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Ⅵ 県内の公共図書館・図書室 

 

・県内の図書館設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

①和歌山市民図書館 

②和歌山市民図書館西分館 

③海南市海南図書館 

④海南市下津図書館 

⑤橋本市図書館 

⑥有田市図書館 

⑦御坊市立図書館 

⑧田辺市立図書館 

⑨新宮市立図書館 

⑩紀の川市立河北図書館 

⑪紀の川市立河南図書館 

⑫岩出市立岩出図書館 

⑬岩出市立駅前ライブラリー 

⑭かつらぎ町立図書館 

⑮かつらぎ町立図書館花園分館 

⑯湯浅町立図書館 

⑰有田川町立金屋図書館 

★有田川町地域交流センター 

『ALEC』図書 

⑱美浜町立図書館 

⑲みなべ町立図書館中央館 

⑳みなべ町立図書館上南部分館 

㉑白浜町立図書館    

㉒上富田町立図書館 

㉓那智勝浦町立図書館  

㉔串本町図書館 

㉕和歌山県立図書館    

㉖和歌山県立紀南図書館 
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県内公共図書館一覧 
   

番

号 
館名 電話 所在地 

1 

和歌山市民図書館 073-432-0010 
〒640-8202 

和歌山市屏風丁 17 番地 

和歌山市民図書館西分館 073-455-3210 

〒640-8421 

和歌山市松江 775 番地の１  
河西ほほえみセンター内 

2 

海南市下津図書館 073-492-4489 
〒649-0101 

海南市下津町下津 500-1 

海南市海南図書館 073-483-8739 
〒642-0002 

海南市日方 1525-6 

3 橋本市図書館 0736-33-0899 
〒648-0072 

橋本市東家 1 丁目 6-27 

4 有田市図書館 0737-82-3220 
〒649-0304 

有田市箕島 46 番地 

5 御坊市立図書館 0738-22-0441 
〒644-0002 

御坊市薗 378 番地 1 

6 田辺市立図書館 0739-22-0697 

〒646-0029 

田辺市東陽 31 番 1 号  
田辺市文化交流センター「たなべる」 

7 新宮市立図書館 （移転準備中） 

8 

紀の川市立河北図書館 0736-78-2010 
〒649-6417 

紀の川市西大井 363 番地 

紀の川市立河南図書館 0736-64-4614 
〒640-0413 

紀の川市貴志川町神戸 327 番地 1 

9 

岩出市立岩出図書館 0736-62-7222 
〒649-6202 

岩出市根来 1472 番地の 1 

岩出市立駅前ライブラリー 0736-61-1758 
〒649-6223 

岩出市高塚 63 番地の 5 

10 

かつらぎ町立図書館 0736-22-0303 
〒649-7121 

伊都郡かつらぎ町丁ノ町 2454 

かつらぎ町立図書館花園分館 0737-26-0321 
〒643-0611 

伊都郡かつらぎ町花園梁瀬 645 番地の 4 

11 湯浅町立図書館 0737-62-2280 
〒643-0004 

有田郡湯浅町湯浅 1075-9 

12 有田川町立金屋図書館 0737-32-5789 
〒643-0152 

有田郡有田川町金屋７ 

13 美浜町立図書館（友学の森） 0738-22-8480 
〒644-0044 

日高郡美浜町大字和田 1138-313 

14 

みなべ町立図書館中央館 0739-72-1410 
〒645-0002 

日高郡みなべ町芝 503 番地１ 

みなべ町立図書館上南部分館 0739-74-3283 
〒645-0026 

日高郡みなべ町谷口 301 番地の 4 

15 白浜町立図書館 0739-43-2922 
〒649-2211 

西牟婁郡白浜町 1335 番地の 13 

16 上富田町立図書館 0739-47-1790 
〒649-2192 

西牟婁郡上富田町朝来 758 番地の 1 

17 那智勝浦町立図書館 0735-52-5955 
〒649-5331 

東牟婁郡那智勝浦町大字天満 1185番地 5 

18 串本町図書館 0735-62-4653 
〒649-3503 

東牟婁郡串本町串本 2367 
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番

号 
館名 

施設 休館日(年末年始除く) 

開館時間 

形態 
延面積 

（㎡） 
毎週 毎月・祝日等 

1 
和歌山市民図書館 併設 7597.16 なし 無し(365 日開館) 

 
9:00～21:00 

和歌山市民図書館西分館 併設 459.52 月 - 
 

10:00～20:00 

2 

海南市下津図書館 併設 727.16 月 最終金曜日 
（平 日） 

（土日祝） 

10:00～18:30 

9:00～17:00 

海南市海南図書館 併設 7850.20 なし 
木曜日 

(閲覧、自動貸出機・ 

返却機は利用可能) 

 9:00～20:00 

3 橋本市図書館 併設 1,400.10 月 -   9:00～18:00 

4 有田市図書館 併設 1059.09 火 月末 
（平 日） 

（土日祝） 

9:30～19:00 

9:30～17:00 

5 御坊市立図書館 併設 589.00 月 月末・祝日 
（平 日） 

（土日祝） 

9:30～18:30 

9:30～17:15 

6 田辺市立図書館 併設 2004.30 月 第 4 木曜日 
（火～土） 

（土日祝） 
9:30～19:30 

9:30～18:00 

7 新宮市立図書館 （移転準備中） 

8 

紀の川市立河北図書館 併設 873.00 月 第 4 火曜日 
（平 日） 

（土日祝） 

9:30～19:00 

9:30～18:00 

紀の川市立河南図書館 併設 1076.40 木 第 3火曜日 
（平 日） 

（土日祝） 

10:00～19:30 

10:00～18:00 

9 

岩出市立岩出図書館 独立 2,848.38 木 最終金曜日 
 

10:00～19:00 

岩出市立駅前ライブラリー 独立 801.67 木 最終金曜日 
 

10:00～18:30 

10 

かつらぎ町立図書館 併設 427.00 月 -   9:00～17:00 

かつらぎ町立図書館花園分館 併設 25.44 月 
 

  9:00～17:00 

11 湯浅町立図書館 併設 1174.30 - 最終金曜日 
 

9:00～21:00 

12 有田川町立金屋図書館 併設 533.76 月 祝日 
 

 
10:00～17:00 

13 美浜町立図書館（友学の森） 独立 544.30 月 月末・祝日   9:30～18:00 

14 

みなべ町立図書館中央館 独立 1198.15 月 月末   10:00～18:30 

みなべ町立図書館上南部分館 併設 122.00 日 
6 月の土曜日 

・祝日 

（月～金） 

（土） 
8:30～17:15 

10:00～16:00 

15 白浜町立図書館 独立 291.00 月・火 第 4 金・祝日 
 

10:00～17:00 

16 上富田町立図書館 併設 293.00 月・火 月末・祝日   9:30～17:00 

17 那智勝浦町立図書館 独立 530.30 月 月末・祝日   9:00～17:30 

18 串本町図書館 併設 195.00 月 月末・祝日   9:00～17:15 
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県内公民館図書室等一覧 
   

番

号 
館名 電話 所在地 

1 

紀美野町中央公民館図書室 073-489-2877 
〒６４０－１１９２ 

海草郡紀美野町動木２８８番地４ 

紀美野町文化センター図書室 073-495-9055 
〒６４０－１２４３ 

海草郡紀美野町神野市場２１７番地 

2 九度山町中央公民館図書室 0736-54-2019 
〒６４８－０１９８ 

伊都郡九度山町九度山１１９０ 

3 高野町中央公民館図書室 0736-56-2076 
〒６４８－０２１１ 

伊都郡高野町高野山４８６ 

4 
広川町観光・地域交流センター 

いなむらの杜 図書コーナー 
0737-64-1753 

〒６４３－００７１ 

有田郡広川町広８７３－１ 

5 日高町中央公民館図書室 0738-63-3811 
〒６４９－１２１３ 

日高郡日高町高家６２６ 

6 由良町中央公民館図書室 0738-65-2418 
〒６４９－１１１２ 

日高郡由良町網代２４８－１２ 

7 印南町公民館図書室 0738-42-1702 
〒６４９－１５３４ 

日高郡印南町大字印南２００９－１ 

8 

日高川町立中央公民館図書室 0738-24-9333 

〒６４４－１１２２ 

日高郡日高川町高津尾７１８番地３ 

（日高川交流センター内） 

日高川町立川辺公民館図書室 0738-22-9553 
〒６４９－１３２３ 

日高郡日高川町小熊２４１６番地 

日高川町立美山公民館図書室 0738-23-9510 
〒６４４－１２０１ 

日高郡日高川町川原河２３０番地 

9 すさみ町総合センター図書室 0739-55-3037 
〒６４９－２６２１ 

西牟婁郡すさみ町周参見４１２０－１ 

10 太地町公民館図書室 0735-59-2335 
〒６４９－５１７１ 

東牟婁郡太地町太地３０７７－１３ 

11 古座川町公民館図書室 0735-72-3344 
〒６４９－４１０４ 

東牟婁郡古座川町高池７７７ 

12 北山村図書室 0735-49-8010 
〒６４７－１６０３ 

東牟婁郡北山村大沼６６ 北山村村民会館 
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番

号 
館名 

      施設   休館日（年末年始除く） 

開館時間 
図書室延面積 

（㎡） 
毎週 毎月・祝日等 

1 

紀美野町中央公民館図書室 90 火 祝日 9:00-17:00 

紀美野町文化センター図書室 204 月・火 - 9:00-17:00 

2 九度山町中央公民館図書室 83.757 月 
第 3 土・日曜日 

祝日 
8:30-17:00 

3 高野町中央公民館図書室 33 土・日 祝日 9:00-17:00 

4 
広川町観光・地域交流センター 

いなむらの杜 図書コーナー 
838.76 月 最終木曜日 

9:30-19:00 

（土・日・祝）9:30-17:00 

5 日高町中央公民館図書室 96 日 祝日 8:30-17:00 

6 由良町中央公民館図書室 54 月 - 
9:00-22:00 

（日）9:00-18:00 

7 印南町公民館図書室 100 なし 
8:30-17:15 

（土・日・祝）9:00-17:00 

8 

日高川町立中央公民館図書室 105 なし 8:30-17:15 

日高川町立川辺公民館図書室 127.3 日 祝日 8:30-17:15 

日高川町立美山公民館図書室 49 土・日 祝日 8:30-17:15 

9 すさみ町総合センター図書室 - 
日曜日 

午前中 
祝日 

8:30-17:00 

（日）13:00-17:00 

10 太地町公民館図書室 56 - 
8月 14～16日 

体育の日の

前日と前々日 

9:00-17:00 

11 古座川町公民館図書室 45.7 - 祝日 8:30-17:15 

12 北山村図書室 - 土・日 祝日 9:00-17:00 

 

 

 

 


