
いわき市と茨城県北４市における

図書館の広域利用のご案内

いわき市と茨城県北４市（日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市）は、広域的な連携を

深め、地域住民の利便性向上と交流人口の拡大を図るため、平成 23 年７月より図書館の広

域利用制度を開始します。これにより、いわき市と茨城県北４市の住民は、各市が設置した

どの図書館でも図書等を借りることができるようになりました。

制度の概要

◆対象地域      いわき市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市

◆利用できる人    対象地域に住んでいる人

◆利用できる図書館 いわき市（いわき総合図書館、小名浜図書館、勿来図書館、常磐図書館、内郷図書館、四倉

図書館）日立市（日立市立記念図書館、日立市立多賀図書館、日立市立十王図書館）常陸

太田市（常陸太田市立図書館、常陸太田市立図書館金砂郷分室、常陸太田市立図書館水府

分室、常陸太田市立図書館里美分室）高萩市（高萩市立図書館）北茨城市（北茨城市立図

書館）

◆利用方法        ・利用する図書館で図書館利用カードを作成し、図書等の個人貸し出

しを受ける。

・借りた図書等は、貸し出しを受けた各市の図書館に返却する。

※ 広域利用制度は、各図書館で定めた規則にしたがってご利用ください。

◇いわき市民が利用できる茨城県北 4 市の図書館◇

図書館名 ・ 電話 ・ 住所 開館時間 ・ 休館日 地 図

日立市立記念図書館

TEL 0294-24-7714  

〒317-0073 日立市幸町 1-21-1

（日立シビックセンター内）

【開館時間】月（最終月曜日は除く）・火・木・金・土・日曜

日・「祝日法」による休日 9：30-18:00  水曜日（祝日は

除く） 9：30-19：00

【休館日】毎月最終月曜日（「祝日法」による休日の場合

は開館） 12 月 28 日～１月 4 日 特別整理期間

日立市立多賀図書館

TEL 0294-33-2655

〒316-0006 日立市末広町 1-1-4

(日立市教育会館内)

【開館時間】月・火・木・金曜日（祝日は除く） 9：00-18:00 

水曜日（祝日は除く） 9：00-19：00  土･日曜日･「祝日

法」による休日 9：00-17:30

【休館日】毎月末日（土･日曜日、「祝日法」による休日と

重なる場合は直前の平日） 12 月 28 日～１月 4 日 特別

整理期間



日立市立十王図書館

TEL 0294-20-2345

〒319-1304 日立市十王町友部

202-1

【開館時間】月・火・木・金・土・日曜日・「祝日法」による休

日 9：30-18:00 水曜日（祝日は除く） 9：30-19：00

【休館日】毎月末日（土･日曜日、「祝日法」による休日と

重なる場合は直前の平日） 12 月 28 日～１月 4 日 特別

整理期間

常陸太田市立図書館  

TEL 0294-72-5555  

〒313-0061 常陸太田市中城町

3282

【開館時間】火・木曜日 9：30－18：00

水・金曜日 9：30－19：00

土・日曜日 9：30－17：00

【休館日】月曜日 12 月 29 日～1 月 3 日 特別整理期間

常陸太田市立図書館

金砂郷分室

TEL 0294-76-2221  

〒313-0113 常陸太田市高柿町

272 （交流センターふじ内）

【開館時間】 9：30-17：00 （土・日曜日の 12：00-13：00

の間は閉室）

【休館日】月曜日 12 月 29 日～1 月 3 日

常陸太田市立図書館

水府分室  

TEL 0294-85-0142  

〒313-0213 常陸太田市町田町

163-1（水府総合センター内）

【開館時間】9：30-17：00

【休館日】月曜日 12 月 29 日～1 月 3 日

常陸太田市立図書館

里美分室  

TEL 0294-82-2204  

〒311-0506 常陸太田市折橋町

623 （里美文化センター内）

【開館時間】9：30-17：00

【休室日】月曜日 12 月 29 日～1 月 3 日

高萩市立図書館  

TEL 0293-23-7174  

〒318-0034 高萩市高萩 8-1

【開館時間】平日 9：30-17：50※ 土・日曜日・国民の祝

日 9：30-17：00 ※11 月１日から 2 月末日までの期間

は、平日も土・日・国民の祝日と同じ開館時間。

【休館日】月曜日（国民の祝日の場合はその翌日） 毎月

末日（月末日が土・日・月曜日にあたるときは、その月最

後の金曜日） １２月２７日～１月５日 特別整理期間

北茨城市立図書館  

TEL 0293-42-1451  

〒319-1542 北茨城市磯原町本

町 1-4-2

【開館時間】火曜日 13：00-17：00 水曜日 9：30-17：00

木・金曜日 9：30-18：00 土・日曜日 9:30－17:00

【休館日】月曜日 国民の祝日（祝日が月曜日にあたると

きはその翌日） 月末整理日（月 1 回） １２月２８日～1月

４日 特別整理期間

◎開館時間、休館日は念のためお電話等でご確認ください。



５市図書館広域利用ガイド
いわき市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市にお住まいの方は、次の 5市 12館・3分室を

利用することができます。

☆利用できる図書館

地域名 施設名 所在地 ホームページアドレス 電話

いわき市 いわき市立いわき総合図書館

〃 小名浜図書館

〃 勿来図書館

〃 常磐図書館

〃 内郷図書館

〃 四倉図書館

いわき市平字田町１２０

いわき市小名浜愛宕上７－２

いわき市植田町南町一丁目２－２

いわき市常磐関船町作田１

いわき市内郷綴町榎下４０－１

いわき市四倉町字東一丁目５０

http://library.city.iwaki.fukushima.jp/

0246-22-5552
0246-54-9257
0246-62-7431
0246-44-6218
0246-45-1030
0246-32-5980

日立市 日立市立記念図書館

〃 多賀図書館

〃 十王図書館

日立市幸町１－２１－１

日立市末広町１－１－４

日立市十王町友部２０２－１

http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/lib/

0294-24-7714
0294-33-2655
0294-20-2345

常陸太田市 常陸太田市立図書館

〃 金砂郷分室

〃 水府分室

〃 里美分室

常陸太田市中城町３２８２

常陸太田市高柿町２７２

常陸太田市町田町１６３－１

常陸太田市折橋町６２３

http://www.lib.hitachiota.ibaraki.jp/

0294-72-5555
0294-76-2221
0294-85-0142
0294-82-2204

高萩市 高萩市立図書館 高萩市高萩８－１

http://www.jsdi.or.jp/~taka-lib/
0293-23-7174

北茨城市 北茨城市立図書館 北茨城市磯原町本町２－５－１６

http://lib.city.kitaibaraki.lg.jp/
0293-42-1451

☆利用案内

登録する

●各市の図書館で登録の手続きをし

ます。

●氏名・住所などが確認できるもの

をお持ちください。

くわしくは

●各図書館によってサービスの内容や

利用方法が異なりますので、利用され

る図書館へお問い合わせください。

かりる

●利用カードは５市共通ではありま

せん。各市の図書館で発行される

利用カードをご使用ください。

●貸出冊数・貸出期間は各市によって

異なります。

かえす

●返却する時は、必ず借りた市の図書

館へお返しください。




