
地 区 ステーション名 駐   車   場   所 曜日

第　二  市道  市道公園内 第１木 １３：３０ ～ １４：３０

第　三  東桃郷  ピアゴ香貫店南側駐車場 第１金 １０：１５ ～ １１：００

 西村町  キミサワグラッテ香貫店北側 第１金 ９：３０ ～ １０：００

 我入道  我入道連合自治会館駐車場 第４火 １４：３０ ～ １５：３０

第　四  宮原町  渡辺氏宅 第１水 １０：１５ ～ １１：００

第　五  オーチャード沼津  オーチャード沼津駐車場 第１水 １３：３０ ～ １４：００

大　岡  高町  東電沼津変電所南側 第２金 １４：３０ ～ １５：３０

 富岳町  富岳団地駐車場 第３火 ９：３０ ～ １０：００

 高田  高田公会堂前 第３火 １０：１５ ～ １１：００

 木瀬川  吉川氏宅前 第２金 １３：３０ ～ １４：００

 大岡団地  大岡団地公会堂前 第１木 １５：００ ～ １６：００

 自由ケ丘  自由ケ丘団地第１自治会駐車場 第４金 ９：３０ ～ １０：００

 ウェルビーイング大岡  ウェルビーイング大岡駐車場 第３金 ９：３０ ～ １０：００

門　池  南小林団地  八幡神社境内 第２金 １０：１５ ～ １１：００

 沼津グリーンヒル  沼津グリーンヒル駐車場 第３金 １０：１５ ～ １１：００

 ちょうどえ～２号館  ちょうどえ～2号館駐車場 第３火 １３：３０ ～ １４：００

大　平  大平ニュータウン  安田氏宅横 第４木 ９：３０ ～ １０：００

 なごみの郷  なごみの郷駐車場 第４木 １０：１５ ～ １１：００

静　浦  志下  志下公会堂前 第３木 １０：１５ ～ １１：００

内　浦  重寺  重寺公民館前 第１金 １４：３０ ～ １５：３０

 ひだまりの郷  ひだまりの郷ケアハウス駐車場 第４木 １５：００ ～ １５：３０

時　間　帯

自　動　車　文　庫　の　ご　案　内

★利用者カードは 図書館本館と共通で １枚で１０冊まで 借りることができます。

★利用者カード新規申込み や 本の予約 も受け付けています。

★なお、巡回日が祝日の場合は お休みとなります。

令和元年６月１日　現在



地 区 ステーション名 駐   車   場   所 曜日

西　浦  江梨  江梨公民館前 第１金 １３：００ ～ １４：００

 遊法苑（古宇）  遊法苑駐車場 第４木 １３：３０ ～ １４：３０

金　岡  筒井公園  筒井公園内 第１火 １０：１５ ～ １１：００

 松沢町  松沢町廃棄物集積場前 第２火 １４：３０ ～ １５：３０

 西沢田  満正寺境内 第２水 ９：３０ ～ １０：００

 新沢田  新沢田ミニ公園内 第３金 １４：３０ ～ １５：３０

 駿河台  駿河台公園内 第３水 １３：３０ ～ １４：３０

 沼津工業団地  工業団地組合事務所前駐車場 第３水 １２：００ ～ １３：００

 岡宮グリーンヒル  岡宮グリーンヒル駐車場 第３金 １３：３０ ～ １４：００

 ケアハウス　やまぼうし  ケアハウス　やまぼうし駐車場 第１火 １３：３０ ～ １４：００

片　浜  松長  松長集会所駐車場 第２水 １４：３０ ～ １５：３０

 西間門  西間門公園前 第２水 １３：３０ ～ １４：００

愛　鷹  久保  クリエイトエスディ沼津東椎路店北側 第４火 １０：１５ ～ １１：００

 椿ケ丘  神明神社境内 第２火 １３：３０ ～ １４：００

 松見台  市営住宅中尾団地駐車場 第４水 １４：４５ ～ １５：３０

 東原ニュータウン  東原公園内 第２木 ９：３０ ～ １１：００

 ニューウェル
      サンピア沼津

 ニューウェル
            サンピア沼津

第４火 ９：３０ ～ １０：００

 炉暖の郷  炉暖の郷駐車場 第１水 １４：３０ ～ １５：００

 ちょうどえ～１号館  ちょうどえ～１号館駐車場 第２火 １０：００ ～ １０：３０

浮　島  みはるの丘（浮島）  みはるの丘駐車場 第４水 ９：３０ ～ １０：００

原  一本松  一本松公会堂駐車場 第２木 １４：３０ ～ １５：３０

 大塚新田公民館  大塚新田公民館 第４水 １３：３０ ～ １４：１５

 原団地  沼津北消防署原分署敷地内 第４金 １３：３０ ～ １４：３０

 原ニュータウン  赤池公園内 第４金 １４：４５ ～ １５：３０

時    間    帯


