
内部写真

所在地
伊加賀東町6-8
枚方公園青少年センター内

内部写真

開設年月 昭和49(1974）年4月

専有面積 120.00㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
2階一部

開室日 水･木･金･土･日（祝日は休室）

開室時間 10:30～17:00

蔵書数 20,113

蔵書数(児童書） 7,792

蔵書数(一般書） 12,321

1日平均貸出冊数 331

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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枚方公園分室(ひらかたこうえんぶんしつ)

正面写真

昭和49(1974)年4月、西口公設市場2階に開設した。平成2(1990)年1月に現在地へ移
転し、同年8月から開室時間を13:00から10:30に繰り上げ、開室日も週3日から週5日
にした。

市の歴史街道沿いにあり、古い趣のある住宅が多い一方で、ファミリー向けマン
ションや単身アパートも多く混在している。分室は公設市場サンパークの2階にあ
り、京阪枚方公園駅から徒歩3分と近く、人の往来は多い。

枚方小学校、伊加賀小学校

パソコンを利用しない年配の利用者が多い。土日は若い家族連れも来室。予約本の
受取のみの利用が多い。小学生単独での利用は少ない。中学生～20歳代の利用は極
少。近くの図書館（蹉跎・市駅前サテライト）との併用利用者が多い。読み聞かせ
サークルなどの団体利用も多い。



内部写真(じゅうたんコーナー）

所在地
村野西町5-1枚方市役所村野分館サ
プリ村野内

サプリ村野外観

開設年月
昭和49(1974)年4月
平成13(2001)年9月現在地に移転

専有面積 131.20㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
3階建て1階部分

開室日 月･水･金･土･日(祝日は休室）

開室時間 10:30～17:00

蔵書数 23,117

蔵書数(児童書） 8,184

蔵書数(一般書） 14,933

1日平均貸出冊数 335

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況

65

村野分室(むらのぶんしつ)

内部写真

・昭和49(1974)年4月、村野団地内に開設。
・昭和54(1979)年9月、同団地内で移転改築。
・昭和59(1984)年9月、隔週での日曜開室開始。
・平成13(2001)年9月、現在の場所に移転。
・平成14(2002)年7月、開室時間を13:00から10:30に繰り上げる。
･ 平成17(2005)年9月、コンピュータを導入し、ネットワーク化。週5日開室。
・平成24(2012)年4月～平成25(2013)年3月末まで、耐震工事のため閉室。
・平成25(2013)年4月、再オープン。

桜丘小学校、桜丘北小学校、
桜丘中学校、府立枚方支援学校

複合施設（サプリ村野）のため、広場さぷりの親子連れなど施設の利用のついでに
立ち寄る利用者が多い。土日も開室しているので、平日に来室できない人の利用が
ある。他館（中央図書館、宮之阪分室など）との併用利用者が多い一方で、高齢の
方は村野分室のみの利用が多い。近隣に学校はあるが校区の外れに位置するため、
平日の小学生の利用は尐なく、中学生～20歳代の利用は極尐である。団体貸出しが
多い。交野市に隣接するため広域利用も多い。

駅の周辺にはマンションアパートが見られるが、一戸建てが多い。古くからの住宅
と新興住宅が混在している。分室は住宅街の外れに位置しており、周辺に商業施
設・公共施設が尐ない。



内部写真

所在地
都ヶ丘6-9
(旧山田図書館）

開設年月 平成17(2005)年6月

専有面積 238.00㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
2階建て1階部分

開室日 月･水･金･土（祝日は休室）

開室時間 13:00～17:00

蔵書数 27,134

蔵書数(児童書） 10,980

蔵書数(一般書） 16,154

1日平均貸出冊数 137

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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山田分室(やまだぶんしつ)

正面写真

自動車文庫須山ステーションの貸出増加を受け、昭和49(1974)年、旧山田農協を改
装して分室を設置した。設備も不十分で白蟻にも悩まされた建物を建替え、昭和
60(1985)年に市内5番目の図書館となる山田図書館を開館した。平成17(2005)年の中
央図書館開設に伴い、規模を縮小して再び山田分室として開室した。

古くからの住宅が建ち並び、住民の高齢化が進む一方で、乳幼児のいる家庭も最近
増えてきている。中学生・高校生が少ない。

山田小学校、山田東小学校、中宮小学校、
中宮中学校

週3回（月・水・金）は午前中に対面読書を実施。回数は市内で最も多い。主な利用
者は高齢者、赤ちゃんや幼稚園・保育所(園）児とその母親、次いで30代以上の大人
と小学生で、中高生の利用は非常に少ない。ボランティアのおはなし会は毎回10名
前後の参加者があり定着している。市民の居場所としての利用も多い。



内部写真

所在地
東香里元町30-19
東香里元町会館内

開設年月 昭和50(1975)年9月 40周年行事のようす

専有面積 84.00㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
2階建2階部分

開室日 月･水･木･土（祝日は休室）

開室時間 13:00～17:00

蔵書数 11,170

蔵書数(児童書） 5,577

蔵書数(一般書） 5,593

1日平均貸出冊数 154

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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東香里分室(ひがしこうりぶんしつ)

外観写真

昭和50(1975)年9月、東香里分室を開設した。昭和55(1980)年9月、仮設場所に移転
し、昭和56(1981)年4月に改築再開室した。

静かな住宅地の中にある。香里ヶ丘図書館とは直線距離で約1ｋｍだが、坂の多い地
域でアップダウンが激しい。

香陽小学校、東香里小学校、
東香里中学校

主な利用者は高齢者、小学生、主婦である。インターネットで予約をして受取に来
る方や、新刊本や他館から本を取り寄せて構成した特集本コーナーを見て借りる利
用者が多い。



内部写真

所在地 藤阪西町6-4

開設年月 昭和50(1975)年9月1日 絵本コーナー

専有面積 148.00㎡

建物構造 鉄筋コンクリート

開室日 月･水･金･土（祝日は休室）

開室時間 13:00～17:00

蔵書数 15,620

蔵書数(児童書） 6,730

蔵書数(一般書） 8,890

1日平均貸出冊数 183

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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藤阪分室(ふじさかぶんしつ)

正面写真

昭和48(1973)年頃から藤阪ハイツを中心とした地域開発が始まり、昭和49(1974)年
に自動車文庫の藤阪ハイツステーションを設置した。ステーションの運営には地域
の母親たちの参加もあり、昭和50(1975)年に藤阪分室を開設した。

分室は藤阪ハイツという団地の中にあり、周囲を藤阪元町の旧家群と、新興住宅に
囲まれている。

藤阪小学校

子どもたちの利用に加え、昨今はリタイアした男性の利用が目立つ。



釈尊寺分室（しゃくそんじぶんしつ）

内部写真

所在地 釈尊寺町25―19 行事写真

開設年月 昭和54(1979)年7月

専有面積 69.00㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
2階建2階部分

開室日 水･木･金･土（祝日は休室）

開室時間 13:00～17:00

蔵書数 11,532

蔵書数(児童書） 5,664

蔵書数(一般書） 5,868

1日平均貸出冊数 114

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況

正面写真

日本住宅公団が新たな団地を作るときに確保することが定められている公共施設用
のスペースに、図書館分室を開設した。

香里ケ丘図書館までは直線距離では近いが、徒歩で山を越えるかバスならば2本乗換
える必要があるなど移動が不便で、高齢者や小さい子どもが利用するには無理があ
る。釈尊寺団地は第一と第三は分譲だが第二団地は賃貸で、その中のURの事務所の
上に分室と集会所がある。すぐ近くに川越小学校があり、児童にとっては、自分た
ちだけで出かけられる唯一の図書館である。校区内の村野団地の子どもも、近くに
ある村野分室が校区外となるため、少し遠いが釈尊寺分室を利用している。

川越小学校

小学生は授業時間が延びた関係で、利用しにくい状況になっている。リタイアした
高齢者の利用は増えており、1回の貸出冊数は少ないが、毎週、定期的に来室して利
用する人も多い。隣に川越保育園と東香里丘幼稚園がある。保育園は月に一度、子
どもたちがおはなし会と団体貸出に来る。幼稚園は、バスの送迎の方が多く、延長
保育もあり、帰りに利用する子どもは少ない。
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内部写真

所在地 茄子作4丁目3－10 内部写真（入口付近）

開設年月 昭和56(1981)年1月

専有面積 77.00㎡

建物構造 木造平屋建

開室日 月･水･木･土（祝日は休室）

開室時間 13:00～17:00

蔵書数 13,206

蔵書数(児童書） 5,325

蔵書数(一般書） 7,881

1日平均貸出冊数 158

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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茄子作分室(なすづくりぶんしつ)

正面写真

昭和56(1981)年、地域住民の要望により開設。平成10(1998)年3月、施設改修を行い
再開室。平成23(2011)年、開室30周年記念行事として「人形劇」を開催した。

近くに春日神社があり、緑豊かな環境である。児童公園と茄子作保育所に隣接して
いる。大きな商業施設や、公共施設はない。

春日小学校

地域住民の利用が多く、リピーターがほとんどである。高齢者の利用が増える一
方、就園前の児童をつれた保護者の利用も増えている。また、保護者を伴わない小
学生の来室も多い。



内部写真

所在地
宮之阪1丁目9-49
（京阪宮之阪駅高架下）

「さるのミニほうき」を作っています

開設年月 昭和58(1983)年

専有面積 108.79㎡

建物構造 鉄骨造高架下建物

開室日 月･水･木･土（祝日は休室）

開室時間 13:00～17:00

蔵書数 16,235

蔵書数(児童書） 5,698

蔵書数(一般書） 10,537

1日平均貸出冊数 214

開設の経過

地域の特徴

校区(近隣の学校）

利用状況

71

宮之阪分室(みやのさかぶんしつ)

正面写真

地元住民からの図書館施設設置の要望があったところへ、京阪宮之阪駅高架化に伴
う高架下の利用が検討されることになり、昭和58(1983)年に開設された。駅の乗降
口に近く、郵便局に隣接し、商店街の中にあるなど地域の生活動線上にある好条件
が揃い、開室当初は約5000冊の蔵書であったが、たちまち市内16分室(当時）中、2
番目に貸出の多い分室となった。

京阪宮之阪駅近くで商店街にあり、高齢者を含む利用者が多い

明倫小学校

小さい子を連れた若いお母さんもいるが、主にリタイヤした男性や高齢の女性が多
く、小学生は少ない



行事写真

所在地
香里園町12-97
香里会館2階

内部写真

開設年月 昭和62(1987)年5月

専有面積 140.25㎡

建物構造
鉄筋コンクリート造
2階建

開室日 月･水･金･土（祝日は休室）

開室時間 13:00～17:00

蔵書数 19,007

蔵書数(児童書） 7,796

蔵書数(一般書） 11,211

1日平均貸出冊数 215

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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香里園分室(こうりえんぶんしつ）

正面写真

昭和62(1987)年5月、枚方市南部の寝屋川市との境界近くに開室した。平成25(2013)
年11月から12月にかけてエアコンの入れ替えと天井扇の設置、及び分室では初とな
るトイレのバリアフリー工事を実施した。

枚方市の古くからの住宅地の中にあり、寝屋川市と道を隔てて隣接しているため、
広域利用者が他の分室より多い。

香里小学校
枚方第二中学校

開室当時は小学生を中心とした子どもと主婦層の利用が主だったが、近年、子ども
の低年齢化と高齢者の利用が目立つ。



内部写真

所在地 尊延寺3-1-47 内部写真

開設年月 平成6(1994)年12月

専有面積 200.77㎡

建物構造 鉄骨平屋建

開室日 月･水･木･土（祝日は休室）

開室時間
13:00～17:00
(夏期10:30～17:00）

蔵書数 20,965

蔵書数(児童書） 7,770

蔵書数(一般書） 13,195

1日平均貸出冊数 165

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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氷室分室(ひむろぶんしつ)

正面写真

枚方市東部に図書館など公共施設がないことから、氷室分室を開設した。開室20周
年を迎えた平成26(2014)年に氷室老人集会所にて人形劇を開催、11～12月には、屋
根の修理、壁の塗り替え、空調設備交換工事を行った。

氷室小学校に隣接し、分室敷地内が通学路になっている。校区が広く、小学生は一
度帰ると分室に再度来るのは困難なため、下校時に分室に立ち寄ることが許可され
ている。周りは自然が残り、「にほんの里100選」にも選ばれている。建物は住宅が
ほとんどで商業施設、公共施設は少なく、生涯学習市民センターのロビーのように
自習が可能な場所の要望が多い。

氷室小学校
杉中学校

来室者のほとんどが学校帰りの小学生。本を借りるというよりも、遊び場として利
用している子どもが多い。未就学児は車で外出が多いのか、おはなし会（ババール
の会）の参加以外あまり見かけない。テスト中など学校から早く帰宅できる時に利
用する中学生もいる。成人の利用者は60歳以上の方が多い。成人、児童ともに1～2
時間読書をして借りずに帰る姿を、頻繁に見かける。



入口付近

所在地
新町2丁目1-50
関西医科大学附属枚方病院
情報交流センター2階

内部写真

開設年月 平成18(2006)年1月

専有面積 163.73㎡

建物構造
鉄骨造
2階建2階部分

休館日 年末年始・蔵書点検期間

開館時間
月～金　　　  9:00～19:00
土･日･祝日 　10:00～18:00

蔵書数（中央図書
館蔵書数に含む）

                      約22,000

蔵書数(児童書）                        約4,400

蔵書数(一般書）                      約18,000

１日平均貸出冊数 508

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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市駅前サテライト(しえきまえさてらいと)

外観

平成17(2005)年3月に枚方図書館を閉館し、京阪枚方市駅周辺に市立図書館施設を求
める声が多く寄せられる中、関西医科大学附属枚方病院の情報交流センター2階部分
の無償貸与を受けて開設した。

京阪枚方市駅北口から徒歩約5分、府道京都守口線沿いにあり、病院への通路途上に
ある。商業施設、ラポール枚方、メセナ枚方などが近くにあり、一般住宅街からは
やや離れている。

枚方小学校

年末年始を除いて定休日を設けていないため、枚方市立図書館施設で年間開室時間
が一番長く、通勤通学途中に予約本を受取る場所としてよく利用されている。ま
た、手狭ではあるが、子ども連れや高齢者の立ち寄り場所としても定着してきた。
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