
公共施設
市役所・支所・出張所
市役所・支所
施設名 住・所 電話番号

大洲市役所 大洲690-1 24-2111

長浜支所 長浜甲480-3 52-1111

肱川支所 肱川町山鳥坂74 34-2311

河辺支所 河辺町植松548 39-2111

連絡所
施設名 住・所 電話番号

平野連絡所 平野町平地25-3 24-2431

南久米連絡所 北只58 24-2208

菅田連絡所 菅田町菅田甲740 25-2901

大川連絡所 森山甲437-1 27-0200

柳沢連絡所 柳沢甲738 25-2400

新谷連絡所 新谷乙1507-3 25-0024

三善連絡所 春賀甲950 26-0120

八多喜連絡所 八多喜甲63-2 26-0145

大洲市立図書館
東若宮17-5
☎59-4111

【開館時間】
午前9時30分～午後6時

長浜分館
長浜甲480-3
☎52-1121

【開館時間】
午前9時30分～午後6時

肱川分館
肱川町山鳥坂72-1
☎34-2319

【開館時間】
午前9時30分～午後6時

河辺分館（河辺公民館内）
河辺町植松547
☎39-2551

【開館時間】
午前9時30分～午後5時（火～金）
午前9時30分～午後1時（土、日）

【休館日】毎週月曜日・年末年始／図書整理日（毎月月末）／特別整理期間

◦�市内には4つ（本館1、分館3）の図書館があり、誰でも
利用できます。
◦�「利用者カード」を作れば、市立図書館4館で共通して
本の貸し出し、返却、予約ができます。
◦�「利用者カード」は、市内在住、通勤通学者、隣接市町
在住者に発行しています。各図書館の窓口で作れま
す。（登録のときに、運転免許証や保険証、通学先が確
認できるものなどで本人確認をします）
◦�「大洲市立図書館ホームページ」から本の検索・イン
ターネット予約もできます。（電話予約もできます）

東若宮1702-1　☎25-7001
午前9時45分～午後6時30分
【休業日】毎週木曜日、12月29日～1月3日

種別 数量 期間
図書 5冊以内 14日以内

紙芝居 2点以内 14日以内

雑誌（最新号を除く） 1冊以内 7日以内

視聴覚資料（DVD・CDなど） 2点以内 7日以内

図書館

利用

市民サービスセンター

◦�本を借りた図書館に限らず、市内の4つ（本館1、分館
3）の図書館で返却することができます。
◦�休館日、夜間に返却ポストへ入れることができるの
は本・紙芝居・雑誌だけです。
◦�ＡＶ資料（ＤＶＤ・ＣＤ）は必ずカウンターに返して
ください。

貸し出し・返却

施設名 住・所 電話番号
上須戒連絡所 上須戒甲1277-1 26-0146

喜多灘連絡所 長浜町今坊甲521-11 52-0423

櫛生連絡所 長浜町櫛生甲196-3 53-0101

出海連絡所 長浜町出海甲1264-1 53-0013

大和連絡所 長浜町下須戒甲1739-3 52-2831

豊茂連絡所 豊茂甲532 57-0303

白滝連絡所 白滝甲31-1 54-0301

青島連絡所 長浜町青島108 52-2933

正山自治センター 肱川町名荷谷1884-2 34-3116

岩谷自治センター 肱川町山鳥坂3748 34-2974

大谷自治センター 肱川町大谷2945-1 34-2133

予子林自治センター 肱川町予子林1860 34-2203
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その他施設
保健センター
施設名 住所 電話番号

大洲市保健センター 東大洲270-1 23-0310

長浜保健センター 長浜甲576 52-3055

肱川保健センター 肱川町山鳥坂72-1 34-2340

河辺保健センター 河辺町植松548 39-2111

公民館
地・区 施設名 住・所 電話番号

中央公民館 大洲690-1 57-9994

大洲

肱南公民館 大洲1-甲5 24-3161

肱北公民館 中村618-1 24-6302

肱北公民館
若宮分館 若宮351-2 59-1256

肱北公民館
五郎分館 五郎甲2072 24-3563

肱北公民館
田口分館 田口甲2240 ―

久米公民館 阿蔵甲466-2 23-3527

平公民館 徳森2280-2 25-1131

平野公民館 平野町平地25-3 24-2431

平野公民館
平地上分館 平野町平地3655 ―

南久米公民館 北只58 24-2208

菅田公民館 菅田町菅田甲740 25-2901

大川公民館 森山甲437-1 27-0200

大川公民館
蔵川分館 蔵川甲2236 27-0522

柳沢公民館 柳沢甲738 25-2400

柳沢公民館
田処分館 田処甲213 25-1266

新谷公民館 新谷乙4507-3 25-0024

新谷公民館
喜多山分館 喜多山乙281-2 25-0196

三善公民館 春賀甲950 26-0120

八多喜公民館 八多喜町甲63-2 26-0145

上須戒公民館 上須戒甲1277-1 26-0146

長浜

長浜公民館 長浜甲727-2 52-1138

長浜公民館
青島分館 長浜町青島180 52-2933

沖浦公民館 長浜町沖浦丙2192-3 52-0530

地・区 施設名 住・所 電話番号

長浜

今坊公民館 長浜町今坊甲521-11 52-0423

櫛生公民館 長浜町櫛生甲196-3 53-0101

出海公民館 長浜町出海甲1264-1 53-0013

大和公民館 長浜町下須戒甲1739-5 52-2831

豊茂公民館 豊茂甲532 57-0303

白滝公民館 白滝甲31-1 54-0301

白滝公民館
戒川分館 戒川乙902-6 ―

白滝公民館
柴分館 柴甲868-2 54-0696

肱川

肱川公民館 肱川町山鳥坂73 34-2307

肱川公民館
中央分館 肱川町山鳥坂73 34-2307

肱川公民館
正山分館 肱川町名荷谷1884-2 34-3116

肱川公民館
大谷分館 肱川町大谷2945-1 34-2133

肱川公民館
岩谷分館 肱川町山鳥坂3748 34-2974

肱川公民館
予子林分館 肱川町予子林1860 34-2203

河辺

河辺公民館 河辺町植松547 39-2551

河辺公民館
植松分館 河辺町植松381 ―

河辺公民館
坂本分館 河辺町横山2177 39-2810

河辺公民館
大伍分館 河辺町三嶋1912 39-2540

河辺公民館
北平分館 河辺町北平1203 39-2812

病院・診療所� P.59
子育て支援センター・児童館� P.67
保育所・認定こども園� P.68
幼稚園� P.70
小中学校� P.73
児童クラブ� P.74
スポーツ施設� P.75
文化施設� P.77
火葬場� P.91
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