火～金　　　9:30～19:00
土･日･祝日　9:30～17:00

蔵書数 98,457

蔵書数(児童書） 29,444

蔵書数(一般書） 69,013

１日平均貸出冊数 1,273

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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菅原図書館(すがわらとしょかん)

正面写真

菅原図書館は、当初、菅原小学校横にあった旧農協菅原支所を改装増築して設置さ
れた。平成9(1997)年1月に、菅原小学校裏の敷地に新たに作られた生涯学習市民セ
ンターとの複合施設に移転、市内初のコンピュータ導入館として開館した。

枚方市の東部に位置し、平成25(2013)年に新駅舎に整備されたJR学研都市線長尾駅
からは徒歩で約10分である。長尾、藤阪地区では昔からの町並みやため池が残って
いる一方で、高層マンションや新興住宅地の開発も進んでいる。

菅原小学校、菅原東小学校、西長尾小学校、長尾小学校、田口山小学校、
藤阪小学校
長尾中学校、長尾西中学校、府立長尾高等学校

利用の多い年齢層は40代と60代以上、前者は女性が多く後者は男性が多い。生涯学
習市民センターを利用する時に併せて図書館を利用される人も多い。子どもたちは
保護者（親、祖父母）と共に、土日に来館する傾向がある。
また、中央図書館や津田図書館と複数館利用している人も多い。



内部写真

所在地 北中振3丁目27－10 行事写真

開設年月 昭和61(1986)年5月

専有面積 936.22㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
3階建1階部分

休館日
毎週月曜日、第3木曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間
火～金       9:30～19:00
土･日･祝日   9:30～17:00

蔵書数 92,660

蔵書数(児童書） 27,487

蔵書数(一般書） 65,173

１日平均貸出冊数 856

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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蹉跎図書館（さだとしょかん）

正面写真

昭和61(1986)年5月16日、枚方市の最南端、京阪電車光善寺駅を中心とした蹉跎地区
を受け持つ枚方市6館目の図書館として開館した。公民館（現生涯学習市民セン
ター）との併設館では、2館目となる。開館により、自動車文庫ステーション（走
谷・出口・南中振・香里園）4ヶ所と蹉跎分室を統合した。

京阪光善寺駅前商店街に隣接し、光善寺駅からは徒歩約5分である。国道1号線を越
えた西地区には、淀川までの旧村とマンション、戸建住宅、工場が混在し、線路を
越えた東地区には、香里団地までマンション、戸建住宅が広がり、北西地区には新
興住宅地域がある。国道1号線、線路により分断された地域だが、駅、周辺小売店等
の利用の生活導線に位置する。

蹉跎小学校、蹉跎西小学校、蹉跎東小学校、伊加賀小学校
蹉跎中学校、第二中学校、府立香里丘高等学校

平成25(2013)年2月4日～3月15日の期間、給排水等の工事のため閲覧室の利用を停止
し予約資料の貸出のみ行なったが、平成25年度は平成24年度とほぼ変わらない貸出
冊数となった。高齢者の利用が多いが、生涯学習市民センターでの育児サークルに
参加している親子連れの利用も目立つ。



内部写真

所在地 御殿山町10－16 内部写真

開設年月 昭和62(1987)年5月

専有面積 815.71㎡

建物構造
鉄筋コンクリート3階建て
地下1階部分

休館日
毎週月曜日、第3木曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間 火～日･祝日　9:30～17:00

蔵書数 81,563

蔵書数(児童書） 26,181

蔵書数(一般書） 55,382

１日平均貸出冊数 618

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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御殿山図書館(ごてんやまとしょかん)

正面写真

御殿山図書館は、昭和62(1987)年5月23日に御殿山美術センター(現・御殿山生涯学
習美術センター）との複合施設として開館した。これにより、この地域の図書館活
動を長年担ってきた中宮分室を統合した。中央図書館が開館した平成17(2005)年4
月からは開館時間を短縮し、平日も17時閉館とした。

京阪御殿山駅から徒歩約3分の位置にあり、昭和19(1944)年まで開校していた大阪
美術学校の跡地という由緒ある立地である。駅方面からは登り坂となるが、付近に
は御殿山神社もあり、緑の多い好環境である。

高陵小学校、殿山第一小学校、中宮北小学校、磯島小学校
第一中学校、渚西中学校

市内分館の中で唯一、17時閉館のため夜間利用はないが、長時間滞在する高齢者や
幼児連れの母親がよく見受けられる。また、美術センター併設館ということで、絵
画や陶芸関係の資料の利用も多い。



内部写真

所在地 宇山町4-5 内部写真

開設年月 昭和63(1988)年5月

専有面積 936.02㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
地下1階地上3階建て1階部分

休館日
毎週月曜日、第3木曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間
火～金       9:30～19:00
土･日･祝日   9:30～17:00

蔵書数 104,033

蔵書数(児童書） 23,924

蔵書数(一般書） 80,109

１日平均貸出冊数 770

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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京阪牧野駅から商店街を抜け牧野公園のそば、駅からは約5分、住宅街の入り口に当
たる。牧野公園の桜は枚方八景のひとつで、花見のころは大変賑わう。併設の生涯
学習市民センターで毎年3月に行なわれる人形劇フェスティバルは平成26(2014)年度
で第25回を数え、全国からプロ･アマの劇団が集う。

牧野図書館(まきのとしょかん)

正面写真

京阪牧野駅周辺の地域を受け持つ、市内8館目の図書館として開館した。併設館とし
ては4番目である。開館に伴い、昭和48(1973)年10月に開設された牧野分室と、自動
車文庫の養父、西牧野、東牧野ステーションを統合した。

殿山第二小学校、牧野小学校、西牧野小学校、平野小学校
第三中学校、招提北中学校、府立牧野高等学校

平成17(2005)年に中央図書館が開館してからは貸出が減少、ゆっくりと新聞や雑誌
を楽しむ年配の方の利用が増えた。毎月、第4水曜日と第4土曜日はボランティアグ
ループによる「えほんのおはなし会」が行われている。併設の生涯学習市民セン
ターのサークル活動の方々にも利用され、俳句･短歌などの本の利用も多い。また、
国土地理院の2万5千分の1の地図（全国）を所蔵し、登山をする方などに利用されて
いる。平成19(2007)年、牧野公園に「伝阿弖流為　母禮之塚」が建立されてから
は、アテルイに関する問合せが寄せられている。



内部写真

所在地 津田北町2丁目25-3 ティーンズコーナーと雑誌コーナー

開設年月 平成2(1990)年5月

専有面積 1,043.57㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
4階建2階部分

休館日
毎週月曜日、第3木曜日、
年末年始、蔵書点検期間

開館時間
火～金　  　9:30～19:00
土･日･祝日　9:30～17:00

蔵書数 96,701

蔵書数(児童書） 23,217

蔵書数(一般書） 73,484

１日平均貸出 704

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況
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津田図書館(つだとしょかん)

正面写真

昭和48(1973)年、津田支所の一角で津田分室を開設。これを閉室して、平成
2(1990)年5月、津田支所横に津田公民館(現・津田生涯学習市民センター）との複
合施設1階部分を図書館とした。市内では9番目、併設館としては5番目の図書館と
なる。

国道307号線をはさんで津田の集落がつながり、その裏は国見山に連なっている。
北側には田畑が広がり、その向こうに藤阪の集落が眺められる。自然に恵まれてい
る反面、JR学研都市線の藤阪駅と津田駅の中間に位置するなど交通の便が悪かっ
た。その後、近隣に大型スーパーが営業を開始し、津田山手地区では宅地造成が進
み、第２京版道路の開通に伴い周辺の道路整備も進んだことで国道の渋滞も緩和さ
れ、津田山手から津田駅方面へのバスも運行されるようになった。

津田小学校、津田南小学校
津田中学校、杉中学校、府立枚方津田高等学校

男女共通として、幼児から12歳までは比較的に利用が安定しているが、それ以降中
高生から20歳代までの利用が停滞している。更に30歳代は主婦層を中心に利用が多
いが40歳・50歳代までは段階的に利用が減少、60歳代に再び利用増のピークをむか
え、70歳代になると再び利用が停滞している。中高生向けにはこの世代につながる
近隣小学校への訪問や、館内でのティーンズコーナーの運用など実施中である。
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