令和4年度滋賀県公共図書館一覧
令和4年(2022年）4月

館 名
館長名
1a 大津市立図書館
館長 清水 美幸
1ｂ 大津市立北図書館

館長 金利 辰夫
1c 大津市立和邇図書館

館長 饗庭 一十志

〒
住所
〒５２０-００４７

TEL
休館日
FAX
開館時間･貸出冊数・貸出期間
月曜
祝日（土・日の場合開館） 月末の木曜（８月・１２月除く）
077-526-4600

大津市浜大津二丁目１－３

077-522-9877 10:00-19:00 10:00-17:00（日） １人15冊（市内合計） ３週間

〒５２０-０２４３

077-574-0145 月曜 祝日（土・日の場合開館） 月末の木曜（８月・１２月除く）

大津市堅田二丁目１－１１

077-574-0148 10:00-18:00 10:00-17:00（日） １人15冊（市内合計） ３週間

〒５２０-０５２８

077-594-2050 月曜 祝日（土・日の場合開館） 月末の木曜（８月・１２月除く）

大津市和邇高城２５

077-594-4660 10:00-18:00 10:00-17:00（日） １人15冊（市内合計） ３週間

1d 大津市立図書館南郷分館 〒５２０-０８６５

館長 木下 正信
2

彦根市立図書館
館長 小島 久喜

3a 長浜市立長浜図書館

大津市南郷一丁目１２－１３

3c 長浜市立びわ図書館
3d 長浜市立虎姫図書館
3e 長浜市立湖北図書館
3f

長浜市立高月図書館

彦根市尾末町８－１

0749-26-0300 10:00-18:00 １人10冊 ２週間

〒５２６-００３７

0749-63-2122 火曜 月末の木曜

5a 草津市立図書館

館長 二井 治美
5b 草津市立南草津図書館
6

館長 二井 治美
守山市立図書館
館長 松本 孝子

7a 栗東市立図書館

館長 西村 貴代美
7b 栗東市立栗東西図書館

館長 西村 貴代美
8a 甲賀市水口図書館

館長 香取 淳子
8b 甲賀市土山図書館

館長 篠原 哲
8c 甲賀市甲賀図書情報館

館長 井口 正
8d 甲賀市甲南図書交流館

館長 片岡 優子
8e 甲賀市信楽図書館

館長 今村 日出弥
9a 野洲図書館

0749-74-3311 月曜 火曜 月末の木曜

長浜市大依町５２８

0749-74-1811 10:00-18:00 １人30冊３週間／視聴覚資料３点１週間（市内合計）

〒５２６-０１０８

0749-72-4305 月曜 火曜 月末の木曜

長浜市難波町５０５

0749-72-4428 10:00-18:00 １人30冊３週間／視聴覚資料３点１週間（市内合計）

〒５２９-０１１２

0749-73-2335 月曜 火曜 月末の木曜

長浜市宮部町３４４５

0749-73-5070 10:00-18:00 １人30冊３週間／視聴覚資料３点１週間（市内合計）

〒５２９-０３４１

0749-78-1687 月曜 火曜 月末の木曜

長浜市湖北町速水２７４５

0749-78-1749 10:00-18:00 １人30冊３週間／視聴覚資料３点１週間（市内合計）

〒５２９-０２３３

0749-85-4600 月曜 火曜 月末の木曜

長浜市高月町渡岸寺１１５

0749-85-4959 10:00-18:00 １人30冊３週間／視聴覚資料３点１週間（市内合計）

近江八幡市宮内町１００

館長 宇都宮 香子

0748-32-4090 月曜 月末水曜 祝日の翌日（土・日・休日を除く）
0748-32-4099 10:00-19:00 10:00-18:00（土・日・祝） 1人30冊・視聴覚資料３点・紙芝居３点（市内合計） ３週間
0748-46-6479 火曜 祝日（土･日・月の場合開館） 月末水曜

近江八幡市安土町上豊浦１番地 0748-46-6591 10:00-18:00 1人30冊・視聴覚資料３点・紙芝居３点（市内合計） ３週間

〒５２５-００３６

077-565-1818 火曜 月末の水曜 祝日 (11/3文化の日は開館)

草津市草津町１５４７

077-565-0903 10:00-18:00 １人15冊（市内合計） ３週間

〒５２５-００５９
077-567-0373 月曜 月末の水曜 祝日
草津市野路一丁目１５番５号 077-567-2357 10:00-20:00 １人15冊（市内合計） ３週間
〒５２４-００２２
077-583-1639 月曜（祝日にあたる場合は翌日） 第１金曜（１月・５月は第２金曜）
守山市守山五丁目３番17号

077-583-6949

祝日の翌日（その日が土・日の場合は開館して直後の平日を休館）
火～金・日・祝10:00-19:00 土(祝日と重なる場合も）10:00-20:00 １人15冊 3週間

〒５２０-３０１６

077-553-5700

栗東市小野２２３

077-554-0792 10:00-18:00 土・日10:00-17:00 1人15冊（市内合計）３週間

〒５２０-３０３１

077-554-2401

栗東市綣２-４-５ ウイングプラザ２Ｆ

077-554-2501 10:00-18:00 土・日10:00-17:00 １人15冊（市内合計） ３週間

〒５２８-０００５

0748-63-7400 木・金曜日 第３水曜日

甲賀市水口町水口５６３８

0748-63-4737 10:00-18:00 1人20冊・紙芝居+ＣＤ+カセット10点 3週間／ビデオ+DVD 5点2週間（市内合計）

〒５２８-０２１１

0748-66-1056 月・火曜日 第４金曜日

甲賀市土山町北土山２２３０

0748-66-1067 10:00-18:00 1人20冊・紙芝居+ＣＤ+カセット10点 3週間／ビデオ+DVD 5点2週間（市内合計）

〒５２０-３４３１

0748-88-7246 木・金曜日 第４水曜日

月・火曜・祝日（土・日の場合は開館して直後の平日を休館、月の場合は休館して直後の平日を休館） 月末の木曜

月・火曜・祝日（土・日の場合は開館して直後の平日を休館、月の場合は休館して直後の平日を休館） 月末の木曜

甲賀市甲賀町大原中８８９ 0748-88-7005 10:00-18:00 １人20冊・紙芝居+ＣＤ+カセット10点 3週間／ビデオ+DVD 5点2週間（市内合計）
〒５２０-３３２２

0748-86-1504 月・火曜日 第４水曜日

甲賀市甲南町深川１８６５

0748-86-1505

〒５２９-１８５１

0748-82-0320 月・火曜日 第４木曜日

10:00－18:00 金曜のみ10:00－21:00 1人20冊・紙芝居+ＣＤ+カセット10点 3週間／ビデオ+DVD 5点2週間（市内合計）

甲賀市信楽町長野1312-1 0748-82-3921 10:00-18:00 1人20冊・紙芝居+ＣＤ+カセット10点 3週間／ビデオ+DVD 5点2週間（市内合計）
〒５２０-２３１５

077-586-0218 月曜（祝日と重なる場合は翌日も） 第１木曜 祝日（土・日の場合開館）

野洲市辻町４１０

10:00-18:00 【野洲市在住・在勤・在学の方】本…何冊でも3週間/視聴覚資料…
077-587-5976 5点3週間/複製絵画…1点6週間 【それ以外の方】本・視聴覚資料・複製絵画合
わせて15点まで（貸出期間、視聴覚資料と複製絵画の点数制限は上記に同じ）

〒５２０-２４２３

077-589-3382 月曜（祝日と重なる場合は翌日も） 第１木曜 祝日（土・日の場合開館）

野洲市西河原２４００

10:00-17:15 【野洲市在住・在勤・在学の方】本…何冊でも3週間/視聴覚資料…
077-589-3382 5点3週間/複製絵画…1点6週間 【それ以外の方】本・視聴覚資料・複製絵画合
わせて15点まで（貸出期間、視聴覚資料と複製絵画の点数制限は上記に同じ）

館長 宇都宮 香子
9b 野洲図書館中主分館

0749-65-3288 10:00-20:00 土・日・祝10:00-18:00 1人30冊3週間／視聴覚資料3点1週間（市内合計）

〒５２６-０２５１

4b 近江八幡市立安土図書館 〒５２１-１３４１

館長 奥村 恭代

10:00-18:00 １人15冊（市内合計） ３週間

0749-22-0649 月曜 第４木曜 祝日

4a 近江八幡市立近江八幡図書館 〒５２３-０８２８

館長 奥村 恭代

―

〒５２２-０００１

館長 下司 満里子（全館統括） 長浜市高田町１２－３４

3b 長浜市立浅井図書館

077-533-0292 日曜 月曜 祝日（土の場合開館） 月末の木曜（８月・１２月除く）

館 名
館長名
10a 湖南市立石部図書館
館長 近江 裕子
10b 湖南市立甲西図書館

館長 近江 裕子
11a 高島市立今津図書館

〒
住所
〒５２０-３１９５

TEL
休館日
FAX
開館時間･貸出冊数・貸出期間
0748-77-6252 水曜 木曜 祝日

湖南市石部中央一丁目2-3

0748-77-6232 10:00-18:00 １人15冊・ＣＤ５点・ビデオ２点（いずれも市内合計） ３週間

〒５２０-３２３４

0748-72-5550 月曜 火曜 月末の木曜 祝日

湖南市中央五丁目５０

0748-72-5554 10:00-18:00 １人15冊・ＣＤ５点（いずれも市内合計） ３週間

〒５２０-１６３６

0740-22-3827 水曜 木曜

館長 玉木 智恵(全館統括） 高島市今津町舟橋二丁目３－１ 0740-22-2962 10:00-19:00 土のみ10:00-21:00 図書30冊 2週間／視聴覚資料5点1週間 （市内合計）

11b 高島市立マキノ図書館
11c 高島市立安曇川図書館

〒５２０-１８３３

0740-27-0350 月曜 火曜 祝日の翌日（土・日は除く）

高島市マキノ町蛭口２６０－１

0740-27-2477 10:00-18:00 図書30冊 2週間/視聴覚資料5点1週間 （市内合計）

〒５２０-１２２１

0740-32-4711 月曜 火曜

高島市安曇川町青柳１１７３ 0740-32-4747 10:00-19:00 金のみ10:00-21:00 図書30冊 2週間／視聴覚資料5点1週間 （市内合計）

11d 高島市立新旭図書室

〒５２０-１５０１

0740-25-2811 月曜 火曜 祝日の翌日（土・日は除く）

高島市新旭町旭一丁目10-1 0740-25-5571 10:00-18:00

11e 高島市立朽木図書サロン
11f 高島市立高島図書室

〒５２０-１４０１

0740-38-2324 月曜 火曜 祝日の翌日（土・日は除く）

高島市朽木市場７９２

0740-38-3112 10:00-18:00 図書30冊 ２週間/視聴覚資料５点 １週間 （市内合計）

〒５２０－１１２１

0740-36-2160 月曜 火曜 祝日の翌日（土・日は除く）

高島市勝野６７０

0740-36-1909 10:00-18:00 図書30冊 2週間/視聴覚資料5点1週間 （市内合計）

12a 東近江市立八日市図書館 〒５２７-００２８

館長 松野 勝治

東近江市八日市金屋二丁目６－２５

12b 東近江市立永源寺図書館 〒５２７-０２３１

館長 齋藤 民男

東近江市山上町８３０-１

12c 東近江市立五個荘図書館 〒５２９-１４２２

館長 本間 夕香
12d 東近江市立愛東図書館

館長 鈴村 厚子
12e 東近江市立湖東図書館

館長 鈴村 厚子

0748-24-1515 月曜（祝日と重なる場合は翌日も） 第４金曜 祝日
0748-24-1323 10:00-18:00 本は何冊でも ＣＤ6点・ビデオ+DVD3点・カセット何点でも（市内合計） 3週間
0748-27-8050 月曜 火曜(祝日と重なる場合は翌日も） 第４金曜 祝日 ハッピーマンデーの翌々日
0748-27-8090 10:00-18:00 本は何冊でも ＣＤ６点・ビデオ+DVD３点・カセット何点でも（市内合計） ３週間
0748-48-2030 月曜 火曜(祝日と重なる場合は翌日も） 第４金曜 祝日 ハッピーマンデーの翌々日

東近江市五個荘小幡町２２７ 0748-48-6445 10:00-18:00 本は何冊でも ＣＤ６点・ビデオ+DVD３点・カセット何点でも（市内合計） ３週間

〒５２７-０１５７

0749-46-2266 月曜 火曜(祝日と重なる場合は翌日も） 第４金曜 祝日 ハッピーマンデーの翌々日

東近江市下中野町４３１

9:00-17:00 本は何冊でも ＣＤ６点・ビデオ+DVD３点・カセット何点でも（市内合計） ３週間

〒５２７-０１３５

0749-45-2300 火曜(祝日と重なる場合は翌日も） 第４金曜 祝日

東近江市横溝町１９６７

0749-45-3343

12f 東近江市立能登川図書館 〒５２１-１２２５

館長 江竜 喜代子

図書30冊 2週間/視聴覚資料5点1週間 （市内合計）

東近江市山路町２２２５

10:00-18:00 木のみ10:00-20:00 本は何冊でも ＣＤ6点・ビデオ+DVD3点・カセット何点でも（市内合計） 3週間

0748-42-7007 月曜 火曜(祝日と重なる場合は翌日も） 第４金曜 祝日
0748-42-8123 祝日（土・日の場合開館） ハッピーマンデーの翌々日
10:00-18:00 本は何冊でも ＣＤ6点・ビデオ+DVD3点・カセット何点でも（市内合計） 3週間

12g 東近江市立蒲生図書館

館長 山梶 瑞穂
13a 米原市立山東図書館

館長 梶川 幸太郎
13b 米原市立近江図書館

館長 梶川 幸太郎
14 日野町立図書館

館長 長谷川 毅
15 竜王町立図書館

館長 谷村 明美
16a 愛荘町立秦荘図書館

館長 三浦 寛二
16b 愛荘町立愛知川図書館

館長 三浦 寛二
17 豊郷町立図書館

館長 北村 孝弘
18 甲良町立図書館

館長 高橋 直子

〒５２９-１５９２

0748-55-5701 月曜 火曜(祝日と重なる場合は翌日も） 第４金曜 祝日 ハッピーマンデーの翌々日

東近江市市子川原町６７６番地 0748-55-5703 10:00-18:00 本は何冊でも ＣＤ6点・ビデオ+DVD3点・カセット何点でも（市内合計） ３週間

〒５２１-０２４２

0749-55-4554

米原市長岡１０５０－１

0749-55-4557 10:00-18:00 金のみ10:00-20:00 １人15冊 ２週間/視聴覚資料２点 1週間

〒５２１-００７２

0749-52-5246

米原市顔戸２８１－１

0749-52-8177 10:00-18:00 金のみ10:00-20:00 １人15冊 ２週間

〒５２９-１６０１

0748-53-1644 月曜 火曜 第４木曜 祝日

蒲生郡日野町松尾１６５５

0748-53-3068

〒５２０-２５２４

0748-57-8080 月曜 火曜（祝日と重なる場合は翌日も） 月末の木曜 祝日

蒲生郡竜王町綾戸１０２１

0748-57-8081 10:00-18:00 金のみ10:00-20:00 本何冊でも ３週間/ＣＤ３点・ビデオ+ＤＶＤ２点 １週間

〒５２９-１２３４

0749-37-4345 木曜 金曜 第１水曜 祝日

月曜、第２・第３火曜日（祝日の場合開館・翌日休館） 祝日の翌日 第４木曜（祝日の場合開館・翌日休館）

火曜、第１・第３月曜日（祝日の場合開館・翌日休館） 祝日の翌日 第４木曜（祝日の場合開館・翌日休館）

10:00-18:00 金のみ10:00-21:00 本・雑誌何冊でも３週間/最新雑誌２点、ＣＤ５点・ビデオ+DVD５点 １週間

愛知郡愛荘町安孫子８２２ 0749-37-4309 10:00-18:00 本何冊でも・CD３点・ビデオ+ＤＶＤ２点 ３週間
〒５２９-１３１３

0749-42-4114 月曜 火曜 月末の水曜 祝日

愛知郡愛荘町市１６７３

0749-42-8484 10:00-18:00 本何冊でも・CD+カセット３点・ビデオ+ＤＶＤ２点 ３週間

〒５２９-１１６９

0749-35-8040 月曜 第３日曜 月末の木曜 祝日

犬上郡豊郷町石畑５１８

0749-35-8046 10:00-18:00 本10冊・カセット+ＣＤ２点２週間 ビデオ+ＤＶＤ２点１週間

〒５２２-０２６２

0749-38-8088 月曜 火曜 第３日曜 祝日（土日の場合開館）

犬上郡甲良町横関９２７

0749-38-8089 10:00-18:00 土・日10:00-17:00 本15冊・紙芝居5点 2週間/ＤＶＤ3点・ＣＤ3点 ２週間

19 多賀町立図書館

〒５２２-０３１４
0749-48-1142 月曜 第３日曜 月末の木曜 祝日
犬上郡多賀町大字四手９７
10:00-18:00 土・日10:00-17:00 1人30冊・ＣＤ+カセット15点 3週間／ビデオ
0749-48-1164
館長 川瀬 修
６－２
+DVD 2点2週間
20 公益財団法人 江北図書館 〒５２９-０４２５
0749-82-4867 月曜 第１・第３日曜 祝日

館長 久保寺 容子
21 滋賀県立図書館

館長 村田 恵美

長浜市木之本町木之本１３６２ 0749-82-4867 10:00-16:00 日曜のみ14:00

〒５２０-２１２２

１人２冊 ２週間

077-548-9691 月曜・火曜 祝日の翌日（土・日の場合開館）
大津市瀬田南大萱町１７４０－１ 077-548-9790 10:00-18:00 土・日・祝10:00-17:00 １人10冊 ３週間
＊蔵書点検休館・年末年始休館は記載していません。

