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Ⅰ 県の生涯学習・社会教育 

・令和２年度生涯学習課事業概要

1



令和２年度 生涯学習課 事業概要

滋賀県教育委員会事務局

生涯学習課
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３ 社会教育の推進

１ 生涯学習の推進

２ 子ども読書活動の推進

４ 子どもの体験活動の推進

５ 地域・家庭の教育力の向上

(2)「地域の力を学校へ」推進事業

(3)学校を核とした地域力強化プラン事業

①地域と学校の連携・協働体制構築

事業❶❷

(1)地域教育力活性化推進事業

(1)子ども読書活動推進事業

①人材育成と連携促進

②子どもの発達段階に応じた取組

(1)学習機会の提供と地域人材の

育成・確保

(2)学習情報の提供

(1)県市町等社会教育体制の強化

(3)滋賀県女性団体活動推進事業

(2)市町等人権教育推進事業

(4)「中学生広場」の開催支援

(2)自然体験活動指導者養成事業

(1)家庭の教育力の向上

②地域における家庭教育支援基盤構築

事業

(5)長浜バイオ大学ドーム宿泊研修館の運営
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【地域づくり型生涯
カレッジ】

学習成果を地域づくりにいかす、つ
なぐ視点を充実させた取組を実施し
ようとする市町に対して支援する。
（補助率１/２
１・２年目：上限１５万円

３年目：上限７.５万円）

方針

〇学びによる地域の活性化を図るため、市町が実施する絆づくりや活力ある地域づくりに結び付く学習機会提供の取組（地域づくり型生涯カレッジ）を推進する。
○地域づくり型生涯カレッジの普及とともに、学習者と地域活動団体の交流の場として開催する「学びを生かす地域活動メニューフェア」を通して、学びの成果
を生かすしくみづくりを行う。
〇「生涯学習・社会教育研修」に加えて、分野を超えた研修・交流の場として「他分野連携型研修」を実施し、社会教育関係者の資質・能力の向上およびネット
ワークづくりを図る。

市町生涯学習・
社会教育主管課

県教委 生涯学習課 他分野行政

・社会教育行政職員
・公民館職員
・社会教育委員 等

福祉、まちづくり、環
境、観光等、各分野の
関係者

・ボランティア
・サポーター
・NPO等団体等

地域の人がいきいき活動する
まちづくり

・地域人材（後継者）の発掘

・活動の活性化・地域を支える人材の育成

・地域活動への参画

学びの場の
提供

活動への
支援

【学びを生かす地域活動メニューフェア】

学習者と多様な分野の地域活動団体が一堂に集い、情報交換や紹介、マッチ
ングを行う場を設定する。

【他分野連携型研修】
多様な分野の中から、毎年１つのテーマを設定し、関係機
関・団体等と全国的な先進事例やお互いの取組を学び合う場
を設定する。

【生涯学習・社会教育研修】
社会教育委員や公民館職員などの社会教育関係者が、最新の
国の動向や学術理論を学び資質・能力の向上およびネット
ワークづくりの場を設定する。

連

携

連

携

（１）学習機会の提供と地域人材の育成・確保

人生100年時代の地域における学びと活躍推進事業
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（２）学習情報の提供

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」

地域で学ぼう「出前講座」

しが生涯学習スクエア

団体、ＮＰＯ、学校、大学、企業、社会教育施設、市町・県等の各機関が実施
する講座や教室等の学習情報を一元化してインターネットで情報提供を行い、
県民の主体的な生涯学習の取組を推進。

生涯学習課の
取組を知りたい

学習情報を

発信！

「におねっと」に登録

してＩＤ・パスワードを
取得すると、主催す
る県内の講座、教室
などの学習情報を発
信できます。

バナー広告

講座や教室で
学びたい

DVD・ビデオで
学びたい

生涯学習につい
て相談したい

対象別の窓口

動画集

生涯学習課の取組
を動画で紹介

におねっと
レポート

講座や教室の様子
を発信

講座カレンダー

学びのメニューファイル
～滋賀の生涯学習情報誌～

学習情報を
紙媒体でも
提供

講座情報数（R１)

2,109件

アクセス件数 （R１)

約880万件

地域等における生涯学習の機会として活用していた
だけるよう、県の機関だけでなく、企業や団体等が行
う「出前講座」を登録し情報を提供。

生涯学習に関するサービスを提供する「しが生涯学習
スクエア」を県庁新館６階の生涯学習課内に開設。
県民の様々な学習ニーズに応える。
●学習相談
●視聴覚教材・機材の貸出

企業・団体等
講座数 84件（R１)

県の機関
講座数 50件（R１)

しが生涯学習スクエア

メニュー
登録

開示・問合せ

講
座
の
開
催

申込団体

①問合せ

⑤受諾・実施

④申込み

直接問合せ

②

しが生涯学習サテライト

生涯学習に関する情報を提供する
スペースとして、「しが生涯学習サテ
ライト」を県庁新館２階の県民サロン
に開設。
●生涯学習情報の発信

情報開示 ③
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地域の実践
事例を総括

（取組例）司書・支援員等の派遣、図書の団体貸出等

おはなし会の開催
青少年向けコーナーの工夫など

（取組例）（取組例）

全校一斉朝読書など
読み聞かせ

ボランティアなど

（取組例）

図書整理
図書館運営補助
読書空間づくり

（取組例）

・子どもたちの主体的な読書意欲の向上
と読書習慣の定着のためには、一番身近
な学校図書館の活性化が必要

・学校全体で取り組む推進体制づくり
・全校一斉朝読書や読み聞かせ・ブックトークの取組

・学校図書館を活用した授業の工夫など、学習セン
ター・情報センターとしての機能を生かす

学校における子ども読書活動の推進

学校

学校図書館

先生のための子ども読書学習講座

教 員 （司書教諭、学校司書を含む） 図書館司書読書ボランティア

読書ボランティア

＜連携促進＞

＜人材育成＞

公共図書館
における
子ども読書
活動の推進

・司書の専門性
を生かした支援

県公共図書館協議会

公共図書館

（１）子ども読書活動推進事業 ①人材育成と連携促進

子ども読書学習講座

子ども読書ボランティア・ステップアップ講座

学校・図書館・ボランティア
を結ぶ実践発表会

しが子ども読書活動推進協議会
子どもの読書活動を推進することを目的に、
関係機関の連携協力と広報啓発などを推進

すべての子どもがいつでもどこでも楽しく読書ができる環境づくり

滋賀県子ども読書活動推進計画 （第４次計画を平成30年度に策定）

①子どもが読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実
②家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進
③子どもの読書活動に関する理解と関心の普及

基本的方針

図書館員専門講座

学
校
司
書
等
研
修
会
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Ｍ○

Ｍ○

家庭での読書活動

乳幼児期 小学生期 中学生期 高校生期

１か月に１冊以上
本を読んだ児童
生徒の割合（R1）

滋賀県 ９６．５％ ８８．７％ ５７．７％

全 国 ９３．２％ ８７．５％ ４４．７％

高校における「ビブリオバトル」の普及

高校生の読書率向上に向け、「ビブリオバトル」の手法を活用
して読書の幅を広げるために、高等学校に指導者を派遣する
とともに、高校生によるおすすめ本の取組を行う。

◆「ビブリオバトル」指導者派遣

ビブリオバトルとは・・・

自分の好きな本について５
分の持ち時間で紹介し、聞
き手が最も読みたい本を選
ぶゲーム

いつでもどこでも読書啓発

◆子ども読書啓発冊子を「におねっと」に掲載し、いつでも
どこでも閲覧できる環境を整備

スマートフォン対応

図書館でも、書店でも、親子で検索！

◆乳幼児・保護者向け読
書啓発冊子を乳幼児健
診時等に全員配付、市町
のブックスタートでも活用

（１）子ども読書活動推進事業 ②子どもの発達段階に応じた取組

高校生読書率向上プロジェクト

◆し

「しがはいすくーるおすすめ本50選」

◆高校生が同世代に薦めたい本を紹介し、高校生が
読んでみたくなった紹介文という観点で優秀作を50
作品選び、「におねっと」で発信

◆優秀作品掲載ポスターの作成・配付

「おうちで読書」推進事業

学校図書館を活用した楽しむ読書推進事業

子どもの読書活動に関わる人々への支援事業

「読み解く力」向上支援事業

家庭で読書の習慣を身につけ、読書活動をとおして親子の思いを伝え合い、コミュニケーション
を図る取組を「おうちで読書」と命名し、主に幼児期～就学前の子どもをもつ保護者に対して、広
く啓発活動を行う。

読書習慣の形成のため、楽しみながら自主的に行う読書につながるよう、子どもにとって最も身
近な学校図書館の活性化を図る。

◆学校図書館の環境整備および活用好事例の発信強化
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（１）県市町等社会教育体制の強化

（４）「中学生広場」の開催支援（２）市町等人権教育推進事業

（３）滋賀県女性団体活動推進事業

①県社会教育委員会議の開催

③社会教育体制強化支援事業

社会教育に関して教育委員会に助言する社会教育委員会議を運営。

②社会教育連絡体制支援事業

県ＰＴＡ会長等代表者研修会を開催するほか、社会教育関係団体
（４団体）が実施する事業に対し補助。

①人権教育指導研修事業

社会教育における人権に関する学習活動を
総合的に推進。

●人権教育啓発冊子「波紋」の作成
●「社会教育における人権学習の手引き」の
活用促進

●人権に関する視聴覚教材の購入・貸出

②県人権教育推進協議会事業補助

県人権教育推進協議会が実施する事業に対し補助。

○ 県内の地域女性団体の組織強化や人材育成等を目的に、滋賀
県地域女性団体連合会が実施する研修事業等に対し補助。

○ 一般財団法人滋賀県婦人会館が、会館を拠点に実施する各種
研修事業等に対し補助。

「中学生広場「私の思い2020」県広場」の開催に要する経費の
一部を、滋賀県青少年育成県民会議に対し補助。

③市町等人権教育推進協議会等事業補助

④滋賀県人権教育研究大会

市町が設置する人権教育推進協議会等が実施する事業および
人権教育推進員等の活動に対し補助。

第64回滋賀県人権教育研究大会の実行委員構成団体として人
権教育課とともに参画。

（５）長浜バイオ大学ドーム宿泊研修館の運営

青少年の活動拠点として、長浜バイオ大学ドーム（長浜ドーム）
宿泊研修館を運営。
指定管理者：一般財団法人滋賀県青年会館（R1～R5）

教員の社会教育主事講
習受講に対する補助

申
請

5～6月

5月

社会教育主事の資格を有する教員の養成促進
上段：国社研（1～2月にも実施）
下段：京都教育大学【中止】

決
定

7月

5月

受
講

7～8月

6～8月

※市町担当者・公民館職員等の方々には、滋賀県社会教育研究大会
および地域づくり型生涯カレッジ研修会への参加を呼びかける。

社会教育主事の資格を持つ教員の養成を図る。
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（１）地域教育力活性化推進事業

①しがこども体験活動実践交流会等の実施

●自然体験活動安全対策研修会の開催

自然体験活動を行う上で、事故を未然に防止し安全対策に
万全を期するため、企画、事前準備、実施の各段階におけ
る安全管理、参加者も含めたスタッフの安全教育の徹底、
緊急時の対応などについて研修会を開催。

［子ども・青少年局との連携］

●しがこども体験活動実践交流会の開催

子どもの体験活動の機会と場の充実を図るため、地域にお
ける子どもの体験活動の実施団体や施設運営者など関係
者が一堂に会し、事例発表や情報交換を行う「しが子ども体
験活動実践交流会」を開催。［子ども・青少年局との連携］

14市町41箇所（R1実績）

地域において、子どもたちが地域の方の支援を得て、通学・
家庭学習・炊事・洗濯などの日常生活の基本を自分たちの
力で行う宿泊体験活動を推進し、子どもを主体とした地域づ
くり、顔と名前が一致する地域づくりを図る

②通学合宿等の宿泊体験活動の推進

通学合宿とは

子どもたち（小学生・中学生）が地域の人々の協力を得て、公民
館や自治会館などで一定の期間（３～７日間）寝泊まりし、炊事
や洗濯などを自分たちの力で行い、学校に通う体験活動です。

自主性、生活力、協調性が身につき、規則正しい
生活ができるようになります。

子どもと地域のつながりや、家庭教育について考
えを深める機会となります。

地域の絆が深まり、ボランティア活動への参加意
欲が高まります。

期待される効果

子ども

保護者

地 域

（2）自然体験活動指導者養成事業

①自然体験活動指導者養成研修会の開催

子どものコミュニケーション能力を高め、子ども同士の人
間関係づくりに効果的な「しが心の冒険プログラム（ＳＭ
ＡＰ）」の普及を図るため、教員や体験活動指導者等を
対象とした研修を行い、ＳＭＡＰ指導者を養成することに
より、自然体験活動をはじめとした体験活動の質的充実
を図る。

○開催日

令和２年７月21日

○受講生20名程度

○1日研修会

○場所：県庁

豊かな人間関係づくり
の推進

「ＳＭＡＰ研修会2020」
の開催

◆緊張をほぐす
アイスブレイクを中心に。

●しが心の冒険プログラムの基本
●出会いのゲーム
●知り合うゲーム

こんな力をつけたいときに

○友だち関係形成のきっかけづくりに

○クラスを団結させたいときに

学級集団づくり チームワーク

○クラブ活動でチーム力を高めるために

○生徒会活動を円滑に進めるために
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滋賀県家庭教育協力企業協
定制度（しがふぁみ）
家庭の教育力向上に向けた職場
づくりに、経営者・従業員をあげて
自主的に取り組んでいただける企
業と滋賀県教育委員会が協定を
結び、子どもたちの健やかな育ち
のための取組を推進する制度。

協定締結事業所数

事業所

1,490

｢早寝・早起き・朝ごはん｣県民運動の気運を醸成するため、啓
発物品の貸出し等による周知・啓発をする。

毎月第３日曜日を｢家族ふれあいサンデー｣として、
親子・家族連れで来館（場）される方を対象に県立
施設（４施設）の無料開放を実施。

（224千円）

①家庭教育活性化推進事業

③「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動推進事業

④ 県立施設の無料開放

②企業内家庭教育促進事業

・地域住民等で構成される家庭教育支援チームが不安や悩
みを抱える家庭に訪問し、相談対応や情報提供、専門機関
への橋渡しなどを行う「訪問型家庭教育支援」の普及を図る。
・教育と福祉の専門的な知見を有する県ＳＳＷer㏜をモデル

市町に派遣して、連携体制の構築や地域人材の発掘育成等
の具体的なノウハウを蓄積し、手引きの作成・研修を行う。

（１）家庭の教育力の向上

ＰＴＡ家庭教育学習講座の様子 家庭教育学習資料
（幼稚園用・小学校用・中学校用）

キャッチコピーを公募し、また、しがふぁみ協定
締結企業より協賛いただき、ポスターを作成。企
業・学校・図書館・公民館等、県内2,600箇所に配
布し、家庭教育の重要性を啓発。

家庭教育啓発ポスターの作成

●「訪問型家庭教育支援」モデル構築・普及【新規】

・企業・事業所、ＰＴＡ研修等での家庭教育学習講座の開催にあ
たり、専門的な知識や経験を持つ講師を派遣する。

・家庭教育学習講座を開催するにあたり、積極的に「家庭教育
学習資料」を活用する。親同士が子育ての経験を語り合い、学
び合うことをとおして、家庭の教育力向上を進める。

●家庭教育支援員の養成

市町における家庭教育支援の中心的役割を果たす家庭教育支
援員の資質向上を図る家庭教育支援員養成研修会を開催する。

⑤「おうちで読書」推進事業

地域の読書ボランティアや、しがふぁみ
締結企業の協力を得て、大型量販店、
各種イベント等に読書ブースを出展し、
主に幼児期から就学前の子どもをもつ
保護者に対して、アウトリーチ型の啓発
活動を展開する。

●企業内・ＰＴＡ家庭教育学習講座

10
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（２） 「地域の力を学校へ」推進事業

「しが学校支援センター」に配置している学校支援ディレクターが、
豊富な知識や経験を持つ地域の人々・企業・団体・ＮＰＯ
などの支援者と学校とをコーディネートし、連携授業を推進
することにより、教育内容の充実を図る。

学校と地域を結ぶ指導的な
役割を担う教職員を養成
（県内小中学校に位置付け）

企業・団体等が教職員に対し
て出前授業や見学受入れ等
を行うメニューを紹介

連携授業の実践例

お金のはなし
金融・経済＜小学校＞

牛乳ってすごいね
食育＜特別支援学校＞

おなか元気！みんな元気！
食育＜幼稚園＞

選挙を体験してみよう
その他分野＜中学校＞

学校支援メニュー数

２７３メニュー

③ 「しが学校支援メニューフェア」の開催

④「学校と地域を結ぶコーディネート担当者」等新任研修

①「しが学校支援センター」運営事業
②学校支援ディレクターの配置及び「学校支援メニュー」の充実

連携授業までの流れ
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（３）学校を核とした地域力強化プラン ①地域と学校の連携・協働体制構築事業❶

【補助率】 国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

○総合的な教育支援活動の在り方の検討
○コーディネーター等を対象とした研修の企画
○事業の評価

県 推進協議会の設置

統括的な地域学校協働活動推進員
（統括的なコーディネーター）

・未実施地域における取組実施を推進
・地域コーディネーターの資質や活動の質の向上

市町 運営委員会の設置

○教育委員会と福祉部局等の連携方策
○地域の人材確保方策の検討
○支援体制の整備・支援活動の実施 等

地域人材等の参画

■地域と学校が連携・協働する仕組みづくり（本部）
を促進し、地域全体で子どもの成長を支え、地域を
創生する活動を実施

（R2）12市町128本部

・学校支援活動 ・学校周辺環境整備
・郷土学習 ・学びによるまちづくり
・地域人材育成 ・地域行事への参加 等

地
域
学
校
協
働
本
部

地
域
未
来
塾

■中学生を対象に、大学生や教員OBなど地域住民の協
力による学習支援を実施
（R2）６市町28教室

・放課後や長期休業中に学習を
深めたいすべての子どもに学ぶ機会を
提供

協
働
活
動
支
援
員

■すべての子どもたちの土曜日の教育活動を充実させ
るため、外部人材等の参画により、特色・魅力のあ
る教育プログラムを企画・実施
（R2）３市町31室

・民間企業・団体等を中心として多様な
経験や技能を持つ人材等の協力を得た
支援体制の構築

土
曜
日
の
教
育
支
援

協
働
活
動
サ
ポ
ー
タ
ー

■放課後の子どもたちの「自主的な学びの場」と
「安心･安全な居場所」の充実
（R2）６市町36教室

・活動拠点(居場所)の確保
・放課後等の学習指導
・自然体験活動支援
・文化活動支援 など
○放課後児童クラブ（首長部局）と連携

放
課
後
子
ど
も
教
室

特
別
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー

地域学校協働活動

多
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等

教
育
活
動
推
進
員･

教
育
活
動
サ
ポ
ー
タ
ー･

学
習
支
援
員

保
護
者
・

Ｐ
Ｔ
Ａ

社
会
教
育

関
係
団
体

Ｎ
Ｐ
Ｏ

民
間
教
育

事
業
者

労
働
関
係

機
関･
団
体

青
少
年･

大

人･

高
齢
者

文
化･

ス

ポ
ー
ツ
団
体

・地域住民等や学校との連絡・調整

・地域学校協働活動の企画・推進等

地域学校協働活動推進員
（地域コーディネーター）

地域学校協働活動推進員（地域コーディネーター）を中心に、様々なボ
ランティアが緩やかなネットワークを構築し、地域学校協働活動を推進

補 助 要 件

① コミュニティ・スクールを導入していること、または導
入に向けた具体的な計画があること

② 地域学校協働活動推進員を配置すること

「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」の

一体的推進

地域住民等の参画により、地域の将来を担う人の育成を社会全体で担うとともに、持続可能な地域の教育基盤の形成を図る。

地域と学校が連携・協働し、将来を担う子どもたちの教育を支えるため、幅広い層の地域住民や企業・団体等の参画により、県民一人ひとりが当事者意識をもっ

て地域を創生する活動として、「地域学校協働活動」を推進する。
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【補助率】

（３）学校を核とした地域力強化プラン ①地域と学校の連携・協働体制構築事業❷

国 1/3

都道府県 ２/3

地域と学校の連携・協働体制の構築により、教職員が子どもと向き合う時間が確保される。

市町教委

県教育委員会

CSアドバイザー

※CSアドバイザー
CSの立ち上げや推進体制

の構築に向けて助言を行う

実践者

市町教委

市町教委

市町教委市町教委

市町教委

高等学校

高等学校

特別支援学校

特別支援学校

CS導入・運営の充実に向けた支援体制の構築

①CSアドバイザー派遣
市町・県立学校のCS立ち上げや推進体制構築に向けた助言

や設置後のアフターフォロー

②コミュニティ・スクールの研修の充実
推進フォーラム・学校管理職研修会・事業成果報告会等開催

③推進協議会・連絡協議会の開催

・学校が抱える課題の解決を図り、子どもたちの教育活動等を一層充実していく観点から、地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体となっ
て子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」への転換を目指すことが必要であり、学校運営協議会の設置が努力義務化された。
・「学校運営協議会制度」に関する研修機会の拡充等を図り、制度や事例についての理解を深めることを通じて、県内の学校運営協議会設置校の一
層の拡大や取組の充実を図る。また市町や県立学校のコミュニティ・スクールの立ち上げや推進体制の構築に向けて助言を行うアドバイザーを県
に配置し、各市町や県立学校を訪問して助言を行うとともに、県内全域において市町と県立学校との関係の構築や情報の共有を推進する。

国庫補助事業「地域と学校の連携・協働体制構築事業」として実施 補助率：国1/3 県

趣
旨

コミュニティ・スクールの設置拡大および
取組が充実することにより得られる効果

●学校教育の質の向上および学校支援活動の充実
●地域と学校が、共通したビジョンをもった主体的・
能動的な取組の展開

●地域の学校理解の深まり、当事者意識の向上

→社会総がかりで子どもたちを育む

④学校運営協議会
設置（県立学校）

推進協議会
連絡協議会
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（9,185千円）（３）学校を核とした地域力強化プラン ②地域における家庭教育支援基盤構築事業

【補助率】 国 1/3

都道府県 1/3

市町村 1/3

背

景

○家庭教育が困難な現状

核家族化や地域社会のつながりの希薄化等を背景として、子育ての悩みや不安を抱えたまま保護者が孤立してしまうなどの現状がある中、

全ての親が安心して家庭教育を行う上で、身近な相談相手として、地域の多様な人材で構成される家庭教育支援チームによる支援活動が有効。

趣

旨

各地域における、家庭教育支援員等の養成、家庭教育支援チームの組織化及び学習機会の効果的な提供等の様々な取組に加え、家庭教育支援
チーム等の組織化・活動強化を図るための取組の推進など、家庭教育を支援するための様々な取組を支援するもの。

県

①推進協議会の設置 ②家庭教育に関する人材育成・啓発
※訪問型家庭教育支援に係る研修・交流

・家庭教育支援員・市町行政職員の研修 ・おうちで読書のブース出展のための研修

・企業内・PTA家庭学習講座の開催支援 ・家庭教育啓発ポスター作製

市町
運営委員会等の設置

・地域の人材確保や養成方策の検討・家庭教育支援体制の整備、支援活動の実施

・福祉部局等との連携方策

令和２年度実施予定

彦根市、近江八幡市、草津市、栗東市、
甲賀市、湖南市、高島市、日野町、竜王町

（９市町１８活動）

①地域人材の養成 ②家庭教育支援体制
の構築

③家庭教育を支援する
様々な取組を展開

◆家庭教育支援員等の養成 ◆家庭教育支援員の配置
◆家庭教育支援チームの組織化

体
制
の
構
築

◆学習機会の効果的な提供
◆親子参加型行事の実施参画

子育て経験者など地域の多様な人材
［令和２年度４市町で実施予定］

［令和２年度５市町で実施予定］ ◆情報提供や相談対応

支
援
の
実
施

家庭教育支援活動の強化

○家庭教育支援チームの拡充を含めた地域における家庭教育支援体制の拡充・強化
…訪問型家庭教育支援に取り組む家庭教育支援員の配置拡充を推進

○学校と連携し、家庭をつなぐ機会を創出するための家庭教育支援員のコーディネート力や専門性の向上等に関わる研修機会
の充実

身近な地域において、家庭教育に関する学習や相談ができる体制を整え、地域全体で家庭教育を支援する。

子育て中の全ての親への支援

・家庭教育支援活動の総合的な在り方の検討

・家庭教育に関する事業の評価

・市町における訪問型家庭教育支援体制の充実

［令和２年度９市町で実施予定］
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Ⅱ 令和２年度の生涯学習・社会教育 

に関する調査結果  
 
 

 １ 社会教育委員について                          
 

      ２ 公民館等の設置・管理運営・公民館運営審議会について     
 
      ３ 生涯学習推進状況                             
 
      ４ 生涯学習基本構想状況                          
 
      ５ 生涯学習・社会教育に関する授業提供の方法            
 
      ６ 市町社会教育費等一覧                          
 
      ７ 生涯学習・社会教育関係職員数等一覧                
 

  ８ 社会教育施設職員数一覧                        
 

      ９ 社会教育関係指導員数一覧                      
 

１０ 社会教育学級・講座（公民館事業を除く）の実施状況       
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  (令和２年3月31日現在）

男性 女性 合計

1 大 津 市 2 3 5 6 11 2 「大津市における社会教育のあり方」について

2 彦 根 市 2 4 12 5 17 0
「家庭・地域の教育力の向上をめざして～効果的な連携・協働
を考える～」

3 長 浜 市 2 3 8 7 15 0 「地域の中の社会教育」・「学校教育と地域」

4 近江八幡市 2 2 9 6 15 0
・平成31年（令和元年）度教育行政基本方針及び重点施策について
・平成30年度生涯学習推進実施計画進捗管理について

5 草 津 市 2 2 8 8 16 4 地域の自発的な学びによる課題解決を目指して（検証報告）

6 守 山 市 2 3 7 5 12 0 提言書「子どもの育ちと家庭教育について」

7 栗 東 市 2 2 7 8 15 1
・令和元年度栗東市社会教育関係事業実績報告について
・令和２年度栗東市社会教育関係事業計画（案）について

8 甲 賀 市 2 5 7 5 12 1 地域学校協働活動を推進するために 有

9 野 洲 市 2 4 6 3 9 0
・社会教育関係団体活動補助金について
・野洲市生涯学習振興計画（第２期）の策定について
・第３次野洲市子どもの読書活動推進計画

有

10 湖 南 市 2 2 6 7 13 0 こなん市民大学の充実・発展について

11 高 島 市 2 5 7 6 13 0 つながりを大切にした高島市社会教育の進め方

12 東 近 江 市 2 3 10 5 15 0 東近江市教育行政基本方針について

13 米 原 市 2 5 7 5 12 2 「コミュニティ・スクール」をテーマに審議

14 日 野 町 2 3 11 4 15 0
社会教育事業、公民館事業、社会教育方針、社会教育施設運
営方針の審議

15 竜 王 町 2 3 6 4 10 0
・生涯学習課、公民館および図書館の事業計画について
・事業報告について
・竜王町の「家庭教育」について

16 愛 荘 町 2 5 6 4 10 0
・愛荘町の生涯学習の方針について
・生涯学習に関する町民アンケート調査について
・令和２年度あいしょう学びの広場講演会の開催時期と講師選定について

17 豊 郷 町 2 2 7 3 10 0
・社会教育方針・事業計画について
・事業報告について

18 甲 良 町 2 2 9 1 10 0 社会教育方針・事業計画について

19 多 賀 町 2 3 5 4 9 0
・社会教育（文化）施設の休館日の統一について
・社会体育施設への指定管理者制度の導入について
・新公民館の運用について

滋 賀 県 2 3 5 6 11 2 困難な課題を抱える家庭・子どもを支える支援について

１　社会教育委員について

諮問
の

有無

社会教育委員総数
№ 市 町 名 任期

年間の
会議数

内：
公募
の委
員数

答申・建議・協議のテーマ等（令和元年度）
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本館 分館 本館 分館
直営３２館
指定管理者１館

直営１館 直営３館
直営４館
指定管理者１館

生涯学習課 生涯学習課 自館 自治協働課

直営６館
指定管理者２館

生涯学習課

直営１館
指定管理者３館

直営７館
指定管理者１２館

市民活躍課・生涯学習文化課 市民活躍課

直営１館 直営１１館

生涯学習課 まちづくり協働課

指定管理者１４館

まちづくり協働課

直営８館

社会教育課

直営９館

自治振興課

直営１３館

社会教育スポーツ課

指定管理者７館

協働推進課

指定管理者１館 指定管理者８館

生涯学習課 地域創生推進課

直営６館 直営１館
直営６館
指定管理者１館

社会教育課 社会教育課 社会教育課、市民協働課

指定管理者１４館 直営１館

まちづくり協働課 歴史文化振興課　

指定管理者４館

生涯学習課

直営８館

生涯学習課

直営１館

生涯学習課

直営１館 指定管理者１館

生涯学習課 生涯学習課

直営１館

社会教育課

直営２館

社会教育課

直営１館

生涯学習課

101 1

（令和２年４月１日現在）　　

２　公民館等の設置・管理運営・公民館運営審議会について

設置数 管理運営内訳（上段：管理者　下段：主管課） 公民館運営審議会の設置状況

公民館 公民館

小　計

公運審にかわる
組織を設置

代替組織の名称 いずれも設置なし
社会教育委員会議が
公運審を兼ねている

○

○

○

近 江 八 幡 市

合　計 102

№ 市 町 名 公民館
類似施設

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｾﾝﾀｰ等

公民館
類似施設

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等
公運審が設置

されている

1 大 津 市 33 1 3 5 ○

2 彦 根 市 8 ○

4 1 11 ○ ○

3 長 浜 市 4 19

○

6 守 山 市 8 ○ ○

5 草 津 市 14

○

8 甲 賀 市 13 ○

7 栗 東 市 9

10 湖 南 市 1 8 ○

9 野 洲 市 7 ○
指定管理で、各コミセ
ン独自に管理委員会
等で運営されている

12 東 近 江 市 14 1 ○ 運営委員会

11 高 島 市 6 1 7 ○

○

14 日 野 町 8 ○ ○

13 米 原 市 4

○

16 愛 荘 町 1 1 ○ 愛荘町公民館
運営協議会 ○

15 竜 王 町 1

○

18 甲 良 町 2 ○

17 豊 郷 町 1

19 多 賀 町 1 ○

11 80 直営　　　　 　８０館
指定管理者　２１館

直営　　　　１館 直営　　　　６館
指定管理者　５館

直営　　　　３７館
指定管理者　４３館 6 3 6 10
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※設置年度は元号表記

平成
設置
年度

令和元
会議
回数

生涯学習推進協議会名 本部長
平成
設置
年度

令和元
会議
回数

生涯学習推進本部名

1 大 津 市 2 7 大津市生涯学習推進会議 副市長 1 0 大津市生涯学習推進本部

2 彦 根 市 2 0 彦根市生涯学習社会づくり推進協議会 副市長 4 0 彦根市生涯学習推進本部

3 長 浜 市 18 0 長浜市生涯学習推進協議会 副市長 18 0
設置していない
(H29に解散）

4 近江八幡市 設置していない 設置していない

5 草 津 市 設置していない 設置していない

6 守 山 市 設置していない 設置していない

7 栗 東 市 設置していない 設置していない

8 甲 賀 市 19 0 生涯学習社会づくり協議会 市長 19 0 生涯学習推進本部

9 野 洲 市 設置していない 設置していない

10 湖 南 市 設置していない 設置していない

11 高 島 市 設置していない 設置していない

12 東 近 江 市 設置していない 市長 16 0 東近江市生涯学習推進本部

13 米 原 市 設置していない 市長 17 0 生涯学習推進本部

14 日 野 町 設置していない 設置していない

15 竜 王 町 設置していない 町長 2 0 竜王町生涯学習推進本部

16 愛 荘 町 設置していない 設置していない

17 豊 郷 町 設置していない 設置していない

18 甲 良 町 設置していない 設置していない

19 多 賀 町 設置していない 設置していない

滋 賀 県 設置していない 副知事 2 0
設置していない
(H29に解散）

３　生涯学習推進状況

生涯学習推進協議会（民意反映） 生涯学習推進本部（行政機構）
№ 市　町　名
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※策定年度は元号表記

作業中 検討中 未　定

1 大 津 市 28 大津市生涯学習推進計画 〇

2 彦 根 市 策定していない ○

3 長 浜 市 29 長浜市生涯学習社会づくり基本方針(H30.3策定） ○

4 近江八幡市 27 近江八幡市生涯学習社会づくり構想・実施計画 〇

5 草 津 市 策定していない ○

6 守 山 市 25 守山市生涯学習まちづくり基本計画 〇

7 栗 東 市 策定していない ○

8 甲 賀 市 24 甲賀市生涯学習社会づくり基本構想・基本計画 ○

9 野 洲 市 31 野洲市生涯学習振興計画 ○

10 湖 南 市 策定していない ○

11 高 島 市 策定していない ○

12 東近江市 策定していない ○

13 米 原 市 策定していない ○

14 日 野 町 策定していない ○

15 竜 王 町 策定していない ○

16 愛 荘 町 令和３年度策定に向けて検討中 ○

17 豊 郷 町 策定していない ○

18 甲 良 町 策定していない ○

19 多 賀 町 26 多賀町生涯学習推進基本計画 〇

滋 賀 県 27
滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的な考え方
(H31.3月末で終了、第３期滋賀県教育振興基本計画に統合)

４　生涯学習基本構想状況

改定に向けての動き

（注）各市町の総合計画、教育全般に関する計画等の中で生涯学習について規定している場合は調査対象外です。

№ 市　町　名
策定年度
平成

生　涯　学　習　基　本　構　想　名
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№ 市町名
情報システム
ネットワーク

公共広報誌
機関紙、パン

フレット等

マスメディア
（放送・新聞

等）
説明会・訪問 その他

1 大 津 市 ○ ○ ○ ○

2 彦 根 市 ○ ○ ○

3 長 浜 市 ○ ○ ○ ○

4 近江八幡市 ○ ○ ○ ○

5 草 津 市 ○ ○ ○ ○ ○

6 守 山 市 ○ ○ ○ ○ ○

7 栗 東 市 ○ ○ ○ ○

8 甲 賀 市 ○ ○ ○ ○ ○

9 野 洲 市 ○ ○ ○

10 湖 南 市 ○ ○ ○ ○

11 高 島 市 ○ ○

12 東 近 江 市 ○ ○ ○ ○ ○

13 米 原 市 ○ ○ ○ ○

14 日 野 町 ○ ○ ○

15 竜 王 町 ○ ○ ○ ○

16 愛 荘 町 ○ ○ ○

17 豊 郷 町 ○ ○ ○

18 甲 良 町 ○ ○ ○ ○

19 多 賀 町 ○ ○ ○

滋 賀 県 ○ ○ ○ ○ ○

５　生涯学習・社会教育に関する情報提供の方法
(1) 情報提供方法（令和元年度）
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№ 市町名 市町
生涯学習・

社会教育主管課
公民館（公民館類
似施設を含む）

公民館
開設施設数

図書館
その他開設済みの

主な施設

1 大 津 市 ○ 市ＨＰ内に開設 市ＨＰ内に開設 39 市ＨＰ内に開設 　生涯学習センター

2 彦 根 市 ○ 市ＨＰ内に開設 市ＨＰ内に開設 8 独自に開設

3 長 浜 市 ○ 市ＨＰ内に開設 独自に開設 10 独自に開設

4 近江八幡市 ○ 市ＨＰ内に開設 市ＨＰ内に開設 1 市ＨＰ内に開設

5 草 津 市 ○ 市ＨＰ内に開設 - 市ＨＰ内に開設

6 守 山 市 ○ 市ＨＰ内に開設 市ＨＰ内に開設 8 独自に開設

7 栗 東 市 ○ 市ＨＰ内に開設 － 独自に開設
こんぜの里（森の未来
館）

8 甲 賀 市 ○ 市ＨＰ内に開設 市ＨＰ内に開設 13 独自に開設

9 野 洲 市 ○ 市ＨＰ内に開設 － 独自に開設

10 湖 南 市 ○ 市ＨＰ内に開設 － 独自に開設

11 高 島 市 ○ 市ＨＰ内に開設 市ＨＰ内に開設 6 独自に開設
中江藤樹記念館、
市民ホール

12 東 近 江 市 ○ 市ＨＰ内に開設 独自に開設 1 独自に開設
八日市文化芸術会館、
あかね文化ホール

13 米 原 市 ○ 市ＨＰ内に開設 独自に開設 4 独自に開設

14 日 野 町 ○ 町ＨＰ内に開設 － 1 独自に開設
わたむきホール虹、
近江日野商人ふるさと館

15 竜 王 町 ○ 町ＨＰ内に開設 独自に開設 1 独自に開設

16 愛 荘 町 ○ 町ＨＰ内に開設 独自に開設 1 町ＨＰ内に開設

17 豊 郷 町 ○ 町ＨＰ内に開設 町ＨＰ内に開設 町ＨＰ内に開設

18 甲 良 町 ○ 町ＨＰ内に開設 － 町ＨＰ内に開設

19 多 賀 町 ○ 町ＨＰ内に開設 町ＨＰ内に開設 独自に開設 博物館、文化財センター

滋 賀 県 ○ 独自に開設 独自に開設

(2) ホームページの開設状況（令和元年度）
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６　市町社会教育費等一覧
(令和元年度会計）

人　　口
(Ａ) 総額　(Ｂ) 住民１人あたり 総額　（Ｃ） Ｃ／Ｂ 住民１人あたり 総額　（Ｄ） Ｄ／Ｃ 住民１人あたり

No. 市　　町　　名 (R2.3.1現在) 千円 Ｂ／Ａ（千円） 千円 ％ Ｃ／Ａ（千円） 千円 ％ Ｄ／Ａ（千円）

1 大 津 市 343,632 113,460,901 330.181 14,438,981 12.7% 42.019 1,347,087 9.3% 3.920

2 彦 根 市 113,699 44,550,000 391.824 8,305,058 18.6% 73.044 1,875,507 22.6% 16.495

3 長 浜 市 114,644 52,500,000 457.939 12,443,930 23.7% 108.544 5,171,903 41.6% 45.113

4 近 江 八 幡 市 81,267 32,360,000 398.194 3,606,082 11.1% 44.373 730,165 20.2% 8.985

5 草 津 市 135,166 52,600,000 389.151 5,907,427 11.2% 43.705 844,882 14.3% 6.251

6 守 山 市 82,822 27,060,000 326.725 4,102,377 15.2% 49.532 747,710 18.2% 9.028

7 栗 東 市 70,153 25,072,000 357.390 3,415,227 13.6% 48.683 988,264 28.9% 14.087

8 甲 賀 市 90,641 43,280,000 477.488 9,172,635 21.2% 101.197 2,218,411 24.2% 24.475

9 野 洲 市 51,196 22,082,272 431.328 3,696,630 16.7% 72.205 494,974 13.4% 9.668

10 湖 南 市 55,229 20,988,000 380.018 3,114,648 14.8% 56.395 379,185 12.2% 6.866

11 高 島 市 47,537 28,078,984 590.676 2,760,136 9.8% 58.063 505,305 18.3% 10.630

12 東 近 江 市 113,110 49,800,000 440.279 6,829,459 13.7% 60.379 1,312,207 19.2% 11.601

13 米 原 市 38,876 20,140,000 518.057 2,076,512 10.3% 53.414 462,410 22.3% 11.894

14 日 野 町 21,486 9,059,000 421.623 1,312,516 14.5% 61.087 311,120 23.7% 14.480

15 竜 王 町 11,941 6,424,000 537.978 905,959 14.1% 75.870 292,564 32.3% 24.501

16 愛 荘 町 21,325 8,944,000 419.414 1,259,702 14.1% 59.072 398,599 31.6% 18.692

17 豊 郷 町 7,333 4,500,000 613.664 636,864 14.2% 86.849 114,455 18.0% 15.608

18 甲 良 町 6,896 3,988,440 578.370 600,720 15.1% 87.111 102,492 17.1% 14.863

19 多 賀 町 7,616 4,373,530 574.256 828,140 18.9% 108.737 223,597 27.0% 29.359

県　　計 1,414,569 569,261,127 402.427 85,413,003 15.0% 60.381 18,520,837 21.7% 13.093

市　町　費 教      育      費 社　会　教　育　費
区　　　　分
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  (令和２年４月1日現在）

全体
◎社会教育

主事
（発令有り）

社会教育主
事補

◎以外で社
会教育主事
の資格を有

する者

●社会教育
主事

（発令有り）

●以外で社
会教育主事
の資格を有

する者

社会教育主
事

（発令有り）

社会教育主
事の資格を
有する者

1 大 津 市 12 1 0 0 0 0 1 0

2 彦 根 市 8 1 0 0 0 0 1 0

3 長 浜 市 9 0 0 0 0 0 0 0

4 近江八幡市 9 0 0 1 0 0 0 1

5 草 津 市 10 1 0 0 2 4 3 4

6 守 山 市 6 0 0 0 0 0 0 0

7 栗 東 市 12 0 0 1 0 0 0 1

8 甲 賀 市 17 0 0 4 0 12 0 16 市役所各課

9 野 洲 市 8 0 0 2 0 0 0 2

10 湖 南 市 13 0 0 1 0 0 0 1

11 高 島 市 8 1 0 0 3 0 4 0
高島公民館、今津公民館、マキノ
公民館

12 東 近 江 市 13 0 0 2 0 0 0 2 1

13 米 原 市 15 0 0 0 0 0 0 0

14 日 野 町 7 0 0 4 0 13 0 17
南比都佐公民館、必佐公民館
他

1

15 竜 王 町 9 1 0 3 0 7 1 10

16 愛 荘 町 7 0 0 0 0 0 0 0

17 豊 郷 町 0 0 0 1 0 0 0 1 豊栄のさと

18 甲 良 町 7 0 0 0 0 0 0 0

19 多 賀 町 7 0 0 0 0 0 0 0

合 計 177 5 0 19 5 36 10 55

7　生涯学習・社会教育関係職員数等一覧

№ 市 町 名
左記の●社会教育主事の勤務場所

（例：○〇公民館、□□体育センター等）

令和３年度
社会教育主事講習の

受講希望数
（予定：京都教育大学）

生涯学習・社会教育主管課職員数
（会計年度職員含む）

左記の所属以外での発令
状況および有資格者数 合計（自動計算）
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  (令和２年４月1日現在）

施設数

館長ま
たは分
館長

[合計数]

公民館
主事

[合計数]

その他
（事務職
員、技術
職員、労
務職員

等）
[合計数]

小計
司書・司

書補
[合計数]

その他
（事務職
員、技術
職員、労
務職員

等）
[合計数]

小計 施設長
指導系
職員

[合計数]

その他
（事務職
員、技術
職員、労
務職員

等）
[合計数]

小計

1 大 津 市 35 35 32 125 192 4 0 39 16 59 1 0 9 10

2 彦 根 市 8 8 8 6 22 1 0 14 3 18 0 0 0 0

3 長 浜 市 23 1 0 1 2 1 1 40 2 43 0 0 0 0

4 近江八幡市 1 1 0 0 1 1 1 15 5 21 0 0 0 0

5 草 津 市 0 0 0 0 0 1 0 28 24 53 0 0 0 0

6 守 山 市 8 8 7 23 38 1 1 20 3 24 1 1 2 4

7 栗 東 市 9 9 0 18 27 1 1 15 3 19 0 0 0 0

8 甲 賀 市 13 13 0 9 22 5 3 18 4 27 0 0 0 0

9 野 洲 市 0 0 0 0 0 1 1 15 3 19 0 0 0 0

10 湖 南 市 0 0 0 0 0 1 1 6 6 13 0 0 0 0

11 高 島 市 8 1 0 31 32 1 1 15 5 21 0 0 0 0

12 東 近 江 市 14 14 0 47 61 6 6 35 0 41 1 0 4 5

13 米 原 市 4 4 4 18 26 2 1 14 4 20 0 0 0 0

14 日 野 町 8 8 7 13 28 1 1 5 1 7 0 0 0 0

15 竜 王 町 1 1 0 5 6 1 1 4 1 6 0 0 0 0

16 愛 荘 町 2 2 0 8 10 1 1 14 2 17 0 0 0 0

17 豊 郷 町 1 1 0 6 7 1 0 3 0 4 0 0 0 0

18 甲 良 町 2 1 0 6 7 1 1 4 0 5 0 0 0 0

19 多 賀 町 1 1 0 6 7 1 1 6 1 8 0 0 0 0

合 計 138 108 58 322 488 32 22 310 83 425 3 1 15 19

公民館数（類似施設を含む）

８　社会教育施設職員数一覧

№ 市 町 名

図書館 生涯学習センター

館長または分館長
[合計数]

うち司

書有資

格者
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Ⅲ 各種連絡先等一覧 

１ 市役所・町役場一覧 

２ 生涯学習・社会教育主管課 連絡先 

３ 公民館等所在地等一覧 

４ 公共図書館一覧 

５ 博物館、美術館等一覧 

６ 公共ホール一覧 

７ 社会教育施設等一覧 
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 郵便番号 所　　在　　地

〒520-8575 大津市御陵町3-1 TEL ： 077-523-1234

URL ：

〒522-8501 彦根市元町4-2 TEL ： 0749-22-1411

URL ：

〒526-8501 長浜市八幡東町632 TEL ： 0749-62-4111

URL ：

〒523-8501 近江八幡市桜宮町236 TEL ： 0748-33-3111

URL ：

〒525-8588 草津市草津三丁目13-30 TEL ： 077-563-1234

URL ：

〒524-8585 守山市吉身二丁目5-22 TEL ： 077-583-2525

URL ：

〒520-3088 栗東市安養寺一丁目13-33 TEL ： 077-553-1234

URL ：

〒528-8502 甲賀市水口町水口6053 TEL ： 0748-65-0650

URL ：

〒520-2395 野洲市小篠原2100-1 TEL ： 077-587-1121

URL ：

〒520-3288 湖南市中央一丁目1番地 TEL ： 0748-72-1290

URL ：

〒520-1592 高島市新旭町北畑565 TEL ： 0740-25-8000

URL ：

〒527-8527 東近江市八日市緑町10-5 TEL ： 0748-24-1234

URL ：

〒521-8501 米原市下多良三丁目3番地 TEL ： 0749-52-1551

URL ：

〒529-1698 日野町河原一丁目1番地 TEL ： 0748-52-1211

URL ：

〒520-2592 竜王町小口3 TEL ： 0748-58-3700

URL ：

〒529-1380 愛荘町愛知川72 TEL ： 0749-42-4111

URL ：

〒529-1169 豊郷町石畑375 TEL ： 0749-35-8111

URL ：

〒522-0244 甲良町在士353-1 TEL ： 0749-38-3311

URL ：

〒522-0341 多賀町多賀324 TEL ： 0749-48-8111

URL ：

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL ： 077-524-1121

URL ：

http://www.city.ritto.lg.jp/

http://www.city.koka.lg.jp/

http://www.city.hikone.shiga.jp/

https://www.city.nagahama.lg.jp/

http://www.city.omihachiman.lg.jp/

http://www.city.kusatsu.shiga.jp/

http://www.city.moriyama.lg.jp/

15 竜王町役場

19 多賀町役場

滋賀県庁

16 愛荘町役場

17 豊郷町役場

18 甲良町役場

12 東近江市役所

13 米原市役所

14 日野町役場

https://www.pref.shiga.lg.jp/

近江八幡市役所

5 草津市役所

6 守山市役所

7 栗東市役所

8 甲賀市役所

9 野洲市役所

10 湖南市役所

11 高島市役所

http://www.town.shiga-hino.lg.jp/

https://www.town.aisho.shiga.jp/

http://www.town.toyosato.shiga.jp/

http://www.kouratown.jp/

http://www.town.taga.lg.jp/

http://www.town.ryuoh.shiga.jp/

2 彦根市役所

3 長浜市役所

4

１　市役所・町役場一覧

 市町Ｎｏ．  市　町　名

1 大津市役所

 電　話　番　号

U　　R　　L

http://www.city.otsu.lg.jp/

http://www.city.konan.shiga.jp/

http://www.city.takashima.lg.jp/

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

http://www.city.maibara.lg.jp/

http://www.city.yasu.lg.jp/
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市町

Ｎｏ 主　管　課　名 事　務　局　所　在　地 Ｔ　Ｅ　Ｌ　番　号 Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号 E-mailアドレス　※[at]→@に

1 大津市 生涯学習課 〒520-8575　大津市御陵町3番1号 077-528-2635 077-523-5735 otsu2403[at]city.otsu.lg.jp

2 彦根市 生涯学習課 〒522-0001　彦根市尾末町1番38号 0749-24-7974 0749-23-9190 syogai[at]mx.hikone.ed.jp

3 長浜市
市民協働部

生涯学習文化課
〒526-8501　長浜市八幡東町632 0749-65-6552 0749-65-6571 syoubun[at]city.nagahama.lg.jp

4 近江八幡市 生涯学習課 〒523-8501　近江八幡市桜宮町236 0748-36-5533 0748-36-5565 045000[at]city.omihachiman.lg.jp

5 草津市 生涯学習課 〒525-8588　草津市草津三丁目13番30号 077-561-2427・2428 077-561-2488 shogaku[at]city.kusatsu.lg.jp

6 守山市 社会教育課 〒524-8585　守山市吉身二丁目5番22号 077-582-1142 077-581-2733 shakaikyoiku[at]city.moriyama.lg.jp

7 栗東市 生涯学習課 〒520-3015　栗東市安養寺三丁目1番1号
青少年教育　  077-551-0496
生涯学習推進　077-551-0145

077-552-5544 syogaigakusyu[at]city.ritto.lg.jp

8 甲賀市 社会教育スポーツ課 〒520-8502　甲賀市水口町水口6053 0748-69-2247 0748-69-2293 koka30104500[at]city.koka.lg.jp

9 野洲市 生涯学習スポーツ課 〒520-2395　野洲市小篠原2100番地１ 077-587-6053 077-587-3835 syougai[at]city.yasu.lg.jp

10 湖南市 生涯学習課 〒520-3195　湖南市石部中央一丁目1番1号 0748-77-6250 0748-77-6253 syougaku[at]city.shiga-konan.lg.jp

11 高島市 社会教育課 〒520-1592　高島市新旭町北畑565 0740-25-8561 0740-25-8145 syakyo[at]city.takashima.lg.jp

12 東近江市 生涯学習課 〒527-8527　東近江市八日市緑町10番5号 0748-24-5672 0748-24-1375 syogaika[at]city.higashiomi.lg.jp

13 米原市 生涯学習課 〒521-0242　米原市長岡1050-1 0749-55-8106 0749-55-4556 manabi[at]city.maibara.lg.jp

14 日野町 生涯学習課 〒529-1698　日野町河原1-1 0748-52-6566 0748-52-4665 kik-syogai[at]town.shiga-hino.lg.jp

15 竜王町 生涯学習課 〒520-2592　竜王町小口3 0748-58-3711 0748-58-2655
ＬＧＷＡＮ:0190[at]town.ryuoh.lg.jp
外部ネット:syogaku[at]town.ryuoh.shiga.jp

16 愛荘町 生涯学習課 〒529-1234　愛荘町安孫子825 0749-37-8055 0749-37-4192 syogaku[at]town.aisho.lg.jp

17 豊郷町 社会教育課 〒529-1161　豊郷町四十九院1252 0749-35-8010 0749-35-8021 kyo-isyakai[at]town.shiga-toyosato.lg.jp

18 甲良町 社会教育課 〒522-0244　甲良町在士353- 1 0749-38-3315 0749-38-4336 kyoui[at]town.koura.lg.jp

19 多賀町 生涯学習課 〒522-0352　多賀町久徳160-2 0749-48-8130 0749-48-2363 s-ed[at]town.taga.lg.jp

滋賀県 生涯学習課 〒520-8577　大津市京町四丁目1-1 077-528-4652 077-528-4962 ma06[at]pref.shiga.lg.jp

２　生涯学習・社会教育主管課　連絡先一覧
生　涯　学　習　・　社　会　教　育　主　管　課　連　絡　先

市町名
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520-0042 0775262666 5251788

520-0514 077-592-1124 592-1636

520-0526 077-594-2234 594-4000

520-0532 077-594-2000 594-3056

520-0532

520-0475 0775992001 5992174

520-0221 0775743211 5743212

520-0232 0775721164 5721510

520-0242 0775720222 5720222

520-0247 0775720028 5720205

520-0246 0775737135 5737136

520-0101 0775781035 5786617

520-0112 0775794518 5795094

520-0113 0775780015 5780016

520-0105 0775780017 5781006

520-0106 0775795614 5783084

520-0011 0775222180 5224111

520-0063 0775223876 5224611

520-0044 0775247827 5243993

520-0043 0775264835 5263496

520-0802 0775226276 5229127

520-0814 0775242205 5227513

520-0842 0775348122 5348248

520-0843 0775370743 5373221

520-0861 0775370001 5372861

520-0865 077533-0292 5330292

520-2263 0775461002 5467463

520-2276 0775460001 5461031

520-2112 0775490003 5491896

520-2141 0775454084 5454084

520-2145 0775442020 5442021

520-2132 0775442031 5442032

520-2153 0775459001 5459010

520-2101 077-549-3663 549-3664

520-0528 077-594-8022 594-4189

520-0243 0775740140 5740148

520-0814 0775270025 5251490

520-0355 0775982001 5982521

520-0016 0775290146 5292919

520-0033 0775250854 5250954

520-0514 077-592-8022 592-8018

520-0006 077-525-3401 525-3401

公  民  館  等  名 〒 所　　在　　地 電話番号 FAX番号

▲大津市滋賀里交流センター 滋賀里１丁目9-11

▲伊香立コミュニティセンター

▲山中比叡平コミュニティセンター

▲長等コミュニティセンター

伊香立生津町1331

比叡平三丁目571

大門通1640

　青山公民館 青山五丁目13-36

□和邇文化センター 和邇高城12

□北部地域文化センター 堅田二丁目111

□大津市生涯学習センター 本丸町650

▲大津市木戸交流センター 木戸709

  上田上公民館 牧一丁目1-24

  瀬田公民館 大江三丁目21

  瀬田北公民館 大将軍一丁目1430

  瀬田南公民館 神領三丁目89

  瀬田東公民館 一里山三丁目161

  晴嵐公民館 北大路一丁目95

  石山公民館 石山寺三丁目1515

  南郷公民館 南郷一丁目1213

  大石公民館 大石中一丁目11

  田上公民館 里三丁目9-1

  逢坂公民館 京町三丁目13

  中央公民館 中央二丁目25

  平野公民館 馬場三丁目15-45

  膳所公民館 本丸町640

  富士見公民館 園山二丁目1533

  坂本公民館 坂本六丁目112

  下阪本公民館 下阪本三丁目1430

  唐崎公民館 唐崎二丁目101

  滋賀公民館 南志賀一丁目832

  藤尾公民館 横木二丁目41

  堅田公民館 本堅田三丁目81

  仰木公民館 仰木四丁目1511

  仰木の里公民館 仰木の里七丁目125

  雄琴公民館 雄琴一丁目172

  日吉台公民館 日吉台一丁目151

　小野公民館 湖青一丁目1-2

○小野公民館分館 湖青一丁目1-5

  葛川公民館 葛川坊村町23737

  真野北公民館 緑町41

  真野公民館 真野四丁目62

　３　公民館等所在地等一覧

（○は分館、□は類似施設、▲はコミセン等の施設）

◆大津市（公３４館、類３館、コミセン等５館）

  大津公民館（市民ホールを含む） 島の関141

　木戸公民館 木戸58

  和邇公民館 和邇中94-1
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公  民  館  等  名 〒 所　　在　　地 電話番号 FAX番号

522-0074 0749244951 244951

522-0064 0749242957 242957

521-1133 0749434041 434041

522-0024 0749260675 260675

522-0234 0749281000 288020

522-0053 0749240801 240801

522-0004 0749261922 212224

522-0046 0749255177 255177

526-0037 0749621808 642753

526-0015 0749620265 642752

526-0841 0749620287 642751

5260802 0749625479 642754

5260823 0749620381 642746

5260828 0749627037 642748

5260042 0749620198 642750

5260244 0749741438 741427

5260273 0749741450 741445

526-0214 0749742340 741462

526-0235 0749740458 741469

5260203 0749760001 761155

5260108 0749724300 724453

5290142 0749732273 734167

5290341 0749781287 781749

5290233 0749855204 855744

5290425 0749825915

529-0515 0749-86-8126 86-2236

5290792 0749891125 890585

526-0017 0749-64-6030 64-6030

5260021 0749-64-1444 64-5360

5260036 0749653366 653368

5290111 0749735030 735037

5238501 0748365533 365565

523-0895 0748-32-2300 32-2300

5230804 0748322510 322510

5230801 0748339779 339779

5230058 0748333478 333478

5230001 0748377255 37-7277

5230054 0748333535 333569

5230022 0748377017 377017

5230061 0748368004 368064

5230011 0748376017 376017

5211311 0748462346 466174

5211332 0748468120 468120

▲北里コミュニティセンター 江頭町973

▲武佐コミュニティセンター 武佐町764

▲安土コミュニティセンター 安土町下豊浦4660

▲老蘇コミュニティセンター 安土町東老蘇1136-1

▲沖島コミュニティセンター 沖島町2681

▲岡山コミュニティセンター 加茂町3818-1

▲金田コミュニティセンター 金剛寺町375

▲桐原コミュニティセンター 森尻町414-3

▲馬淵コミュニティセンター 馬淵町3145

□虎姫時遊館 三川町1635-2

◆近江八幡市 （公１館　コミセン等１１館）

　中央公民館 桜宮町236

▲八幡コミュニティセンター 宇津呂町73-1

▲島コミュニティセンター 島町1671-1

▲木之本まちづくりセンター 木之本町木之本17572

▲西浅井まちづくりセンター 西浅井町大浦2590

□養蚕の館 相撲町604-7

□長浜市勤労青少年ホーム（サンパレス） 八幡中山町1316-3

□長浜市民交流センター 地福寺町4-36

▲余呉まちづくりセンター 余呉町中之郷1117-1

▲上草野まちづくりセンター 野瀬町809

▲びわまちづくりセンター 難波町448

▲虎姫まちづくりセンター 田町108

▲湖北まちづくりセンター 湖北町速水2745

▲高月まちづくりセンター 高月町渡岸寺1411

▲六荘まちづくりセンター 勝町490

▲湯田まちづくりセンター 内保町2645

▲田根まちづくりセンター 高畑町3161

▲下草野まちづくりセンター 北ノ郷町105

▲七尾まちづくりセンター 佐野町181

▲神照まちづくりセンター 神照町286-1

▲南郷里まちづくりセンター 新栄町10652

▲北郷里まちづくりセンター 東上坂町9767

▲西黒田まちづくりセンター 常喜町500-1

▲神田まちづくりセンター 加田町2727

  中地区公民館 大藪町2610

  鳥居本地区公民館 鳥居本14916

  南地区公民館 甘呂町13211

◆長浜市  　（類４館、コミセン等１９館）

▲長浜まちづくりセンター 高田町1051

  東地区公民館 大東町126

  西地区公民館 本町１丁目91

  稲枝地区公民館 本庄町60

  旭森地区公民館 正法寺町6421

  河瀬地区公民館 森堂町131

◆彦根市  　（公８館）
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公  民  館  等  名 〒 所　　在　　地 電話番号 FAX番号

5250041 0775620047 5620047

5250045 0775636206 5636206

5250034 0775644999 5644922

5250032 0775635673 5635673

525-0025 077-569-0350 566-5143

5250054 0775651560 5651560

5250055 0775641430 5641430

5250066 077565-1995 565-2000

5250059 0775640189 5640189

5250072 0775618469 5618469

5250063 0775620044 5620044

5250028 0775620071 5620071

5250015 0775683164 5683090

5250006 0775681970 5681970

5240103 0775851004 5851004

5240046 0775835229 5820495

5240021 0775831650 5820496

5240063 0775853366 5855251

5240015 0775854822 5855254

5240011 0775832792 5820497

5240102 0775853953 5855253

5240215 0775852004 5855252

5203005 0775581100 5580079

5203045 0775534911 5530300

5203017 0775532566 5536172

5203023 0775540050 5535698

5203015 0775546110 5546111

5203024 0775537633 5530650

5203031 0775531900 5530310

5203031 0775512337 551-2338

5203035 0775541477 5541376

5280023 0748620488 623338

5280007 0748627052 627052

5280064 0748624982 636979

5280049 0748622027 632203

5280057 0748620404 632204

5280208 0748680001 68-0001

5280212 0748660158 660158

5280235 0748670001 670001

5280202 0748690204 69-0204

5203431 0748884100 885055

5203311 0748863036 868119

5291851 0748828075 822463

5291821 0748850001 85-0001

　甲南公民館（忍の里プララ） 甲南町竜法師600

  信楽中央公民館(信楽開発センター) 信楽町長野1252

　多羅尾公民館 信楽町多羅尾20672

　山内公民館 土山町黒川1970

　土山中央公民館 土山町南土山甲406

　大野公民館 土山町大野2154

　鮎河公民館 土山町鮎河1950

　甲賀公民館（かふか生涯学習館） 甲賀町大原中886

  水口中央公民館 水口町本丸120

  岩上公民館 水口町新城557-1

  伴谷公民館 水口町伴中山3736

  貴生川公民館 水口町貴生川3081

  柏木公民館 水口町北脇1615-1

▲コミュニティセンター治田西 小柿五丁目18

▲コミュニティセンター大宝 綣七丁目9-21

▲コミュニティセンター大宝東 綣二丁目4-5ウイングプラザ３階

▲コミュニティセンター大宝西 霊仙寺四丁目2-63

◆甲賀市　 （公１３館）

▲コミュニティセンター金勝 御園982

▲コミュニティセンター 葉山 高野6221

▲コミュニティセンター葉山東 六地蔵7141

▲コミュニティセンター治田 坊袋1611

▲コミュニティセンター 治田東 安養寺205

  河西公民館 今市町160

  速野公民館 水保町2236

  中洲公民館 幸津川町10435

◆栗東市  （コミセン等９館）

  北公民館 洲本町13532

  守山公民館 今宿二丁目515

  吉身公民館 吉身三丁目28

  小津公民館 欲賀町9011

  玉津公民館 矢島町3091

▲山田まちづくりセンター 南山田町678

▲笠縫まちづくりセンター 上笠一丁目6-3

▲笠縫東まちづくりセンター 集町588

▲常盤まちづくりセンター 志那中町1111

◆守山市 　（公８館）

▲矢倉まちづくりセンター 東矢倉二丁目136

▲老上まちづくりセンター 野路町520

▲老上西まちづくりセンター 矢橋町526-1

▲玉川まちづくりセンター 野路九丁目7-42

▲南笠東まちづくりセンター 笠山一丁目1-47

▲志津まちづくりセンター 青地町561

▲志津南まちづくりセンター 若草五丁目10

▲草津まちづくりセンター 草津一丁目433

▲大路まちづくりセンター 大路二丁目911

▲渋川まちづくりセンター 西渋川二丁目9-38

◆草津市  　（コミセン等１４館）
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公  民  館  等  名 〒 所　　在　　地 電話番号 FAX番号

520-2304 077-586-3200 587-6477

520-2313 077-587-1444 587-5002

520-2323 077-586-5234 586-5236

520-2362 077-586-2450 586-2451

520-2331 077-586-3864 586-1348

520-2423 077-589-4740 589-5353

520-2412 077-589-4010 589-6565

520-3202 0748-75-8190 75-8192

5203195 0748770003 770015

5203108 0748772535 77-2535

5203221 0748724532 712636

5203233 0748712560 71-2561

5203252 0748727871 727872

520-3248 0748743471 74-4005

5203201 0748750011 754491

520-3202 0748-75-8190

5201833 0740271131 270477

5201655 0740222249 222249

5201401 0740382324 383112

5201217 0740320003 324011

5201121 0740360219 361909

5201501 0740255500 255571

5201401 0740382324 383112

5201643 0740222249 222249

5201604 0740223269 22-3269

520-1612 0740-22-4830

520-1611 0740-22-2945

520-1233 0740-34-1320

520-1622 0740-22-3222 22-5144

520-1501 0740-25-3450

5270029 0748234120 234120

5270063 0748226479 226479

5270044 0748220503 220503

5270006 0748220303 220303

5270034 0748231573 231573

5270015 0748220154 220154

5270074 0748220203 220203

5270085 0748221950 221950

5270231 0748271060 271974

5291422 0748482737 486454

5270157 0749462267 462270

5270113 0749450950 452049

529-1531 0748-55-0207 55-3898

5211292 0748423200 423222

529-1421 0748-48-7100 48-7105

▲能登川コミュニティセンター 躰光寺町262

□てんびんの里文化学習センター 五個荘竜田町583

▲永源寺コミュニティセンター 山上町1316

▲五個荘コミュニティセンター 五個荘小幡町318

▲愛東コミュニティセンター 下中野町431

▲湖東コミュニティセンター 池庄町495

▲蒲生コミュニティセンター 市子川原町461-1

▲建部コミュニティセンター 建部日吉町31

▲南部コミュニティセンター 沖野二丁目134

▲中野コミュニティセンター 中野町7815

▲市辺コミュ二ティセンター 市辺町2391

▲平田コミュニティセンター 下羽田町845

▲新旭コミュニティセンター「ほおじろ荘」 高島市新旭町旭734番地2

◆東近江市（公１４館、類１館）

▲八日市コミュニティセンター 八日市町920

▲玉緒コミュニティセンター 大森町1030

▲御園コミュニティセンター 五智町3512

▲今津浜分コミュニティセンター 今津町浜分387-1

▲今津上コミュニティセンター 今津町下弘部1348-1

▲今津宮の森コミュニティセンター 今津町弘川1692

▲安曇川世代交流センター 安曇川町南船木249

▲今津東コミュニティセンター 今津町中沼1-4-1

　安曇川公民館 安曇川町田中89

　高島公民館 勝野670

　新旭公民館(観光物産プラザ　内） 新旭町旭1-10-1

□生涯学習施設 ステーション・オアフ 朽木市場875-1

▲今津西コミュニティセンター 今津町保坂300

▲水戸まちづくりセンター 西峰町1

◆高島市  （公６館、類１館、コミセン等７館）

　マキノ公民館（マキノ土に学ぶ里研修センター） マキノ町蛭口2601

　今津公民館(今津北コミュニティセンター） 今津町日置前1491

　朽木公民館 朽木市場792

▲三雲まちづくりセンター 三雲1186

▲柑子袋まちづくりセンター 柑子袋8601

▲岩根まちづくりセンター 岩根11551

▲菩提寺まちづくりセンター 菩提寺西4-2-12

▲下田まちづくりセンター 下田1515

▲コミュニティセンターひょうず 六条1509-1

◆湖南市   （類１館、コミセン等８館）

□市民学習交流センター（サンヒルズ甲西） 西峰町1-1

▲石部まちづくりセンター 石部中央123

▲石部南まちづくりセンター 石部南351

▲コミュニティセンターしのはら 大篠原4024-2

▲コミュニティセンターみかみ 三上828

▲コミュニティセンターきたの 市三宅313

▲コミュニティセンターやす 小篠原2142

▲コミュニティセンターなかさと 西河原2366ｰ1

◆野洲市    （コミセン等７館）　

▲コミュニティセンターぎおう 永原463
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公  民  館  等  名 〒 所　　在　　地 電話番号 FAX番号

5210016 0749522240 522242

5210242 0749552578 550562

5210314 0749580105 580296

5210072 0749523483 523895

5291698 0748526566 524665

5291628 0748521050 521091

5291617 0748523092 523092

5291663 0748530007 530007

5291653 0748523091 523419

5291631 0748521210 521210

5291634 0748521220 521212

5291609 0748520016 520606

5202552 0748581005 581979

5291331 0749425141 426390

5291234 0749374110 374113

5291161 0749358010 358021

5220244 0749383315 384336

522-0262

5220352 0749481800 482363

　令和２年度

本館 分館

101 1

【参考】

　令和元年度

本館 分館

104 1

　平成３０年度

本館 分館

103 1

　平成２９年度

本館 分館

103 1

　平成２８年度

本館 分館

135 1

　平成２７年度

本館 分館

合　　　　　計 134 2

◆甲良町    （公２館）

　甲良町公民館 在士350

　学び舎 横関

公民館類似施設 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等
公民館

合　　　　　計 11 80
102

136
12 44

公民館類似施設 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等

合　　　　　計 13 77

合　　　　　計 14 77

公民館

合　　　　　計

公民館

104

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等
公民館

公民館類似施設

公民館
公民館類似施設 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等

104

公民館類似施設 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等

14 46
136

105

公民館類似施設 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等

合　　　　　計 12 76

　豊郷町公民館(豊栄のさと) 四十九院1252

◆多賀町    （公１館）

　多賀町中央公民館（多賀結いの森） 久徳1602

公民館

◆竜王町    （公１館）

　竜王町公民館

  東桜谷公民館 中之郷4288

小口2761

◆愛荘町    （公１館、類１館）

　愛知川公民館 愛知川132

□ハーティーセンター秦荘 安孫子822

◆豊郷町    （公１館）

  西桜谷公民館 北脇988

  必佐公民館 三十坪1290

  鎌掛公民館 鎌掛2526

  南比都佐公民館 深山口939

  日野公民館 中道二丁目-12

　伊吹薬草の里文化センター 春照37

　近江公民館 顔戸1513

◆日野町  　（公８館）

　中央公民館 河原一丁目-1

  西大路公民館 西大路481

◆米原市  　（公４館）

　米原公民館 下多良三丁目３

　山東公民館 長岡3127
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令和2年(2020年）4月1日現在
館　名 〒                   TEL 休館日
　館長名 住所 FAX 開館時間･貸出冊数・貸出期間

1a 大津市立図書館   〒５２０-００４７ 077-526-4600 月曜　祝日（土・日の場合開館）　月末の木曜（８月・１２月除く）

　館長　井上　佳子 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

1ｂ 大津市立北図書館    〒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）

　館長 　中川　弘 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

1c 大津市立和邇図書館    〒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）

　館長 　宮崎　敬二 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 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）

　館長　山口　尚志 大津市南郷一丁目１２－１３ ― 10:00-18:00 　１人15冊（市内合計） ３週間

2 彦根市立図書館    〒５２２-０００１ 0749-22-0649 月曜  第４木曜　祝日　　　　　　

　館長 　北村　清 彦根市尾末町８－１            0749-26-0300 10:00-18:00　１人10冊 ２週間

3a 長浜市立長浜図書館    〒５２６-００３７ 0749-63-2122 火曜　月末の木曜　

　館長 　下司　満里子（全館統括） 長浜市高田町１２－３４ 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）

3b 長浜市立浅井図書館　　 〒５２６-０２５１ 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）

3c 長浜市立びわ図書館　　 〒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）

3d 長浜市立虎姫図書館　　 〒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）

3e 長浜市立湖北図書館 〒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）

3f 長浜市立高月図書館　　 〒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）

4a 近江八幡市立近江八幡図書館 〒５２３-０８２８ 0748-32-4090 月曜  月末水曜　祝日の翌日（土・日・休日を除く）

　館長　奥村　恭代 近江八幡市宮内町１００ 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

4b 近江八幡市立安土図書館    〒５２１-１３４１ 0748-46-6479 火曜　祝日（土･日・月の場合開館） 　月末水曜

　館長   奥村　恭代 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

5a 草津市立図書館    〒５２５-００３６ 077-565-1818 火曜  月末の水曜　祝日　　　　　　　　　　　

　館長 　武村　彰 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

5b 草津市立南草津図書館    〒５２５-００５９ 077-567-0373 月曜  月末の水曜　祝日　　　　　　　

　館長 　武村　彰 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

守山市立図書館    〒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）　　

　館長 　松本　孝子 守山市守山五丁目３番17号 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

7a 栗東市立図書館    〒５２０-３０１６ 077-553-5700 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

　館長 　西村　貴代美 栗東市小野２２３ 077-554-0792 10:00-18:00  土・日10:00-17:00　1人10冊（市内合計）３週間

7b 栗東市立栗東西図書館 〒５２０-３０３１ 077-554-2401 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

　館長 　西村　貴代美 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10冊（市内合計） ３週間

8a 甲賀市水口図書館 〒５２８-０００５ 0748-63-7400 木・金曜日　第３水曜日

　館長 　香取 淳子 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）

8b 甲賀市土山図書館    〒５２８-０２１１ 0748-66-1056 月・火曜日　第４金曜日

　館長 　篠原　哲 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）

8c 甲賀市甲賀図書情報館 〒５２０-３４３１ 0748-88-7246  木・金曜日　第４水曜日

　館長　 奥山　律雄 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）

8d 甲賀市甲南図書交流館 〒５２０-３３２２ 0748-86-1504 月・火曜日　第４水曜日

　館長 　片岡　優子 甲賀市甲南町深川１８６５ 0748-86-1505 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）

8e 甲賀市信楽図書館    〒５２９-１８５１ 0748-82-0320 月・火曜日　第４木曜日

　館長  今村　日出弥 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）

9a 野洲図書館    〒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）

　館長   宇都宮　香子

野洲市辻町４１０ 

077-587-5976
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…
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）

9b 野洲図書館中主分館   〒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）

　館長   宇都宮　香子

野洲市西河原２４００

077-589-3382
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…
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）

４　公共図書館一覧

077-583-6949
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館　名 〒                   TEL 休館日
　館長名 住所 FAX 開館時間･貸出冊数・貸出期間

10a 湖南市立石部図書館    〒５２０-３１９５ 0748-77-6252 水曜　木曜 祝日  

　館長  井上 勝 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

10b 湖南市立甲西図書館    〒５２０-３２３４ 0748-72-5550 月曜　火曜　月末の木曜 祝日

　館長   井上 勝 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

11a 高島市立今津図書館    〒５２０-１６３６ 0740-22-3827 水曜　木曜

  館長　 玉木　健史(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  〒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）

11c 高島市立安曇川図書館　 〒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　 図書30冊　2週間/視聴覚資料5点1週間 （市内合計）

11e 高島市立朽木図書サロン 〒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）

11f 高島市立高島図書室 〒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 0748-24-1515 月曜（祝日と重なる場合は翌日も）  第４金曜　祝日　　　　　

　館長   松野　勝治 東近江市八日市金屋二丁目６－２５ 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

12b 東近江市立永源寺図書館　　　　　〒５２７-０２３１ 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

　館長   山梶　瑞穂 東近江市山上町８３０-１　　　 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

12c 東近江市立五個荘図書館  〒５２９-１４２２ 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

　館長   西澤　和江 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

12d 東近江市立愛東図書館 〒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

　館長   江竜　喜代子 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

12e 東近江市立湖東図書館    〒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

　館長    江竜　喜代子 東近江市横溝町１９６７      0749-45-3343 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

12f 東近江市立能登川図書館  〒５２１-１２２５ 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

  館長   前﨑 徳生 東近江市山路町２２２５ 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    〒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

　館長   鈴村　厚子 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

13a 米原市立山東図書館　　　　　　〒５２１-０２４２ 0749-55-4554　　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）

　館長   梶田　悟 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

13b 米原市立近江図書館　　 〒５２１-００７２ 0749-52-5246 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）

　館長   梶川　幸太郎 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

14 日野町立図書館    〒５２９-１６０１ 0748-53-1644 月曜　火曜　第４木曜　祝日　　　　　

　館長   長谷川　毅 蒲生郡日野町松尾１６５５ 0748-53-3068 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

15 竜王町立図書館    〒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　　　　

  館長   谷村　明美 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

16a 愛荘町立秦荘図書館    〒５２９-１２３４ 0749-37-4345 木曜　金曜  第１水曜　祝日

  館長   茶谷　えりか 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

16b 愛荘町立愛知川図書館　　　　　〒５２９-１３１３ 0749-42-4114 月曜  火曜　月末の水曜　祝日

  館長   茶谷　えりか 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

17 豊郷町立図書館    〒５２９-１１６９ 0749-35-8040 月曜  第３日曜  月末の木曜　祝日　　

　館長   北村　孝弘 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

18 甲良町立図書館　　 〒５２２-０２６２ 0749-38-8088 月曜　火曜　第３日曜　祝日（土日の場合開館）

　館長  高橋　直子 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 1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　　

　館長　 西河内　靖泰 犬上郡多賀町大字四手９７６－２ 0749-48-1164 10:00-18:00　土・日10:00-17:00　4月～9月までの木のみ10:00-19:00  1人30冊・ＣＤ+カセット15点 3週間／ビデオ+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   冨田　光彦 長浜市木之本町木之本１３６２ 0749-82-4867 9:30-17:00  日曜のみ14:00 　１人２冊 ２週間

21 滋賀県立図書館    〒５２０-２１２２ 077-548-9691 月曜・火曜　祝日の翌日（土・日の場合開館）　　　　　　　

　館長   大西　良子 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。
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５　博物館・美術館等一覧
所在
市町

Ｎｏ 施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

1 滋賀県立近代美術館 520-2122 大津市瀬田南大萱町1740-1 077-543-2111

2 長等創作展示館・三橋節子美術館 520-0035 大津市小関町1-1 077-523-5101

3 大津市歴史博物館 520-0037 大津市御陵町2-2 077-521-2100

4 水のめぐみ館　アクア琵琶 520-2279 大津市黒津4-2-2 077-546-7348

5 近江神宮時計館宝物館 520-0015 大津市神宮町1-1 077-522-3725

6 大津絵美術館 520-0036 大津市園城寺町33番地 総本山円満院門跡 077-522-3690

7 大津祭曳山展示館 520-0043 大津市中央1-2-27 077-521-1013

8 渡来人歴史館 520-0051 大津市梅林2-4-6 077-525-3030

9 史跡 義仲寺 520-0802 大津市馬場1-5-12 077-523-2811

10 膳所焼美術館 520-0837 大津市中庄1-22-28 077-523-1118

11 建部大社宝物殿 520-2132 大津市神領1-16-1 077-545-0038

12 田上郷土史料館 520-2112 大津市牧1-8-32 077-549-0369

13 田上鉱物博物館 520-2275 大津市枝町3-8-4 077-546-1921

14 木下美術館 520-0016 大津市比叡平2-28-21 077-575-1148

15 比叡山国宝殿 520-0116 大津市坂本本町4220 077-578-0001

16 伊香立「香の里史料館」 520-0352 大津市伊香立下在地町1223-1 077-598-2005

17 大津市科学館 520-0814 大津市本丸町6-50 生涯学習センター内 077-522-1907

1 彦根城博物館 522-0061 彦根市金亀町1-1 0749-22-6100

2 滋賀大学経済学部附属史料館 522-0069 彦根市馬場1-1-1 0749-27-1046

1 国友鉄砲ミュージアム 526-0001 長浜市国友町534 0749-62-1250

2 成田美術館 526-0056 長浜市朝日町34-24 0749-65-0234

3 長浜鉄道スクエア 526-0057 長浜市北船町1-41 0749-63-4091

4 長浜市長浜城歴史博物館 526-0065 長浜市公園町10-10 0749-63-4611

5 長浜市曳山博物館 526-0059 長浜市元浜町14-8 0749-65-3300

6 養蚕の館 526-0017 長浜市相撲町604-7 0749-64-6030

7 冨田人形会館 526-0131 長浜市富田町758 0749-72-4300

8 浅井歴史民俗資料館 526-0251 長浜市大依町528 0749-74-0101

9 五先賢の館 526-0272 長浜市北野町1386 0749-74-0560

10 竹生島宝厳寺宝物殿 526-0124 長浜市早崎町竹生島1664-1 0749-63-4410

11 虎姫時遊館 529-0111 長浜市三川町1635-2 0749-73-5030

12 琵琶湖水鳥・湿地センター・湖北野鳥センター 529-0365 長浜市湖北町今西 0749-79-1289

13 小谷城戦国歴史資料館 529-0312 長浜市小谷郡上町139 0749-78-2320

14 一般財団法人 布施美術館 529-0205 長浜市高月町唐川339 0749-85-2363

15 東アジア交流ハウス雨森芳洲庵 529-0222 長浜市高月町雨森1166 0749-85-5095

16 高月観音の里歴史民俗資料館 529-0233 長浜市高月町渡岸寺229 0749-85-2273

17 冷水寺胎内仏資料館 529-0251 長浜市高月町宇根308-1 0749-82-5909

18 己高閣・世代閣 529-0411 長浜市木之本町古橋1103 0749-82-2784

19 糸取り資料保存館 529-0431 長浜市木之本町大音1529-2 0749-82-4127

20 茶わん祭の館 529-0512 長浜市余呉町上丹生3224 0749-86-8022

21 ヤンマーミュージアム 526-0055 長浜市三和町6-50 0749-62-8887

22 北淡海・丸子船の館 529-0721 長浜市西浅井町大浦582 0749-89-1130

23 海洋堂フィギュアミュージアム黒壁　龍遊館 526-0059 長浜市元浜町13-31 0749-68-1680

24 今重屋敷　能舞館 526-0059 長浜市元浜町23-17 0749-50-1272

25 北国街道　安藤家 526-0059 長浜市元浜町8-24 0749-65-3935

26 菅浦郷土資料館 529-0726 長浜市西浅井町菅浦 0749-82-5909

大
津
市

彦
根
市

長
浜
市
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所在
市町

Ｎｏ 施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

1 滋賀県立安土城考古博物館 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦6678 0748-46-2424

2 かわらミュージアム 523-0821 近江八幡市多賀町738-2 0748-33-8567

3 近江八幡市立資料館 523-0871 近江八幡市新町2-22 0748-32-7048

4 ボーダレス・アートミュージアムNO-MA 523-0849 近江八幡市永原町上16 0748-36-5018

1 滋賀県立琵琶湖博物館 525-0001 草津市下物町1091 077-568-4811

2 草津市立草津宿街道交流館 525-0034 草津市草津3-10-4 077-567-0030

3 水生植物公園みずの森 525-0001 草津市下物町1091 077-568-2332

1 近江妙蓮公園　近江妙蓮資料館 524-0003 守山市中町39 077-582-1340

2 公益財団法人佐川美術館 524-0102 守山市水保町北川2891 077-585-7800

3 守山市立埋蔵文化財センター 524-0212 守山市服部町2250 077-585-4397

4 守山市ほたるの森資料館 524-0051 守山市三宅町10　市民運動公園内 077-583-9680

1 栗東市出土文化財センタ― 520-3011 栗東市下戸山47 077-553-3359

2 栗東歴史民俗博物館 520-3016 栗東市小野223-8 077-554-2733

3 国指定重要文化財「大角家」住宅  旧和中散本舗 520-3017 栗東市六地蔵402 077-552-0971

1 滋賀県立陶芸の森 529-1804 甲賀市信楽町勅旨2188-7 0748-83-0909

2 甲賀流忍術屋敷 520-3311 甲賀市甲南町竜法師2331 0748-86-2179

3 甲賀市甲南ふれあいの館 520-3321 甲賀市甲南町葛木925 0748-86-7551

4 甲賀の里忍術村（甲賀忍術博物館） 520-3405 甲賀市甲賀町隠岐394 0748-88-5000

5 甲賀市甲賀歴史民俗資料館 520-3413 甲賀市甲賀町油日1042-1 0748-88-2106

6 甲賀市水口歴史民俗資料館 528-0005 甲賀市水口町水口5638 0748-62-7141

7 甲賀市水口城資料館 528-0023 甲賀市水口町本丸4-80 0748-63-5577

8 みなくち子どもの森自然館 528-0051 甲賀市水口町北内貴10 0748-63-6712

9 甲賀市東海道伝馬館 528-0211 甲賀市土山町北土山1570 0748-66-2770

10 甲賀市土山歴史民俗資料館 528-0211 甲賀市土山町北土山2230 0748-66-1056

11 MIHO MUSEUM 529-1814 甲賀市信楽町田代桃谷300 0748-82-3411

12 滋賀サファリ博物館 529-1802 甲賀市信楽町黄瀬2854-2 0748-83-0121

13 甲賀市信楽伝統産業会館 529-1851 甲賀市信楽町長野1142 0748-82-2345

1 野洲市歴史民俗博物館 520-2315 野洲市辻町57-1 077-587-4410

2 野洲川田園空間博物館 520-2416 野洲市堤2726 077-584-3321

3 びわ湖アートギャラリー 524-0292 野洲市吉川4187 鮎家の郷内 077-589-3999

1 湖南市東海道石部宿歴史民俗資料館 520-3116 湖南市雨山2-1-1 0748-77-5400

2 菩提寺歴史文化資料室（菩提寺まちづくりｾﾝﾀｰ内） 520-3248 湖南市菩提寺西4-2-12 0748-74-3471

1 白谷荘歴史民俗博物館 520-1837 高島市マキノ町白谷343 0740-27-0164

2 高島歴史民俗資料館 520-1111 高島市鴨2239 0740-36-1553

3 近江聖人　中江藤樹記念館 520-1224 高島市安曇川町上小川69 0740-32-0330

4 朽木資料館 520-1412 高島市朽木野尻478-22 0740-38-2339

5 家族旅行村ビラデスト今津 520-1601 高島市今津町深清水2405-1 0740-22-6868

6 今津ヴォ-リズ資料館 520-1621 高島市今津町今津175 0740-22-0981

7 琵琶湖周航の歌資料館 520-1622 高島市今津町中沼1-4-1 0740-22-2108

8 マキノ資料館 520-1833 高島市マキノ町蛭口260-1 0740-27-1484
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所在
市町

Ｎｏ 施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電話番号

1 滋賀県平和祈念館 527-0157 東近江市下中野町431 0749-46-0300

2 世界凧博物館東近江大凧会館 527-0025 東近江市八日市東本町3-5 0748-23-0081

3 近江商人郷土館 527-0125 東近江市小田苅町473 0749-45-0002

4 東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂 527-0135 東近江市横溝町419 0749-45-0011

5 木地師資料館 527-0201 東近江市蛭谷町176 050-5802-3313

6 日登美美術館 527-0231 東近江市山上町2068-2 0748-27-1707

7 五個荘近江商人屋敷　藤井彦四郎邸 529-1404 東近江市宮荘町681 0748-48-2602

8 五個荘近江商人屋敷　外村宇兵衛邸 529-1405 東近江市五個荘金堂町645 0748-48-5557

9 五個荘近江商人屋敷　外村 繁 邸 529-1405 東近江市五個荘金堂町631 0748-48-5676

10 五個荘近江商人屋敷　中江準五郎邸 529-1405 東近江市五個荘金堂町643 0748-48-3399

11 観峰館 529-1421 東近江市五個荘竜田町136 0748-48-4141

12 東近江市近江商人博物館・中路融人記念館 529-1421 東近江市五個荘竜田町583 0748-48-7101

13 東近江市ガリ版伝承館 529-1521 東近江市蒲生岡本町663 0748-48-7101
近江商人博物館

14 東近江市野口謙蔵記念館 529-1503 東近江市綺田町442 0748-48-7101
近江商人博物館

15 東近江市能登川博物館 521-1225 東近江市山路町2225 0748-42-6761

16 東近江市埋蔵文化財センター 521-1225 東近江市山路町2225 0748-42-5011

1 醒井木彫美術館 521-0035 米原市醒井95 0749-54-0842

2 米原市醒井宿資料館 521-0035 米原市醒井123 （旧） 醒井宿問屋場 0749-54-2163

3 米原市醒井宿資料館 521-0035 米原市醒井592 （旧） 醒井郵便局舎 0749-54-2163

4 米原市柏原宿歴史館 521-0202 米原市柏原2101 0749-57-8020

5 米原市伊吹山文化資料館 521-0314 米原市春照77 0749-58-0252

6 米原市近江はにわ館 521-0072 米原市顔戸281-1 0749-52-5246

7 奥伊吹ふるさと伝承館 521-0301 米原市甲津原897 0749-58-2227

8 伊吹の見える美術館 521-0221 米原市池下80-1 0749-55-3751

1 近江日野商人館 529-1603 蒲生郡日野町大窪1011 0748-52-0007

2 近江日野商人ふるさと館 529-1628 蒲生郡日野町西大路1264 0748-52-0008

1 愛荘町立歴史文化博物館 529-1202 愛知郡愛荘町松尾寺878 0749-37-4500

2 手おりの里　金剛苑 529-1204 愛知郡愛荘町蚊野外514 0749-37-4131

3 愛荘町立愛知川びんてまりの館 529-1313 愛知郡愛荘町市1673 0749-42-4114

4 愛荘町立郷土の偉人館・西澤眞蔵記念館 529-1227 愛知郡愛荘町野々目72-3 0749-42-7233

豊郷町 1 豊会館 529-1174 犬上郡豊郷町下枝56 0749-35-2356

1 多賀町立博物館 522-0314 犬上郡多賀町四手976-2 0749-48-2077

2 ダイニック・アストロパーク天究館 522-0341 犬上郡多賀町多賀283-1 0749-48-1820
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６　公共ホール一覧　
所在
市町

Ｎｏ 施　　　　設　　　　名 郵便番号 所　　　　在　　　　地 電話番号

1 大津市民会館 520-0042 大津市島の関14-1 077-525-1234

2 北部地域文化センター 520-0243 大津市堅田二丁目1-11 077-574-0140

3 和邇文化センター 520-0528 大津市和邇高城12 077-594-8022

4 生涯学習センター 520-0814 大津市本丸町6-50 077-527-0025

5 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 520-0806 大津市打出浜15-1 077-523-7133

6 ピアザ淡海  滋賀県立県民交流センター 520-0801 大津市におの浜一丁目1-29 077-527-3315

1 みずほ文化センター 521-1105 彦根市田原町11 0749-43-8111

2 ひこね市文化プラザ 522-0055 彦根市野瀬町187-4 0749-26-8601

3 彦根市高宮地域文化センター 522-0201 彦根市高宮町2311 0749-22-3510

1 長浜文化芸術会館 526-0066 長浜市大島町37 0749-63-7400

2 浅井文化ホール 526-0244 長浜市内保町2500 0749-74-4000

3 びわ文化学習センター「リュートプラザ」 526-0108 長浜市難波町505 0749-72-3221

4 虎姫文化ホール 529-0112 長浜市宮部町3445 0749-73-4853

5 湖北文化ホール 529-0341 長浜市湖北町速水2745 0749-78-1287

6 木之本スティックホール 529-0425 長浜市木之本町木之本1757-6 0749-82-2411

7 余呉文化ホール 529-0515 長浜市余呉町中之郷2434 0749-86-8107

1 近江八幡市文化会館 523-0892 近江八幡市出町366 0748-33-8111

2 安土文芸セミナリヨ 521-1321 近江八幡市安土町桑実寺777 0748-46-6507

3 あづちマリエ－ト 521-1321 近江八幡市安土町桑実寺773 0748-46-2645

1 草津アミカホール 525-8588 草津市草津三丁目13-30 077-561-2345

2 草津クレアホール 525-0059 草津市野路六丁目15-11 077-564-5815

1 守山市民交流センター(さんさん守山） 524-0022 守山市守山二丁目16-45 077-583-2975

2 守山市民文化会館 524-0051 守山市三宅町125 077-583-2532

栗東市 1 栗東芸術文化会館　さきら 520-3031 栗東市綣二丁目1-28 077-551-1455

1 忍の里プララ ＜甲南情報交流センター＞ 520-3311 甲賀市甲南町竜法師699 0748-86-1046

2 かふか生涯学習館 520-3431 甲賀市甲賀町大原中８８６ 0748（88）4100

3 甲賀農村環境改善センター 520-3435 甲賀市甲賀町相模８４６ 0748（88）2190

4 あいこうか市民ホール 528-0005 甲賀市水口町水口5633 0748-62-2626

5 碧水ホール 528-0005 甲賀市水口町水口5671 0748-63-2006

6 あいの土山文化ホール 528-0211 甲賀市土山町北土山2222-2 0748-66-1602

1 シライシアター野洲（野洲文化ホール） 520-2331 野洲市小篠原2142 077-587-1950

2 野洲文化小劇場 520-2331 野洲市小篠原2142 077-587-1950

3 さざなみホール 520-2422 野洲市比留田3313-3 077-589-3111

1 石部文化ホール 520-3106 湖南市石部中央一丁目2-3 0748-77-8657

2 甲西文化ホール 520-3234 湖南市中央五丁目57 0748-72-2133

1 ガリバーホール（高島公民館内） 520-1121 高島市勝野670 0740-36-0219

2 藤樹の里文化芸術会館 520-1224 高島市安曇川町上小川106 0740-32-2461

3 高島市民会館 520-1622 高島市今津町中沼一丁目3-1 0740-22-1764

1 八日市文化芸術会館 527-0039 東近江市青葉町1-59 0748-23-6862

2 てんびんの里文化学習センター 529-1421 東近江市五個荘竜田町583 0748-48-7100

3 やわらぎホール 521-1205 東近江市躰光寺町254-3 0748-42-2277

4 あかね文化ホール 529-1531 東近江市市子川原町461-1 0748-55-0207

1 米原市民交流プラザ 521-0242 米原市長岡1959-1 0749-55-4550

2 伊吹薬草の里文化センター 521-0314 米原市春照37 0749-58-0105

3 滋賀県立文化産業交流会館 521-0016 米原市下多良二丁目137 0749-52-5111

日野町 1 日野町町民会館わたむきホール虹 529-1601 蒲生郡日野町松尾1661 0748-53-3233

愛荘町 1 ハーティーセンター秦荘 529-1234 愛知郡愛荘町安孫子822 0749-37-4110

豊郷町 1 豊郷町文化ホール 529-1161 犬上郡豊郷町四十九院1252 0749-35-8010
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 ７　社会体育施設等一覧 県立施設

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 多目的グラウンド

県立長浜ドーム（長浜バイオ大学ドーム） 526-0829 長浜市田村町1320 0749-64-0808 屋内グラウンド

県立長浜ドーム（長浜バイオ大学ドーム） 526-0829 長浜市田村町1320 0749-64-0808 屋外グラウンド

奥びわスポーツの森 526-0124 長浜市早崎町1667 0749-72-2548 多目的広場

日野川ダム公園 529-1628 蒲生郡日野町西大路 0748-52-5379 多目的グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滋賀県立栗東体育館 520-3022 栗東市上鈎514 077-551-1030 体育館

滋賀県立体育館（ウカルちゃんアリーナ） 520-0801 大津市におの浜４丁目２-12 077-524-0221 体育館

滋賀県立スポーツ会館 520-0037 大津市御陵町４-１ 077-522-0301 体育館

滋賀県立障害者 福祉センター 525-0072 草津市笠山８丁目５-130 077-564-7327 アリーナ

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 スポーツ会館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 プール

滋賀県立障害者 福祉センター 525-0072 草津市笠山８丁目５-130 077-564-7327 プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滋賀県立彦根総合運動場 522-0002 彦根市松原町3028 0749-23-4911 野球場

滋賀県希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 ソフトボール場

滋賀県希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 草野球場

滋賀県希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 野球場

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 テニスコート

苗鹿公園 520-0102 大津市苗鹿三丁目１－１ 077-579-4816 テニスコート

県立長浜ドーム（長浜バイオ大学ドーム） 526-0829 長浜市田村町1320 0749-64-0808 テニスコート

奥びわスポーツの森 526-0124 長浜市早崎町1667 0749-72-2548 テニスコート

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 屋内テニスコート

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 テニスコート

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】
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 社会体育施設等一覧 県立施設

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 グラウンドゴルフ

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 ゲートボール

奥びわスポーツの森 526-0124 長浜市早崎町1667 0749-72-2548 グラウンドゴルフ場

日野川ダム公園 529-1628 蒲生郡日野町西大路 0748-52-5379 ゲートボール場

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 グラウンドゴルフ場

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 キャンプ

滋賀県立びわ湖こどもの国 520-1232 高島市安曇川町北船木2981 0740-34-1392 キャンプ場

希望が丘文化公園野外活動センター 520-2551 蒲生郡竜王町薬師1178 077-586-1100 キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

希望が丘文化公園 520-2551 蒲生郡竜王町薬師1178 077-586-2111 オリエンテーリング

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 フィールドアスレチック

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滋賀県立琵琶湖漕艇場 520-2142 大津市玉野浦６-１ 077-545-2165 ボート・カヌー

滋賀県立柳が崎ヨットハーバー 520-0022 大津市柳が崎１-２ 077-527-1141 ヨット・ボート

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滋賀県立武道館 520-0801 大津市におの浜４-２-15 077-521-8311
剣道場、柔道場、相撲
場、弓道場

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 相撲場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滋賀県立障害者福祉センター 525-0072 草津市笠山８丁目５-130 077-564-7327 トレーニング室

県立長浜ドーム（長浜バイオ大学ドーム） 526-0829 長浜市田村町1320 0749-64-0808 トレーニング室

滋賀県立スポーツ会館 520-0037 大津市御陵町４-１ 077-522-0301 トレーニング室

滋賀県立栗東体育館 520-3022 栗東市上鈎514 077-551-1030 トレーニング室

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【オリエンテーリング等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】

【トレーニング場】
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 社会体育施設等一覧 県立施設

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

びわ湖よし笛ロード 523-0000 近江八幡市～東近江市 0748-33-3111 サイクリング

滋賀県立びわ湖こどもの国 520-1232 高島市安曇川町北船木2981 0740-34-1392 クライミングウォール

滋賀県立びわ湖こどもの国 520-1232 高島市安曇川町北船木2981 0740-34-1392 サイクリング

滋賀県立障害者 福祉センター 525-0072 草津市笠山８丁目５-130 077-564-7327 アーチェリー場

希望が丘文化公園 520-2551 蒲生郡竜王町薬師1178 077-586-2111 サイクリングロード

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 マレットゴルフ場

希望が丘文化公園 520-2551 蒲生郡竜王町薬師1178 077-586-2111 ディスクゴルフ場

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 ピクニックランド

滋賀県立スポーツ会館 520-0037 大津市御陵町４-１ 077-522-0301 宿泊室

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 多目的広場

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 サイクリング

矢橋帰帆島公園 525-0066 草津市矢橋町帰帆2108 077-567-1969 宿泊室

【球技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

希望が丘文化公園 520-2321 野洲市北桜978 077-588-3251 球技場

滋賀県立伊吹運動場 521-0314 米原市春照105 0749-58-1155 ホッケー

【射撃場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滋賀県立ライフル射撃場 520-2264 大津市大石東町字鉞峠 077-546-0983 射撃場

【屋内スケートリンク】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滋賀県立アイスアリーナ 520-2123  滋賀県大津市瀬田大江町17-３ 077-547-5566 スケート場

【公文書館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

公文書館 520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 077-528-3126 公文書館

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】
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社会体育施設等一覧 大津市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

下龍華市民運動広場 520-0363 大津市伊香立下龍華町５８４ 077-598-2209 多目的運動場

瀬田公園 520-2153 大津市一里山６丁目９－１ 077-545-2811 多目的運動場

藤尾市民運動広場 520-0063 大津市横木２丁目５７８－１ 077-528-2637 多目的運動場

仰木西公園グラウンド 520-0246 大津市仰木の里１丁目 077-572-0028 多目的運動場

堅田なぎさ市民運動広場 520-0243 大津市堅田２丁目 077-528-2637 多目的運動場

皇子山総合運動公園 520-0037 大津市御陵町４－１ 077-522-7065 多目的広場

皇子が丘公園 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－１ 077-525-0510 グラウンド

坂本市民運動広場 520-0113 大津市坂本５丁目３１７６ 077-578-0335 多目的運動場

田上公園 520-2275 大津市枝３丁目 077-546-0001 グラウンド

石山市民運動広場 520-0866 大津市石山寺辺町２１９ 077-528-2637 多目的運動場

茶臼山公園 520-0822 大津市秋葉台 077-534-8122 多目的運動場

唐橋公園 520-2134 大津市瀬田１丁目 077-544-2030 グラウンド

瀬田南市民運動広場 520-2124 大津市瀬田神領町１４７－１ 077-528-2637 多目的運動場

大石緑地スポーツ村 520-2262 大津市大石淀 077-546-6369 グラウンド

下阪本市民運動広場 520-0104 大津市比叡辻二丁目１４ 077-528-2637 多目的運動場

比叡平市民運動広場 520-0016 大津市比叡平１丁目１０６３－９ 077-528-2637 多目的運動場

和邇市民運動広場 520-0524 大津市和邇今宿８５１ 077-594-8022 多目的運動場

伊香立公園 520-0352 大津市山百合の丘 077-598-2262 芝生グラウンド

伊香立公園 520-0352 大津市山百合の丘 077-598-2262 グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

におの浜ふれあい スポーツセンター 520-0801 大津市におの浜４丁目２－４０ 077-527-3553 体育館

瀬田公園体育館 520-2153 大津市一里山6丁目９－１ 077-545-2811 体育館

田上市民体育館 520-2271 大津市稲津１丁目１０－１８ 077-546-0860 体育館

皇子が丘公園体育館 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－１ 077-525-0510 体育館

皇子が丘公園第２体育館 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－５０ 077-525-6970 体育館

坂本市民体育館 520-0113 大津市坂本６丁目３３－１９ 077-578-0335 体育館

石山市民体育館 520-0861 大津市石山寺３丁目１０－３５ 077-537-2227 体育館

勤労者体育センター 520-0806 大津市打出浜１－６ 077-525-1105 体育館

和邇市民体育館 520-0528 大津市和邇高城２７－２ 077-594-8022 体育館
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社会体育施設等一覧 大津市

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

におの浜ふれあい スポーツセンター 520-0801 大津市におの浜４丁目２－４０ 077-527-3553 温水プール

伊香立市民プール 520-0363 大津市伊香立下龍華町４３０－５ 077-598-3199 屋外プール

皇子が丘公園 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－１ 077-526-3085 温水プール

皇子が丘公園 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－１ 077-526-3085 屋外プール

坂本市民プール 520-0113 大津市坂本６丁目４－２９ 077-578-8660 屋外プール

田上公園 520-2275 大津市枝３丁目１－２８ 077-526-3085 屋外プール

唐橋公園 520-2134 大津市瀬田１丁目２８－１ 077-526-3085 屋外プール

富士見市民温水プール 520-0823 大津市富士見台５４－４６ 077-533-3113 屋内プール

曽束市民プール 520-2261 大津市大石曽束２丁目 077-546-5611 屋外プール

晴嵐市民プール 520-0854 大津市鳥居川町１３－２２ 077-537-4995 屋外プール

南郷公園 520-0865 大津市南郷１丁目１７－１ 077-526-3085 屋外プール

なぎさ公園プール 520-0811 大津市由美浜 077-526-3085 屋外プール

雄琴臨水公園 520-0101 大津市雄琴６丁目４ 077-526-3085 屋外プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

皇子山総合運動公園 520-0037 大津市御陵町 077-522-8015 野球場

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

皇子山総合運動公園 520-0037 大津市御陵町 077-522-7065 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

下龍華児童公園 520-0363 大津市下龍華町 077-598-2209 テニスコート

葛川森林キャンプ村 520-0475 大津市葛川坊村町２３７－３７ 077-599-2222 テニスコート

仰木西公園 520-0246 大津市仰木の里１丁目 077-573-7135 テニスコート

皇子山総合運動公園 520-0037 大津市御陵町４－１ 077-522-7065 テニスコート

皇子が丘公園 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－１ 077-525-0510 テニスコート

田上公園 520-2275 大津市枝３丁目１－２８ 077-546-0001 テニスコート

唐橋公園 520-2134 大津市瀬田１丁目 077-544-2030 テニスコート

石山公園 520-0861 大津市石山寺３丁目５ 077-537-0001 テニスコート

瀬田駅前西公園 520-2144 大津市大萱１丁目６ 077-544-2020 テニスコート

大石緑地スポーツ村 520-2262 大津市大石淀１丁目３－３２ 077-546-6369 テニスコート

大平公園 520-0867 大津市大平１丁目 077-537-0001 テニスコート

比叡辻臨水公園 520-0104 大津市木の岡町５２ 077-578-0017 テニスコート

尾花川公園 520-0031 大津市尾花川１ 077-522-7065 テニスコート

膳所城跡公園 520-0814 大津市本丸町７４０ 077-524-2205 テニスコート

水再生センター 屋上公園テニスコート 520-0811 大津市由美浜１－１ 080-3418-6059 テニスコート

逢坂市民運動広場 520-0053 大津市音羽台６－１ 077-528-2637 テニスコート

藤尾市民運動広場 520-0063 大津市横木２丁目５７８－１ 077-528-2637 テニスコート

和邇市民運動広場 520-0524 大津市和邇今宿８５１ 077-594-8022 テニスコート

伊香立公園 520-0352 大津市山百合の丘 077-598-2262 テニスコート

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】
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社会体育施設等一覧 大津市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

比叡辻臨水公園 520-0104 大津市木の岡町５２ 077-578-0017 ゲートボール場

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

葛川森林キャンプ村 520-0475 大津市葛川坊村町２３７－３７ 077-599-2222 キャンプ場

桐生若人の広場 520-2161 大津市上田上桐生町、草津川河川敷 077-528-2637 キャンプ場

比良げんき村 520-0501 大津市北小松1769-3 077-596-0710 キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

皇子が丘オリエンテーリングコース 520-0025 大津市皇子が丘一帯 077-525-0510 ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞｺｰｽ

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

皇子山総合運動公園 520-0037 大津市御陵町４－１ 077-522-7065 ﾄﾘﾑﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｰｽ

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

皇子が丘公園 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－１ 077-525-0510 弓道場

坂本市民格技場 520-0113 大津市坂本６丁目１－１１ 077-528-2637 柔剣道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

皇子が丘公園 520-0025 大津市皇子が丘１丁目１－１ 077-525-0510 トレーニング室

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

伊香立公園 520-0352 大津市山百合の丘 077-598-2262 全天候型多目的広場

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【オリエンテーリング等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 彦根市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

彦根市庄堺公園 522-0056 彦根市開出今町1480 0749-27-7111 多目的運動場

彦根市金亀公園 522-0061 彦根市金亀町3030-１ 0749-23-5950 多目的競技場

彦根市荒神山公園 522-0047 彦根市日夏町4769 0749-25-1599 多目的広場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

彦根市稲枝地区体育館 521-1115 彦根市金田町609-２ 0749-43-4041 体育館

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

彦根市金亀公園 522-0061 彦根市金亀町3030-１ 0749-23-5950 野球場

彦根市荒神山公園 522-0047 彦根市日夏町4769 0749-25-1599 野球場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

彦根市金亀公園 522-0061 彦根市金亀町3030-１ 0749-23-5950 テニスコート

彦根市荒神山公園 522-0047 彦根市日夏町4769 0749-25-1599 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

彦根市金亀公園 522-0061 彦根市金亀町3030-１ 0749-23-5950 ゲートボール場

彦根市荒神山公園 522-0047 彦根市日夏町4769 0749-25-1599 グラウンドゴルフ

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

荒神山自然の家 522-0047 彦根市日夏町宮前4794 0749-28-1871 キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

彦根市金亀公園 522-0061 彦根市金亀町3030-１ 0749-23-5950 トリムランニングコース

彦根市荒神山公園 522-0047 彦根市日夏町4769 0749-25-1599 フィールドアスレチック

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

彦根市弓道場 522-0001 彦根市尾末町８-１ 0749-24-7975 弓道場

彦根市武道場 522-0081 彦根市京町二丁目1-6 0749-24-7975 柔剣道場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】
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社会体育施設等一覧 彦根市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

荒神山自然の家 522-0047 彦根市日夏町宮前4794-1 0749-28-1871 ウォークラリー

荒神山自然の家 522-0047 彦根市日夏町宮前4794-1 0749-28-1871 マウンテンゴルフ

荒神山自然の家 522-0047 彦根市日夏町宮前4794-1 0749-28-1871 リバーボート

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】
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社会体育施設等一覧 長浜市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

浅井ふれあいグラウンド 526-0251 長浜市大依町15(浅井文化スポーツ公園内） 0749-74-3355 多目的競技場

あじさいホール 526-0131 長浜市富田町431 0749-72-4300 屋根付グラウンド

長浜市多目的競技場「神照運動公園」 526-0015 長浜市神照町208-1 0749-65-3399 多目的競技場

長浜サンドーム 526-0831 長浜市宮司町154 0749-63-9806 屋根付多目的広場

虎姫運動広場運動場 529-0112 長浜市宮部町3378-１ 0749-73-2273 多目的運動場

山本山運動広場運動場 529-0354 長浜市湖北町山本2868 0749-78-1287 多目的運動場

高月運動広場運動場 529-0241 長浜市高月町高月820-１ 0749-85-5314 多目的運動場

木之本運動広場運動場 529-0433 長浜市木之本町西山350 0749-82-4119 多目的運動場

余呉屋内グラウンド 529-0515 長浜市余呉町中之郷788 0749-86-8107 屋根付グラウンド

西浅井運動広場運動場 529-0721 長浜市西浅井町大浦190-１ 0749-89-1125 多目的運動場

西浅井いきいきホール 529-0701 長浜市西浅井町塩津浜1795 0749-89-1125 屋根付グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

長浜市民体育館 526-0831 長浜市宮司町1203 0749-63-9806 体育館

びわ体育館 526-0124 長浜市早崎町1479 0749-72-2548 体育館

長浜サンパレス体育室 526-0021 長浜市八幡中山町1316-3 0749-64-1444 体育室

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 526-0251 長浜市大依町15（浅井文化スポーツ公園内） 0749-74-3355 体育館

浅井体育館 526-0244 長浜市内保町2685 0749-74-3355 体育館

虎姫運動広場体育館 529-0141 長浜市五村360-１ 0749-73-2273 体育館

山本山運動広場体育館 529-0354 長浜市湖北町山本2868 0749-78-1287 体育館

湖北体育館 529-0341 長浜市湖北町速水1210 0749-78-1287 体育館

高月運動広場体育館 529-0263 長浜市高月町東柳野３-１ 0749-85-5314 体育館

長浜伊香ツインアリーナ 529-0433 長浜市木之本町西山183-３ 0749-82-4119 体育館

余呉体育館 529-0521 長浜市余呉町下余呉555-１ 0749-86-8107 体育館

西浅井運動広場体育館 529-0721 長浜市西浅井町大浦190 0749-89-1125 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

長浜市民プール 526‐0015 長浜市神照町208-1（神照運動公園内） 0749-64-0380 プール

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 526-0251 長浜市大依町15(浅井文化スポーツ公園内） 0749-74-3355 プール
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社会体育施設等一覧 長浜市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

長浜球場 526-0831 長浜市宮司町70 0749-63-9806 野球場

長浜市多目的競技場（ソフトボール場） 526-0015 長浜市神照町208-1（神照運動公園内） 0749-65-3399 ソフトボール場

浅井球場 526-0251 長浜市大依町15(浅井文化スポーツ公園内） 0749-74-3355 野球場

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

長浜市多目的競技場 526-0015 長浜市神照町208-1（神照運動公園内） 0749-65-3399 陸上競技場

浅井ふれあいグラウンド 526-0251 長浜市大依町15(浅井文化スポーツ公園内） 0749-74-3355 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

長浜市民庭球場 526-0065 長浜市公園町10-57(豊公園内） 0749-62-0020 テニスコート

浅井文化スポーツ公園 テニスコート 526-0251 長浜市大依町15(浅井文化スポーツ公園内） 0749-74-3355 テニスコート

虎姫運動広場テニスコート 529-0112 長浜市宮部町3378-１ 0749-73-2273 テニスコート

高月運動広場テニスコート 529-0263 長浜市高月町東柳野3-１ 0749-85-5314 テニスコート

大見いこいの広場 529-0415 長浜市木之本町大見678 0749-82-2500 テニスコート

ウッディパル余呉 529-0515 長浜市余呉町中之郷260 0749-86-4145 テニスコート

西浅井運動広場 テニスコート 529-0721 長浜市西浅井町大浦190 0749-89-1125 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

長浜市多目的競技場（ゲートボール場） 526-0015 長浜市神照町208-1（神照運動公園内） 0749-65-3399 ゲートボール場

草野川河川敷 グラウンドゴルフ場 526-0227 長浜市西主計町 0749-74-3355 グラウンドゴルフ

草野川河川敷 ゲートボール場 526-0227 長浜市西主計町 0749-74-3355 ゲートボール

西浅井運動広場 グラウンドゴルフ場 529-0721 長浜市西浅井町大浦190-１ 0749-89-1125 グラウンドゴルフ

西浅井いきいきホール 529-0701 長浜市西浅井町塩津浜1795 0749-89-1125 ゲートボール

あじさいホール 526-0131 長浜市富田町431 0749-72-4300 ゲートボール

長浜サンドーム 526-0831 長浜市宮司町154 0749-63-9806 屋内ゲートボール場

すぱーく浅井 526-0251 長浜市大依町103 0749-74-3355 屋内ゲートボール場

大見いこいの広場 529-0415 長浜市木之本町大見678 0749-82-2500 屋内運動場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

48



社会体育施設等一覧 長浜市

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

高山キャンプ場 526-0201 長浜市高山町2324 0749-76-0076 キャンプ場

大見いこいの広場 529-0415 長浜市木之本町大見678 0749-82-2500 キャンプ場

ウッディパル余呉 529-0515 長浜市余呉町中之郷260 0749-86-4145 キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫 526-0274 長浜市池奥町59-１（西池） 0749-74-3355 カヌー艇庫

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

長浜市民弓道場 526-0053 長浜市宮前町13-15 0749-65-8787 弓道場

長浜市民体育館 526-0831 長浜市宮司町1203 0749-63-9806 柔剣道場

長浜市武徳殿 526-0056 長浜市朝日町13-11 0749-63-9806 柔剣道場

高月運動広場体育館 529-0263 長浜市高月町東柳野３-１ 0749-85-5314 柔道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

長浜市民体育館 526-0831 長浜市宮司町1203 0749-63-9806 トレーニング室

長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター 526-0251 長浜市大依町(浅井文化スポーツ公園内） 0749-74-3355 トレーニング室

高月運動広場体育館 529-0263 長浜市高月町東柳野３-１ 0749-85-5314 トレーニング室

長浜伊香ツインアリーナ 529-0433 長浜市木之本町西山183-３ 0749-82-4119 トレーニング室

西浅井運動広場体育館 529-0721 長浜市西浅井町大浦190 0749-89-1125 トレーニングルーム

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

大見いこいの広場 529-0415 長浜市木之本町大見678 0749-82-2500 その他

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 近江八幡市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市 安土大中グラウンド 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦地先 0748-33-6303 多目的グラウンド

近江八幡市安土 文芸の郷グラウンド 521-1321 近江八幡市安土町桑実寺563 0748-46-2645 多目的グラウンド

近江八幡市 桐原社会体育施設 523-0043 近江八幡市池田本町809 0748-33-6303 多目的グラウンド

近江八幡市立運動公園 523-0086 近江八幡市津田町18 0748-33-6303 多目的グラウンド

雪野山グラウンド 523-0024 近江八幡市浄土寺町２ 0748-33-6303 多目的グラウンド

近江八幡市立健康ふれあい公園 523-0036 近江八幡市竹町1178 0748-37-0077 屋根付き多目的グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市民アリーナ 523-0851 近江八幡市市井町36 0748-33-6303 体育館

駅南総合スポーツ施設 523-0891 近江八幡市鷹飼町40 0748-37-0303 体育館

近江八幡市 桐原社会体育施設 523-0043 近江八幡市池田本町809 0748-33-6303 体育館

近江八幡市立運動公園 523-0086 近江八幡市津田町18 0748-33-6303 体育館

近江八幡市あづちマリエート 521-1321 近江八幡市安土町桑実寺773 0748-46-2645 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市立健康ふれあい公園 523-0036 近江八幡市竹町1178 0748-37-0077 プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市立運動公園 523-0086 近江八幡市津田町18 0748-33-6303 野球場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市あづちマリエート 521-1321 近江八幡市安土町桑実寺773 0748-46-2645 テニスコート

駅南総合スポーツ施設 523-0891 近江八幡市鷹飼町40 0748-37-0303 テニスコート

近江八幡市立運動公園 523-0086 近江八幡市津田町18 0748-33-6303 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市立運動公園 523-0086 近江八幡市津田町18 0748-33-6303 グラウンドゴルフコース

日野川多目的広場グラウンド・ゴルフ場 523-0075 近江八幡市野村町地先 0748-33-6303 グラウンドゴルフ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市安土Ｂ＆Ｇ海洋センター 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦5428 0748-33-6303 カヌー

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

駅南総合スポーツ施設 523-0891 近江八幡市鷹飼町40 0748-37-0303 弓道場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】
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社会体育施設等一覧 近江八幡市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　 　途

近江八幡市安土文芸の郷練習場 521-1321 近江八幡市安土町桑実寺555-１ 0748-46-2645 和太鼓・ジャズダンス

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】
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社会体育施設等一覧 草津市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

草津市立常盤東健康広場 525-0002 草津市芦浦町324-３ 077-561-2432 多目的運動場

草津市立ふれあい運動場 525-0036 草津市草津町1486-１ 077-564-0271 多目的運動場

草津市立野村運動公園 525-0027 草津市野村３-２-５ 077-563-1265 多目的運動場

草津市立野村健康広場 525-0027 草津市野村３-58-２ 077-561-2432 ゲートボール他

草津市立三ツ池運動公園 525-0052 草津市西矢倉１-３-１ 077-561-8555 多目的運動場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

草津市立総合体育館 525-0029 草津市下笠町161 077-568-3150 体育館

草津市立ふれあい体育館 525-0036 草津市草津町1486-１ 077-564-0271 体育館

ＹＭＩＴアリーナ（くさつシティーアリーナ） 525-0027 草津市野村３-３-２７ 077-563-1265 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

ロクハ公園プール 525-0047 草津市追分７丁目11番２号 077-564-3838 屋外プール・室内プール・スライダープール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

草津グリーンスタジアム 525-0029 草津市下笠町289-13 077-568-8655 野球場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

弾正公園テニスコート 525-0029 草津市下笠町289-13 077-568-3150 テニスコート

草津市立山寺健康広場 525-0042 草津市山寺町61-10 077-561-2432 テニスコート

草津市立野村運動公園（建設中） 525-0027 草津市野村３-２-５ 077-563-1265 テニスコート

三ツ池公園テニスコート（野村の代替施設） 525-0052 草津市西矢倉１-３-１ 077-561-8555 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

弾正公園多目的広場 525-0029 草津市下笠町289-13 077-568-3150 グラウンドゴルフ他

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

草津市立総合体育館 525-0029 草津市下笠町161 077-568-3150 剣道場、柔道場

武道館 525-0063 草津市南山田町683 077-565-7997 相撲場、武道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

草津市立武道館 525-0063 草津市南山田町683 077-565-7997 トレーニング室

草津市立総合体育館 525-0029 草津市下笠町161 077-568-3150 トレーニング室

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 草津市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

弾正公園多目的広場 525-0029 草津市下笠町289-13 077-568-3150 グラウンドゴルフ他

ロクハ公園多目的広場 525-0047 草津市追分７丁目11番２号 077-564-3838 グラウンドゴルフ他

ロクハ公園スポーツ広場 525-0047 草津市追分７丁目11番２号 077-564-3838
バスケットボール他
（スリーオンスリー）

草津市立三ツ池運動公園 525-0052 草津市西矢倉１-３-１ 077-561-8555 多目的広場

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】
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社会体育施設等一覧 守山市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川改修記念公園　多目的広場 524-0004 守山市笠原町地先 077-582-1169 グラウンド

守山市民運動公園　市民スポーツ広場 524-0051 守山市三宅町100 077-583-5354 グラウンド

野洲川川田河川公園　多目的広場 524-0001 守山市川田町地先 077-582-1137 グラウンド

野洲川立入河川公園 524-0031 守山市立入町地先 077-583-5354 グラウンド

守山駅前東口スポーツ広場 524-0033 守山市浮気町300-14 077-583-5354 グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

守山市民体育館 524-0051 守山市三宅町100 077-583-5354 体育館

守山市民体育館　多目的アリーナ 524-0051 守山市三宅町94 077-583-3113 体育館

守山市民交流センター 524-0022 守山市守山二丁目16-45 077-583-2975 体育館

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

守山市民球場 524-0014 守山市石田町335 077-583-5354 野球場

守山市民運動公園 524-0014 守山市石田町335 077-583-5354 ソフトボール場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

守山市民運動公園　テニスコート 524-0051 守山市三宅町100 077-583-5354 テニスコート

守山町公園（守山ふれあい公園） 524-0022 守山市守山四丁目地先 077-583-5354 テニスコート

守山市地域総合センター 524-0015 守山市矢島町3232-1 077-585-4822 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川改修記念公園　グランドゴルフ場 524-0004 守山市笠原町地先 077-582-1169 グラウンドゴルフ場

野洲川川田河川公園　グラウンドゴルフ場 524-0001 守山市川田町地先 077-582-1137 グラウンドゴルフ場

野洲川立入河川公園　グランドゴルフ場 524-0031 守山市立入町地先 077-582-1134 グラウンドゴルフ場

守山市民運動公園　グラウンドゴルフ場 524-0051 守山市三宅町100 077-583-5354 グラウンドゴルフ場

びわこ地球市民の森　今浜グラウンドゴルフ場 524-0101 守山市今浜町地先 077-582-1169 グラウンドゴルフ場

守山市老人憩いの家　交流広場 524-0014 守山市石田町1035-２ 077-585-3389 グラウンドゴルフ場

えんまどう公園　グラウンドゴルフ場 524-0042 守山市焔魔堂町地先 077-582-1134 グラウンドゴルフ場

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

守山市民体育館　弓道場 524-0051 守山市三宅町94 077-583-3113 弓道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

守山市民交流センター 524-0022 守山市守山二丁目16-45 077-583-2975 トレーニング室

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 守山市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

守山市地域総合センター　遊戯室 524-0015 守山市矢島町3091 077-585-4822 遊戯室

守山市地域総合センター　スポーツ広場 524-0015 守山市矢島町3232-１ 077-585-4822 多目的広場

生涯学習・教育支援センター　多目的広場 524-0041 守山市勝部三丁目9-１ 077-583-5558 多目的広場

【球技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク） 524-0212 守山市服部町2439 077-584-3366 サッカー場

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】
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社会体育施設等一覧 栗東市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川運動公園 520-3041 栗東市出庭河川敷 077-553-1006 芝グラウンド

栗東運動公園 520-3014 栗東市川辺390-１ 077-553-4321 野球場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

十里体育館 520-3036 栗東市十里405-１ 077-553-1701 体育館

野洲川体育館 520-3041 栗東市出庭2083 077-553-1006 体育館

治田西スポーツセンター 520-3024 栗東市小柿１丁目１-11 077-554-0169 体育館

栗東市民体育館 520-3014 栗東市川辺390-１ 077-553-4321 体育館

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

栗東市平谷球場 520-3002 栗東市観音寺459-２ 077-553-4321 野球場

野洲川運動公園 520-3041 栗東市出庭河川敷 077-553-1006 ソフトボール場

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川運動公園 520-3041 栗東市出庭河川敷 077-553-1006 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川運動公園 520-3041 栗東市出庭河川敷 077-553-1006 テニスコート

栗東運動公園 520-3014 栗東市川辺390-１ 077-553-4321 テニスコート

大宝テニスコート 520-3031 栗東市綣七丁目990-１ 077-554-0169 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川運動公園 520-3041 栗東市出庭河川敷 077-553-1006 グラウンドゴルフ場

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

栗東市弓道場 520-3003 栗東市荒張896 077-553-4321 弓道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

栗東市民体育館 520-3014 栗東市川辺390-１ 077-553-4321 トレーニング室

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【トレーニング場】

56



社会体育施設等一覧 甲賀市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

甲賀中央公園 520-3435 甲賀市甲賀町相模124-７ 0748-88-2190 多目的グラウンド

甲南中央運動公園サッカーグラウンド 520-3321 甲賀市甲南町葛木30－11 0748-86-6971 各種スポーツ

甲南グラウンド 520-3321 甲賀市甲南町葛木977 0748-86-6971 各種スポーツ

信楽運動公園屋根付き多目的広場 529-1831 甲賀市信楽町西233 0748-82-8075 屋根付グラウンド

信楽運動公園多目的広場 529-1831 甲賀市信楽町西233 0748-82-8075 サッカー,ソフトボール

信楽運動公園多目的広場 529-1831 甲賀市信楽町西233 0748-82-8075 憩いの広場

信楽運動公園多目的広場 529-1831 甲賀市信楽町西233 0748-82-8075 子ども広場

柏木ふれあい運動公園 528-0053 甲賀市水口町宇田131 0748-62-0404 多目的運動場

杣川運動公園 528-0049 甲賀市水口町貴生川570 0748-62-2027 多目的運動場

岩上総合運動公園 528-0004 甲賀市水口町嶬峨2992 0748-62-7052 多目的運動場

野洲川運動公園 528-0005 甲賀市水口町水口6378 0748-65-0720 多目的運動場

伴谷総合運動公園 528-0064 甲賀市水口町伴中山1026 0748-62-4982 多目的運動場

水口スポーツの森　多目的グラウンド 528-0051 甲賀市水口町北内貴230 0748-62-7529 多目的運動場

土山運動場 528-0211 甲賀市土山町北土山414-２ 0748-66-0091 多目的運動場

土山室内運動場 528-0211 甲賀市土山町北土山414-２ 0748-66-0091 屋根付グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

甲賀中央公園体育館 520-3435 甲賀市甲賀町相模124-７ 0748-88-2190 体育館

甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-3321 甲賀市甲南町葛木30-11 0748-86-6971 各種スポーツ

甲南体育館 520-3321 甲賀市甲南町葛木977 0748-86-6971 各種スポーツ

信楽体育館 529-1851 甲賀市信楽町長野1310 0748-82-0934 体育館

岩上体育館 528-0007 甲賀市水口町新城653 0748-63-7040 体育館

勤労青少年ホーム　多目的ホール 528-0051 甲賀市水口町北内貴１-１ 0748-63-2952 体育館

水口体育館 528-0014 甲賀市水口町鹿深3-46 0748-62-9589 体育館

土山体育館 528-0211 甲賀市土山町北土山414-２ 0748-66-0091 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-3403 甲賀市甲賀町鳥居野1037-１ 0748-88-5887 屋内プール

水口スポーツの森 528-0051 甲賀市水口町北内貴230 0748-62-7529 屋外プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

甲賀中央公園 520-3435 甲賀市甲賀町相模124-７ 0748-88-2190 野球場

信楽運動公園 529-1831 甲賀市信楽町西233 0748-82-8075 野球場

柏木公園 528-0057 甲賀市水口町北脇184 0748-62-9589 野球場

ひのきが丘公園 528-0068 甲賀市水口町ひのきが丘13-２ 0748-65-0720 野球場

水口スポーツの森　野球場 528-0051 甲賀市水口町北内貴230 0748-62-7529 野球場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】
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社会体育施設等一覧 甲賀市

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

水口スポーツの森 528-0051 甲賀市水口町北内貴230 0748-62-7529 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

甲賀中央公園 520-3435 甲賀市甲賀町相模124-７ 0748-88-2190 テニスコート

甲南中央運動公園 520-3321 甲賀市甲南町葛木30-11 0748-86-6971 テニスコート

信楽テニスコート 529-1811 甲賀市信楽町江田956 0748-82-8075 テニスコート

柏木公園 528-0057 甲賀市水口町北脇184 0748-62-9589 テニスコート

ひのきが丘公園 528-0068 甲賀市水口町ひのきが丘13-２ 0748-65-0720 テニスコート

勤労者青少年ホーム 528-0051 甲賀市水口町北内貴１-１ 0748-63-2952 テニスコート

水口スポーツの森 528-0051 甲賀市水口町北内貴230 0748-62-7529 テニスコート

野洲川河川公園 528-0051 甲賀市水口町北内貴158 0748-62-7529 テニスコート

土山テニスコート 528-0211 甲賀市土山町北土山414-２ 0748-66-0091 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲川児童公園 528-0005 甲賀市水口町水口6377 0748-63-7044 グラウンドゴルフ

甲南グラウンドゴルフ場 520-3321 甲賀市甲南町杉谷264-7 0748-86-6971 グラウンドゴルフ

杣川運動公園 528-0049 甲賀市水口町貴生川 0748-62-2027 グラウンドゴルフ

杣川運動公園 528-0049 甲賀市水口町貴生川 0748-62-2027 ゲートボール場

野洲川河川公園 528-0051 甲賀市水口町北内貴158 0748-62-7529 ゲートボール場

やまびこドーム 528-0207 甲賀市土山町猪鼻316 0748-66-1101 ゲートボール場

甲賀中央公園 520-3435 甲賀市甲賀町相模124-7 0748-88-2190 ゲートボール場

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

高間みずべ公園 520-3413 甲賀市甲賀町油日2216 0748-65-0720 キャンプ場

水口スポーツの森 528-0051 甲賀市水口町北内貴230 0748-62-7529 キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

水口スポーツの森 528-0051 甲賀市水口町北内貴230 0748-62-7529 ランニングコース

あいの土山マラソンコース 土山グラウンド～鮎河、今宿 0748-66-0091 ランニングコース

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-3403 甲賀市甲賀町鳥居野1037-１ 0748-88-5887 トレーニングルーム

甲南中央運動公園 520-3321 甲賀市甲南町葛木30-11 0748-86-6971 トレーニングハウス

水口体育館 528-0014 甲賀市水口町鹿深3-46 0748-62-9589 トレーニングルーム

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 野洲市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市野洲川河川公園 520-2323 野洲市三上2224 077-586-0800 フリーグラウンド

野洲市市民グラウンド 520-2412 野洲市六条460 077-589-5100 多目的グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市総合体育館 520-2351 野洲市冨波甲1339 077-587-3477 体育館

野洲市中主Ｂ＆Ｇ 海洋センター 520-2412 野洲市六条460 077-589-5100 体育館

【プール】
施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市中主Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-2412 野洲市六条460 077-589-5100 プール

野洲市健康スポーツセンター 520-2313 野洲市大篠原3333-6 077-596-5964 プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市野洲川河川公園 520-2323 野洲市三上2224 077-586-0800 野球場

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市野洲川河川公園 520-2323 野洲市三上2224 077-586-0800 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市野洲川河川公園 520-2323 野洲市三上2224 077-586-0800 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市野洲川河川公園 520-2323 野洲市三上2224 077-586-0800 グラウンドゴルフ場

野洲市野洲川河川公園 520-2323 野洲市三上2224 077-586-0800 ゲートボール場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市野洲川河川公園 520-2323 野洲市三上2224 077-586-0800 トリムコース

青少年活動施設艇庫 524-0202 野洲市菖浦字松の下 077-589-5711 ヨット・ボート

野洲市中主Ｂ＆Ｇ 海洋センター 524-0202 野洲市菖浦字松の下 077-589-5711 艇庫

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市総合体育館 520-2351 野洲市冨波甲1339 077-587-3477 柔剣道場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】
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社会体育施設等一覧 野洲市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

野洲市総合体育館 520-2351 野洲市冨波甲1339 077-587-3477 トレーニングルーム

野洲市健康スポーツセンター 520-2313 野洲市大篠原3333-6 077-596-5964 トレーニングルーム

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 湖南市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市雨山総合 グラウンド 520-3116 湖南市雨山二丁目3877番地38 0748-77-5400 運動広場

湖南市下田運動広場 520-3201 湖南市下田2240番地 0748-72-4990 多目的広場

湖南市勤労者総合スポーツ施設（サンビレッジ甲西） 520-3223 湖南市夏見2056番地 0748-72-1212 多目的広場

野洲川親水公園 520-3223 湖南市夏見河川敷地内 0748-72-4990 多目的広場

湖南市丸山運動場 520-3112 湖南市丸山一丁目3919番地9 0748-77-5400 多目的運動場

湖南市野洲川運動公園 520-3234 湖南市中央三丁目１番地先 0748-72-4990 多目的広場

湖南市菩提寺運動広場 520-3242 湖南市菩提寺2093番地397 0748-77-7045 多目的広場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市雨山第二体育館 520-3116 湖南市雨山二丁目１番１号 0748-77-5400 体育館

湖南市雨山体育館 520-3116 湖南市雨山二丁目１番１号 0748-77-5400 体育館

湖南市総合体育館 520-3223 湖南市夏見589番地 0748-72-4990 体育館

湖南市水戸体育館 520-3214 湖南市梅影町４番地２ 0748-75-1433 体育館

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市市民グラウンド 520-3211 湖南市高松町７番地 0748-72-4990 野球場

湖南市野洲川運動公園 520-3234 湖南市中央三丁目１番地先 0748-72-4990 野球場

湖南市野洲川運動公園 520-3234 湖南市中央三丁目１番地先 0748-72-4990 ソフトボール場

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市市民グラウンド 520-3211 湖南市高松町７番地 0748-72-4990 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市雨山テニスコート 520-3116 湖南市雨山二丁目3877番地30 0748-77-5400 テニスコート

田代ヶ池テニスコート 520-3215 湖南市水戸町32番地 0748-75-8601 テニスコート

湖南市下田運動広場 520-3201 湖南市下田2240番地 0748-72-4990 テニスコート

湖南市勤労者総合スポーツ施設（サンビレッジ甲西） 520-3223 湖南市夏見2056番地 0748-72-1212 テニスコート

湖南市野洲川運動公園 520-3234 湖南市中央三丁目１番地先 0748-72-4990 テニスコート

湖南市菩提寺運動広場 520-3242 湖南市菩提寺2093番地397 0748-77-7045 テニスコート

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

61



社会体育施設等一覧 湖南市

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市ゲートボール場 520-3223 湖南市夏見1101番地 0748-77-7045 ゲートボール

野洲川親水公園 520-3223 湖南市夏見河川敷地内 0748-72-4990 グラウンドゴルフコース

野洲川親水公園 520-3223 湖南市夏見河川敷地内 0748-72-4990 ゲートボールコート

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市雨山キャンプ場 520-3116 湖南市雨山二丁目1番1号 0748-77-5400 キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市雨山ハイキングコース ５２０－３１０１ 湖南市石部3877番地6 0748-77-5400 ハイキングコース

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市総合体育館 520-3223 湖南市夏見589番地 0748-72-4990 柔道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市総合体育館 520-3223 湖南市夏見589番地 0748-72-4990 トレーニング室

【球技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

湖南市野洲川運動公園 520-3234 湖南市中央三丁目１番地先 0748-72-4990 サッカー場

湖南市市民グラウンド 520-3211 湖南市高松町７番地 0748-72-4990 サッカー場

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】

【トレーニング場】
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【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

マキノ屋内グラウンド 520-1833 高島市マキノ町蛭口1371 0740-27-1131 多目的運動場

マキノ林間スポーツ センター 520-1833 高島市マキノ町蛭口109番地 0740-28-1188 多目的運動場

マキノグラウンド 520-1833 高島市マキノ町蛭口258-２ 0740-27-1131 野外運動場

マキノ高原野外活動施設 520-1836 高島市マキノ町牧野931番地 0740-27-0936 野外活動広場

健康の森梅ノ子運動公園 520-1203 高島市安曇川町南古賀65 0740-33-1515 多目的グラウンド

安曇川多目的グラウンド 520-1232 高島市安曇川町北船木地先 0740-34-0536 多目的グラウンド

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター　運動公園グラウンド 520-1103 高島市宮野1516 0740-36-1370 多目的運動場

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根付多目的広場 520-1103 高島市宮野1516 0740-36-1370 多目的運動場

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 多目的グラウンド

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 多目的ふれあい広場

朽木グラウンド 520-1412 高島市朽木野尻478-８ 0740-38-2324 多目的グラウンド

赤坂平家族旅行村ビラデスト今津 520-1601 高島市今津町深清水2405-１ 0740-22-6868 はつらつ広場

赤坂平家族旅行村ビラデスト今津 520-1601 高島市今津町深清水2405-１ 0740-22-6868 野外広場

今津総合運動公園第１グラウンド 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 多目的運動場

今津総合運動公園第２グラウンド 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 多目的運動場

今津屋根付き運動場サンルーフ今津 520-1655 高島市今津町日置前3103 0740-22-5555 テニス、フットサル他

今津総合運動公園第３グラウンド 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 多目的運動場

今津山村広場 520-1654 高島市今津町梅原1177-１ 0740-22-5555 多目的運動場

新旭森林スポーツ公園 520-1532 高島市新旭町熊野本245 0740-25-3927 多目的グラウンド

新旭グラウンド 520-1522 高島市新旭町新庄 0740-25-8100 多目的運動場

横山農村広場 520-1101 高島市武曽横山465-１ 0740-36-0219 多目的運動場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

マキノ土に学ぶ里 研修センター 520-1833 高島市マキノ町蛭口260-１ 0740-27-1131 体育館

マキノ高原 ハイランドアリーナ 520-1836 高島市マキノ町牧野931番地 0740-27-0936 体育館

安曇川総合体育館 520-1217 高島市安曇川町田中630-１ 0740-32-2543 体育館

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-1103 高島市宮野1516 0740-36-1370 体育館

朽木体育館 520-1414 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 体育館

今津勤労者体育センター 520-1621 高島市今津町今津1952-１ 0740-22-6844 体育館

今津上体育館 520-1613 高島市今津町上弘部486 0740-22-6844 体育館

今津北体育館 520-1655 高島市今津町日置前100 0740-22-6844 体育館

新旭体育館 520-1501 高島市新旭町旭818 0740-25-5597 体育館
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【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-1103 高島市宮野1516 0740-36-1370 温水プール

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 屋外プール

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 温水ﾌﾟｰﾙ

今津水泳プール 520-1611 高島市今津町弘川575 0740-22-1006 屋内プール

今津Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-1655 高島市今津町日置前3110 0740-22-6778 温水プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

今津総合運動公園　今津スタジアム 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 野球場

新旭森林スポーツ公園　新旭球場 520-1532 高島市新旭町熊野本245 0740-25-3927 軟式野球場

【陸上競技場】
施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

マキノ林間スポーツ センター 520-1833 高島市マキノ町蛭口109番地 0740-28-1188 テニスコート

マキノ高原野外活動施設 520-1836 高島市マキノ町牧野931番地 0740-27-0936 テニスコート

健康の森梅ノ子運動公園 520-1203 高島市安曇川町南古賀65 0740-33-1515 テニスコート

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 テニスコート

宮の森公園 520-1611 高島市今津町弘川1692-１ 0740-22-2945 テニスコート

今津弘川運動公園 520-1611 高島市今津町弘川573 0740-22-6844 テニス、フットサル

家族旅行村ビラデスト今津 520-1601 高島市今津町深清水2405-１ 0740-22-6868 テニスコート

今津総合運動公園 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 テニスコート

今津勤労者市ケ崎 テニスコート 520-1604 高島市今津町浜分256 0740-25-8514 テニスコート

新旭森林スポーツ公園 520-1532 高島市新旭町熊野本245 0740-25-3927 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

マキノピックランド 520-1834 高島市マキノ町寺久保835-１ 0740-27-1811 グラウンドゴルフ場

健康の森梅ノ子運動公園 520-1203 高島市安曇川町南古賀65 0740-33-1515 ゲートボール場

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 グラウンドゴルフ

赤坂平家族旅行村ビラデスト今津 520-1601 高島市今津町深清水2405-１ 0740-22-6868 パターゴルフ場

今津総合運動公園　屋外ゲートボール場 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 屋外ゲートボール場

今津総合運動公園　屋内ゲートボール場 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 屋内ゲートボール場

今津総合運動公園　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場 520-1655 高島市今津町日置前3101他 0740-22-5555 グラウンドゴルフ

マキノ高原自然体験 交流施設 520-1836 高島市マキノ町牧野931番地 0740-27-0936 グラウンドゴルフ場

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

マキノサニービーチ高木浜 520-1812 高島市マキノ町西浜763-１ 0740-28-1206 キャンプ場

マキノサニービーチ知内浜 520-1814 高島市マキノ町知内2010-１ 0740-27-0325 キャンプ場

マキノ高原野外活動施設 520-1836 高島市マキノ町牧野931番地 0740-27-0936 キャンプ場

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-3 0740-38-2770 野外活動施設

家族旅行村ビラデスト今津 520-1601 高島市今津町深清水2405-1 0740-22-6868 キャンプ場

青少年自然体験施設椋川山の子学園キャンプ場 520-1645 高島市今津町椋川514 0740-25-8561 キャンプ場

ガリバー青少年旅行村 520-1142 高島市鹿ヶ瀬987-1 0740-37-0744 キャンプ場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】
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施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

マキノ高原野外活動施設 520-1836 高島市マキノ町牧野931番地 0740-27-0936 ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞｺｰｽ

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

今津Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-1605 高島市今津町南新保94 0740-22-5555 艇庫

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-1121 高島市勝野3064 0740-36-1370 艇庫

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

安曇川総合体育館 520-1217 高島市安曇川町田中630-1 0740-32-2543 格技室

新旭武道館 520-1501 高島市新旭町旭820 0740-25-5597 剣道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

グリーンパーク想い出の森 520-1415 高島市朽木柏341-３ 0740-38-2770 体育館トレーニング室

高島Ｂ＆Ｇ海洋センター 520-1103 高島市宮野1516 0740-36-1370 ジムルーム

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

知内川サイクリングロード 高島市マキノ町 0740-33-7101 サイクリング

【サイクリング・自然の家・その他多目的広場等】

【オリエンテーリング等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 東近江市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

能登川水車とカヌーランド 521-1235 東近江市伊庭町1269 0748-42-3000 芝生広場

平田グラウンド 527-0085 東近江市下羽田町84-1 0748-23-6683 グラウンド

ふれあい運動公園 521-1243 東近江市栗見新田町1224 090-8825-7198 グラウンド

繖公園 529-1441 東近江市五個荘川並町1204 0748-48-2452 グラウンド

布引運動公園 527-0071 東近江市今堀町581-11 0748-25-2633 多目的広場

布引グリーンスタジアム 527-0067 東近江市芝原町1503 0748-20-1230 多目的グラウンド

能登川スポーツセンター 521-1225 東近江市山路町600 0748-42-5099 グラウンド

長山公園 527-0062 東近江市上大森町370 0748-23-6054 グラウンド

蒲生運動公園 529-1535 東近江市上南町50 0748-55-2920 第一グラウンド

蒲生運動公園 529-1504 東近江市蒲生寺町1155 0748-55-2920 第二グラウンド

永源寺運動公園 527-0221 東近江市上二俣町44 0748-27-0780 グラウンド

おくのの運動公園 527-0164 東近江市青山町70 0749-46-0227 グラウンド

おくのの運動公園 527-0164 東近江市青山町70 0749-46-0227 多目的広場

ひばり公園 527-0113 東近江市池庄町610 0749-45-3363 グラウンド

やわらぎの郷公園 521-1233 東近江市南須田町4 0748-42-6880 屋根付多目的広場

やわらぎの郷公園 521-1233 東近江市南須田町4 0748-42-6880 芝生広場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

東近江市トレーニングセンター 527-0085 東近江市下羽田町54 0748-23-6683 体育館

勤労者総合福祉センター「ウェルネス八日市」 527-0002 東近江市建部上中町561 0748-22-8800 体育館

五個荘体育館 529-1422 東近江市五個荘小幡町297 0748-48-2452 体育館

布引運動公園 527-0071 東近江市今堀町581-11 0748-25-2633 体育館

能登川スポーツセンター 521-1225 東近江市山路町600 0748-42-5099 体育館

蒲生体育館 529-1531 東近江市市子川原町679 0748-55-2920 体育館

永源寺運動公園 527-0221 東近江市上二俣町44 0748-27-0780 体育館

おくのの運動公園 527-0164 東近江市青山町70 0749-46-0227 体育館

湖東体育館 527-0113 東近江市池庄町488 0749-45-3363 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

布引運動公園 527-0071 東近江市今堀町581-11 0748-25-0045 屋内プール

湖東プール 527-0113 東近江市池庄町496 0749-45-1213 屋内プール
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施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

ふれあい運動公園 521-1243 東近江市栗見新田町1224 090-8825-7198 ソフトボール場

繖公園 529-1441 東近江市五個荘川並町1204 0748-48-2452 野球場

繖公園 529-1441 東近江市五個荘川並町1204 0748-48-2452 ソフトボール場

すこやかの杜運動公園 527-0125 東近江市小田苅町1890 0749-45-3363 野球場

蒲生運動公園 529-1535 東近江市上南町50 0748-55-2920 野球場

おくのの運動公園 527-0164 東近江市青山町70 0749-46-0227 野球場

ひばり公園 527-0113 東近江市池庄町610 0749-45-3363 野球場（湖東ｽﾀｼﾞｱﾑ）

【陸上競技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

布引グリーンスタジアム 527-0067 東近江市芝原町1503 0748-20-1230 陸上競技場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

繖公園 529-1441 東近江市五個荘川並町1204 0748-48-2452 テニスコート

すこやかの杜運動公園 527-0125 東近江市小田苅町1890 0749-45-3363
テニスコート
（フットサル兼用）

長山公園 527-0062 東近江市上大森町370 0748-23-6054 テニスコート

蒲生運動公園 529-1535 東近江市上南町50 0748-55-2920
テニスコート
（フットサル兼用）

おくのの運動公園 527-0164 東近江市青山町70 0749-46-0227 テニスコート

ひばり公園 527-0113 東近江市池庄町610 0749-45-3363 屋根付テニスコート

ひばり公園 527-0113 東近江市池庄町610 0749-45-3363 テニスコート

やわらぎの郷公園 521-1233 東近江市南須田町４ 0748-42-6880 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛知川河川敷広場 527-0053 東近江市今代町118 090-6244-0080 グラウンドゴルフ場

布引運動公園 527-0071 東近江市今堀町581-11 0748-25-2633 ゲートボール場

永源寺運動公園 527-0221 東近江市上二俣町44 0748-27-0780 ゲートボール場

ひばり公園 527-0113 東近江市池庄町610 0749-45-3363 パークゴルフ場

ふれあい運動公園 521-1243 東近江市栗見新田町1224 090-8825-7198 パターゴルフ場

ふれあい運動公園 521-1243 東近江市栗見新田町1224 090-8825-7198 グラウンドゴルフ場

布引グリーンスタジアム 527-0067 東近江市芝原町1503 0748-20-1230 グラウンドゴルフ場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】
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社会体育施設等一覧 東近江市

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

布引運動公園 527-0071 東近江市今堀町581-11 0748-25-2633 弓道場

布引運動公園 527-0071 東近江市今堀町581-11 0748-25-2633 武道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

布引グリーンスタジアム 527-0067 東近江市芝原町1503 0748-20-1230 トレーニング室

【球技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

おくのの運動公園 527-0164 東近江市青山町70 0749-46-0227 フットサル

【トレーニング場】
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社会体育施設等一覧 米原市

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

近江グラウンド 521-0072 米原市顔戸1513 0749-52-3483 多目的運動場

伊吹第２グラウンド 521-0314 米原市春照1852 0749-58-1155 多目的運動場

伊吹第１グラウンド 521-0314 米原市春照77-１ 0749-58-1155 多目的運動場

山東グラウンド 521-0225 米原市市場1077 0749-55-2578 多目的運動場

グリーンパーク山東 521-0221 米原市池下80-１ 0749-55-3751 イベント広場

グリーンパーク山東 521-0221 米原市池下80-１ 0749-55-3751 グリーンドーム

番場多目的広場 521-0025 米原市番場2651 0749-55-8020 多目的広場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

近江母の郷文化ｾﾝﾀｰ ふれあいドーム 521-0062 米原市宇賀野1364-１ 0749-52-5177 体育館

双葉総合体育館 521-0072 米原市顔戸20 0749-52-0858 体育館

伊吹山麓青少年総合体育館 521-0314 米原市春照77-２ 0749-58-1155 体育館

市民体育館 521-0242 米原市長岡3127 0749-55-2578 体育館

山東Ｂ＆Ｇ海洋センター 521-0202 米原市柏原2293-１ 0749-57-1414 体育館

息郷体育館 521-0023 米原市三吉126 0749-52-0884 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

伊吹Ｂ＆Ｇ海洋センター 521-0314 米原市春照72-２ 0749-58-1155 屋内プール

山東Ｂ＆Ｇ海洋センター 521-0202 米原市柏原2293-１ 0749-57-1414 屋内プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

米原野球場 521-0004 米原市磯899-２ 0749-52-0884 軟式野球

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

近江母の郷文化センター 521-0062 米原市宇賀野1364-１ 0749-52-5177 テニスコート

グリーンパーク山東 521-0221 米原市池下80-１ 0749-55-3751 テニスコート

伊吹テニスコート 521-0314 米原市春照1915-１ 0749-58-1155 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

すぱーく伊吹 521-0314 米原市春照55-３ 0749-58-0105 ゲートボール

グリーンパーク山東 521-0221 米原市池下80-１ 0749-55-3751
すぱーく山東（ゲート
ボール）

すぱーく米原 521-0003 米原市入江292 0749-52-0884 ゲートボール等

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】
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社会体育施設等一覧 米原市

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

グリーンパーク山東 521-0221 米原市池下80-１ 0749-55-3751 林間キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

グリーンパーク山東 521-0221 米原市池下80-１ 0749-55-3751 フィールドアスレチック

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

伊吹山麓青少年総合体育館 521-0314 米原市春照77-２ 0749-58-1155 武道場

【ハイキング・ヨット・ランニング】
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社会体育施設等一覧 日野町

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

大谷公園 529-1608 蒲生郡日野町大谷341-１ 0748-52-5379 スポーツ広場

内池公園多目的広場 529-1644 蒲生郡日野町内池133 0748-52-5379 スポーツ広場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

大谷公園 529-1608 蒲生郡日野町大谷341-１ 0748-52-5379 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

日野Ｂ＆Ｇ海洋センター（休止中） 529-1608 蒲生郡日野町大谷341-１ 0748-52-5379 プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

大谷公園 529-1608 蒲生郡日野町大谷字東山341-１ 0748-52-5379 野球場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

大谷公園 529-1608 蒲生郡日野町大谷341-１ 0748-52-5379 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

大谷公園 529-1608 蒲生郡日野町大谷字東山341-１ 0748-52-5379 グラウンドゴルフ

【キャンプ場】
施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

グリム冒険の森 529-1623 蒲生郡日野町熊野431 0748-53-0809 コテージ＆オートキャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

大谷公園 529-1608 蒲生郡日野町大谷341-１ 0748-52-5379 体育館トレーニング室

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【オリエンテーリング等】
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社会体育施設等一覧 竜王町

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

竜王町総合運動公園  ドラゴンハット 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋3333 0748-58-3113 屋根付多目的グラウンド

竜王町総合運動公園 自由広場 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋3333 0748-58-3113 多目的グラウンド

竜王町農村運動広場 520-2521 蒲生郡竜王町川守172 0748-57-1819 多目的運動場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

竜王町総合運動公園ドラゴンスポーツセンター 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋3282 0748-58-3173 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

竜王町総合運動公園ドラゴンスポーツセンター 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋3282 0748-58-3173 プール

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

竜王町総合運動公園テニスコート 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋3333 0748-58-3113 テニスコート

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

妹背の里 520-2521 蒲生郡竜王町川守５ 0748-57-1819 キャンプ場

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

竜王町立武道交流会館 520-2514 蒲生郡竜王町橋本15 0748-58-2801 武道場

竜王町総合運動公園ドラゴンスポーツセンター 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋3282 0748-58-3173 弓道場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

竜王町総合運動公園ドラゴンスポーツジム 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋3282 0748-58-3173 トレーニングジム・スタジオ

【トレーニング場】

72



社会体育施設等一覧 愛荘町

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛荘町スポーツセンター 529-1205 愛知郡愛荘町軽野甲100 0749-37-3383 グラウンド

愛荘町ふれ愛スポーツ公園 529-1303 愛知郡愛荘町長野1973 0749-42-7114 多目的運動場

豊国運動公園 529-1325 愛知郡愛荘町東円堂1484 0749-42-7114 多目的運動場

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛荘町愛知川体育館 529-1331 愛知郡愛荘町愛知川13-7 0749-42-7114 体育館

愛荘町スポーツセンター 529-1205 愛知郡愛荘町軽野甲100 0749-37-3383 体育館

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

福祉センターラポール秦荘けんこうプール 529-1206 愛荘町蚊野2978-1 0749-37-4777 屋内プール

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛荘町ふれ愛スポーツ公園 529-1303 愛知郡愛荘町長野1973 0749-42-7114 野球場

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛荘町中央スポーツ公園 529-1312 愛知郡愛荘町川久保145 0749-42-7114 テニスコート（兼フットサル）

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

宇曽川グラウンドゴルフ場 529-1213 愛知郡愛荘町沖　地先 0749-37-3383 グラウンドゴルフ

愛荘町中央スポーツ公園 529-1312愛知郡愛荘町川久保145 0749-42-7114 グラウンドゴルフ

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛荘町スポーツセンター 529-1205 愛知郡愛荘町軽野甲100 0749-37-3383 武道場

愛荘町愛知川武道館 529-1331 愛知郡愛荘町愛知川13-７ 0749-42-7114 柔剣道場

【球技場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛荘町中央スポーツ公園 529-1312 愛知郡愛荘町川久保145 0749-42-7114 フットサル（兼テニスコート）

【アーチェリー場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

愛荘町中央スポーツ公園 529-1312 愛知郡愛荘町川久保145 0749-42-7114 アーチェリー場

【 野 球 場 ・ ソ フ ト ボ ー ル 場 】

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】
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社会体育施設等一覧 豊郷町

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

豊郷スポーツ公園 529-1174 犬上郡豊郷町下枝147 0749-35-2550 グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

豊郷スポーツ公園 529-1174 犬上郡豊郷町下枝147 0749-35-2550 体育館

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

豊郷スポーツ公園 529-1174 犬上郡豊郷町下枝147 0749-35-2550 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

豊郷スポーツ公園 529-1174 犬上郡豊郷町下枝147 0749-35-2550 グラウンドゴルフ場

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

豊郷武道館 529-1166 犬上郡豊郷町上枝48 0749-35-5050 武道場

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】
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社会体育施設等一覧 甲良町

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多目的運動公園 522-0254 犬上郡甲良町池寺1232-１ 0749-38-3315 屋根付き練習場

多目的運動公園 522-0254 犬上郡甲良町池寺1232-１ 0749-38-3315 運動場

多目的運動公園 522-0254 犬上郡甲良町池寺1232-１ 0749-38-3315 芝生広場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多目的運動公園 522-0254 犬上郡甲良町池寺1232-１ 0749-38-3315 グラウンドゴルフ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多目的運動公園 522-0254 犬上郡甲良町池寺1232-１ 0749-38-3315 ジョギングコース

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】
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 ７　社会体育施設等一覧 多賀町

【多目的運動場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多賀町民グラウンド 522-0341 犬上郡多賀町多賀351-１ 0749-48-1625 多目的運動場

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター 522-0341 犬上郡多賀町多賀245-２ 0749-48-1625 屋内多目的運動広場

滝の宮スポーツ公園 522-0337 犬上郡多賀町富之尾1586-５ 0749-48-1625 グラウンド

【体育館】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多賀勤労者体育センター 522-0341 犬上郡多賀町多賀1330 0749-48-1625 アリーナ

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター 522-0341 犬上郡多賀町多賀245-２ 0749-48-1625 アリーナ

滝の宮スポーツ公園 522-0337 犬上郡多賀町富之尾1586-５ 0749-47-1325 アリーナ

【プール】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター 522-0341 犬上郡多賀町多賀245-２ 0749-48-1625 プール

滝の宮スポーツ公園 522-0337 犬上郡多賀町富之尾1586-５ 0749-47-1325 プール

【テニスコート】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多賀町民テニスコート 522-0341 犬上郡多賀町多賀346 0749-48-1625 テニスコート

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

滝の宮スポーツ公園 522-0337 犬上郡多賀町富之尾1586-５ 0749-47-1325 グラウンド・ゴルフ場

【キャンプ場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

高取山ふれあい公園 522-0335 犬上郡多賀町藤瀬1090番地 0749-49-0635 キャンプ場

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

多賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター 522-0341 犬上郡多賀町敏満寺 0749-48-1625 艇庫

【武道場】

施　　　設　　　名 郵便番号 所　　　在　　　地 電　　　話 用　　　　　途

大滝武道館 522-0324 犬上郡多賀町川相438 0749-49-0001 武道場

【グラウンドゴルフ・ゲートボール等】

【ハイキング・ヨット・ランニング】

76



８　青少年教育施設一覧　
所在
市町

Ｎｏ 施　　　　設　　　　名 郵便番号 所　　　　在　　　　地 電話番号 備考

1 大津市立葛川少年自然の家 520-0475 大津市葛川坊村町243 077-599-2102

2 一般社団法人滋賀県青年会館 520-0851 大津市唐橋町23-3 077-537-2753

彦
根
市

3 彦根市荒神山自然の家 522-0047 彦根市日夏町4794-1 0749-28-1871

長
浜
市

4 滋賀県立長浜ドーム宿泊研修館 526-0829 長浜市田村町1411-1 0749-64-2880 県立

甲
賀
市

5 甲賀市甲南青少年研修センター 520-3321 甲賀市甲南町葛木875 0748-86-8151

6 吹田市立少年自然の家 520-1641 高島市今津町南生見9 0740-24-0131

7 びわ湖青少年の家 520-1121 高島市勝野1523-1 0740-36-1108

8 山の子天文台 520-1645 高島市今津町椋川514 0740-25-8561

9 滋賀県立希望が丘野外活動センター 520-2551 蒲生郡竜王町薬師1178 077-586-1100 県立

10 滋賀県立青少年宿泊研修所 520-2551 蒲生郡竜王町薬師1178 077-586-2111 県立

独立行政法人　国立青少年教育振興機構（平成28年度調査）を参考に作成　

高
島
市

竜
王
町

大
津
市
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Ⅳ 生涯学習年表 
 

          ・生涯学習施策年表             
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                                  生 涯 学 習 施 策 年 表                                   令和２年10月現在 
 
西暦 

 
年度 

 
    国 際 的 動 向          

 
    国 の 動 向           

 
    滋 賀 県 の 動 向                      

 
1948 

 
 23 

 
世界人権宣言 

  

 
1965 

 
 40 

 
ポール・ラングラン氏 
「生涯教育」提唱 
ユネスコ国際成人教育会議 

  

 
1971 

 
 46 

  
○社会教育審議会答申 

「急激な社会構造の変化に対 
応する社会教育のあり方」 

 

 
1973 

 
 48 

 
ＯＥＣＤ「リカレント教育」 
提案 

  

 
1974 

 
 49 

 
ＩＬＯ「有給休暇に関する条 
約」 
「国際理解、国際協力及び国 
際平和のための教育並びに人 
権及び基本的自由についての 
教育に関する勧告」 

  

 
1975 

 
 50 

 
国際婦人年 

  

 
1976 

 
 51 

 
成人教育の発展に関する勧告 

  

 
1978 

 
 53 

   
●社会教育委員会議建議 
  「家庭の教育機能を高めるための方策 

 
1979 

 
 54 

 
国際児童年 

  
●「家庭の日」に関する副知事依命通達 
●社会教育委員会議建議 
  「社会教育総合センター構想」 

 
1980 

 
 55 

   
●社会教育委員会議建議 
  「地域博物館構想」 

 
1981 

 
 56 

 
国際障害者年 

 
○中央教育審議会答申 

「生涯教育について」 

 
●社会教育委員会議建議 
  「生涯教育センター構想」「生涯教育の推進展望」 

 
1982 

 
 57 

   
●滋賀県生涯教育推進会議を設置し「滋賀の生涯教育」 
  の基本的な考え方を策定 
①各年齢期における学習課題(昭和57年度) 
②教育の領域とその機能(昭和58年度) 
③施設・事業のネットワーク(昭和60年度) 
④豊かな生涯を送るための支援体制・高齢期(昭61年度) 
⑤豊かな生涯を送るための支援体制・成人期(昭62年度) 
●生涯教育情報提供事業、学習相談事業、大学・高等学 
  校開放講座開始 
●生涯学習に関する県民の意識と活動の実態調査 

 
1983 

 
 58 

   
●生涯教育情報提供事業：パーソナルコンピュータ導入 
●社会教育委員会議建議 
  「公民館における学習および管理運営のあり方」 

 
1984 

 
 59 

  
○臨時教育審議会設置 

(～昭和62年) 

 
●社会教育委員会議建議 

「企業内における社会教育」 
 
1985 

 
 60 

 
ユネスコ「学習権宣言」 
第４回国際成人教育会議(ﾊﾟﾘ) 
国際青年年      

 
○臨時教育審議会教育改革に 

関する第一次答申(S60.６.26) 

 
●社会教育委員会議建議 
  「青少年健全育成のための学社連携の具体的方策 

 
1986 

 
 61 

 
国際平和年 

 
○臨時教育審議会教育改革に関 
  する第二次答申(S61.４.23) 
 

 
●生涯学習に関するアンケート調査実施 
●社会教育委員会議建議 
  「高等学校等公開講座の具体的方策」 

 
1987 

 
 62 

  
○臨時教育審議会教育改革に関 
  する第三次答申(S62.４.１) 
○臨時教育審議会教育改革に関 

する第四次(最終)答申(４/７) 
○教育改革推進大綱「生涯学習 
  体制の整備」閣議決定 
○文部省教育改革実施本部設置 
  「生涯学習基盤整備の課題」 

 
●コミュニティ・カレッジ開設 
●生涯学習情報提供システム整備調査 
●市町村生涯学習推進モデル事業補助(県費)開始 

(昭和62年度～平成元年度) 
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西暦 

 
年度 

 
    国 際 的 動 向          

 
    国 の 動 向           

 
    滋 賀 県 の 動 向                      

 
1988 

 
 63 

  
○文部省組織令改正 
  「社会教育局」 
    →「生涯学習局」 

 
●生涯学習モデル市町村事業補助(国庫補助) 
  (昭和63年度～平成２年度)今津 
●生涯学習社会づくり実践交流セミナー開催 
  (昭和63年度～平成２年度) 
●生涯学習啓発テレビスポット放送開始 
●社会教育委員会議建議 
  「生涯学習社会における社会教育の果たすべき役割」 
●滋賀の生涯学習社会づくり推進協議会設置 
  「滋賀の生涯学習社会づくり基本構想専門委員会」 
  「生涯学習情報提供システム構想専門委員会」を設置 

 
1989 

 
 64 
 
平成 
元年 

 
国連「子どもの権利に関する 
条約」 

 
○第１回全国生涯学習フェステ 
  ィバル開催 
○国土庁が「地域からみた生涯 
  学習」発行 

 
●教育委員会の組織改正 
  「青少年社会教育課」→「生涯学習課」に変更 
●わがまち生涯学習推進事業補助(県費)開始 
  (平成元年度～平成３年度) 
●生涯学習モデル市町村事業補助(国庫補助) 
  (平成元年度～平成３年度)八日市･甲西･山東 
●滋賀の生涯学習社会づくり推進協議会答申(H元.12月) 
  「滋賀の生涯学習社会づくり基本構想」 
●滋賀の生涯学習社会づくり基本構想策定(H２.３月) 
  「楽しみ ふれあう 滋賀の生涯学習推進プラン」 
●学習情報提供システム整備事業 
  ・２領域のシステム開発(視聴覚･人材) 
  ・県にホストフアクシミリ導入 

 
1990 

 

２   

 
国際識字年 

 
○中央教育審議会答申 
  「生涯学習の基盤整備につい 
  て」 
○「生涯学習の振興のための施 
  策の推進体制等の整備に関す 
  る法律」施行(７月) 
○生涯学習審議会に諮問 
  「今後の社会の動向に対応し 
  た生涯学習の振興方策につい 
  て」(２月) 

 
●滋賀県生涯学習推進本部設置(６月) 
●市町村生涯学習社会づくり促進事業補助(県費)開始 
  (平成２年度～平成４年度) 
●学習情報提供システム整備事業 
  ・県にホストコンピュータ設置、11月２領域で稼働 
  ・19市町の端末機とオンライン化 
  ・８領域のシステム開発 
  ・３月から10領域稼働 
●県民放送大学の開設 
●生涯学習都市宣言(栗東町) 

 
1991 

 

３   

   
●社会教育委員会議建議 
  「生涯学習社会における指導者養成の在り方」 
●市町村生涯学習社会づくり促進事業補助(県費) 
  (平成３年度～平成５年度)今津 
●生涯学習県民意識調査実施 
●生涯学習指導者養成講座開始 
●生涯学習啓発テレビ番組制作・放映 

 
1992 

 

４   

 
国際宇宙年 

 
○生涯学習審議会答申(７月) 
  「今後の社会の動向に対応し 
  た生涯学習の振興方策につい 
  て」 
○学校週５日制実施(９月12日) 
 

 
●学習情報提供システム整備事業 
  ・全市町村の端末機とオンライン化 
●生涯学習モデル市町村事業補助(国庫補助) 
  (平成４年度～平成６年度)彦根・守山・栗東・高月 
●滋賀の少年少女地域活動促進事業開始 
●生涯学習都市宣言(甲西町) 

 
1993 

 

５   

 
国際先住民年 

 
○リフレッシュ教育推進協議会 
  の発足(11月22日) 

 
●「楽しみ ふれあう 滋賀の生涯学習推進プラン」 
  第４章改訂 
●生涯学習ボランティア活動総合推進委員会設置 
●学校等開放講座の拡大 
  ・県立、市立の全ての全日制高等学校と定時制高等学 
    校・障害児教育諸学校、私立高等学校…51校 
  ・大学・短期大学…４校 
●社会教育委員会議建議 
「生涯学習社会における施設の充実とネットワーク化」 

 
1994 

 

６   

 
国際家族年 

 
○民間教育事業室の設置 
○生涯学習審議会社会教育分科 
  審議会施設部会(報告)「学習 

機会提供を中心とする広域的 
な学習サービス網の充実につ 

  いて」 
○「生涯学習連携情報」の発行 

 
●職場内家庭教育講座の開設 
  ・青少年育成県民会議に委託…100講座 
●女性の生涯学習促進総合事業開始 
  ・男女共同参画社会づくりモデル市町村事業…１市 
●いじめスットプフォーラム開催(県下５会場) 
●生涯学習都市宣言(今津町) 
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西暦 

 
年度 

 
  国 際 的 動 向          

 
   国 の 動 向           

 
   滋 賀 県 の 動 向                      

 
1995 

 

７   

 
国連寛容年 
(ユネスコ創設50周年) 
国連人権教育の10年 
              (2004年まで) 

 
○学校週５日制月２回実施 
○第三期生涯学習審議会 

「①地域における諸施設の生 
涯学習機能の充実、②学習成 
果の活用方策」について審議 
開始 

○中央教育審議会 
「21世紀を展望した我が国の 
教育の在り方」について審議 
開始 

 
●まなびあうまちづくり推進事業開始 
  ・地域ふれあい推進事業を吸収 
●生涯大学システム調査・研究(文部省委嘱)開始 
●新教育メディア利用促進事業開始 
●生涯学習モデル市町村事業補助(国庫補助) 
  (平成７年度～平成９年度)多賀・竜王・野洲・甲賀・安曇川 
●社会教育委員会議報告書 
  「学校、地域社会がともに取り組む生涯学習の在り方 
  について｣ 
●フォーラム「生涯学習の現代的課題」(滋賀大と共催) 

 
1996 

 

８   

 
貧困根絶のための国際年 

 
○生涯学習審議会答申(４月) 
  「地域における生涯学習機会 
  の充実方策について」 
○中央教育審議会第一次答申 
  「21世紀を展望したわが国の 
  教育の在り方について」 

 
●「楽しみ ふれあう 滋賀の生涯学習推進プラン」 
  第４章一部改訂 
●生涯学習県民意識調査実施 
●生涯学習モデル市町村事業補助(国庫補助) 
  (平成８年度～平成10年度)(米原) 
●淡海生涯カレッジ開設(大津市を中心に) 

 
1997 

 

９   

  
○生涯学習審議会(３月) 
  「生涯学習の成果を生かすた 
  めの方策について」 
○中央教育審議会第二次答申 
  「21世紀を展望したわが国の 
  教育の在り方について」 

 
●淡海生涯カレッジ(大津市、彦根市、長浜市と拡大) 
●「楽しみ ふれあう 滋賀の生涯学習推進プラン」 
  改訂 
●「学ぶ楽しさ 生かす喜び－滋賀の生涯学習社会づく 

り基本構想－」を策定 
●社会教育主事、公民館主事等専門講座開設 
●開かれた学校づくり講座開設 
●社会教育委員会議報告書 
 「夢のある家庭・地域社会をどう創りだしていくか」 
●フォーラム「生涯学習の現代的課題」(滋賀大と共催) 

 
1998 

 
１０ 

 
国際海洋年 

 
○中央教育審議会答申(６月) 
 「幼児期からの心の教育の在
 り方について」 
○生涯学習審議会答申(９月) 
 「社会の変化に対応する今後 
 の社会教育の在り方について 
○全国子どもプラン緊急３ヶ年 
 戦略 

 
●淡海生涯カレッジ(大津市、彦根市、長浜市、八日市 

市の拡大) 
●生涯学習のまち宣言(米原町) 
●フォーラム「生涯学習の現代的課題」(滋賀大と共催) 

 
1999 

 
１１ 

 
国際高齢者年 

 
○生涯学習審議会答申(６月) 

「生活体験・自然体験が日本
の子どもの心をはぐくむ」 
－青少年の「生きる力」をは
ぐくむ地域社会の環境の充実
方策について－ 

○生涯学習審議会答申(６月) 
「学習の成果を幅広く生かす

 －生涯学習の成果を生かすた
 めの方策について」 
○青少年問題審議会(７月) 

「戦後を越えて－青少年の自
 立と大人社会の責任－」 

 
●インターネットによる学習情報提供システム「におね
 っと」の試験運用開始 
●社会教育委員会議報告書 
「新しい時代に対応する青少年教育あり方について」 

●フォーラム「これからの市民大学をつくる」－大学と
 地域のパートナーシップ－(滋賀大と共催) 

 
2000 

 
１２ 

 
国際子ども読書年 

 
○中央教育審議会答申(４月) 
 「少子化と教育について」 
○まなびピア三重 
○生涯学習審議会答申(11月) 

「新しい情報通信技術を活用
 した生涯学習の推進方策につ
 いて」 
○社会教育法一部改正 
 
 

 
●インターネットによる学習情報提供システム「におね
 っと」の運用開始 
●淡海生涯カレッジ(大津市、彦根市、長浜市、八日市 

市、草津市の拡大) 
●まなびピア三重に参加 
●生涯学習ボランティア推進フォーラム2001 

「～淡海が築く心の絆、体験しよう、実践しよう、生
 涯学習を～」 
●フォーラム「生涯学習の現代的課題」(滋賀大と共催) 
●「家族ふれあいサンデー」の実施 

 
2001 

 
１３ 

 
ボランティア国際年 

 
○21世紀教育新生プラン 
○まなびピア山形 
○家庭教育フェスタ 
 ｢見つけよう!自分らしい 子育て｣ 
○新しい時代における教養教育 
  の在り方について(答申) 
○子どもの読書活動の推進に関

する法律(平成13年12月12日
法律第154号) 

 
●ＩＴ基礎技能講習 
●滋賀県21世紀教育改革フォーラム 
●フォーラム「生涯学習の現代的課題」(滋賀大と共催) 
●「心の冒険」推進事業の開設 
●社会教育委員会議報告書 
  「21世紀の新しい社会教育のあり方について」 
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西暦 

 
年度 

 
  国 際 的 動 向          

 
   国 の 動 向           

 
   滋 賀 県 の 動 向                      

 
2002 

 
１４ 

 
平和の文化国際年 

 
○新全国子どもプラン３ヶ年戦
 略 
○完全学校週五日制スタート 
○まなびピア石川 
○｢社会の宝｣として子どもを育
 てよう 
 (今後の家庭教育支援の充実 

についての懇談会報告) 

 
●「しが子どもの世紀３ヶ年プロジェクト」推進事業の
 開設 
●フォーラム「生涯学習の現代的課題」(滋賀大と共催) 
●第３回「世界水フォーラム」 
●次代を担う滋賀の子どもたちを心豊かにたくましく育 
  んでいくために(次代を担う滋賀の子どもの教育を教

える懇話会報告) 
●「えほんいっぱいたのしさいっぱい」発行 

 
2003 

 
１５ 

 
国連識字の10年：すべての人
に教育を 

 
○今後の生涯学習の振興方策に 
 ついて(審議経過報告) 
 平成16年３月29日中央教育審
 議会生涯学習分科会 
○まなびピア沖縄 

 
●フォ-ラム｢生涯学習の現代的課題｣(滋賀大と共催) 
●「成人教育の充実活性化方策｣について(報告) 

～21世紀社会に生きる大人の社会参加促進のための学 
びとは～」滋賀県社会教育委員会議 

●「生涯学習」における状況調査 
●「ほんがいっぱいたのしさいっぱい」発行 

 
2004 

 
１６ 

 
奴隷制との闘争とその廃止を
記念する国際年 
国際コメ年 

 
○「地方分権時代における教育 
 委員会の在り方について」 

中央教育審議会教育制度分科 
会地方教育行政部会のまとめ 
(平成17年１月13日) 

○まなびピア愛媛 

 
●フォーラム「公民館の未来をつくる」(滋賀大と共催) 
●「これからの公民館のあり方(仮称)」について 
 (審議)滋賀県社会教育委員会議 
●滋賀県環境学習の推進に関する条例施行 
●生涯大学システム企画委員のまとめ「滋賀県の特性を

生かした生涯大学システムの構築について」 
●学習情報提供システム検討委員会中間報告 
●滋賀の生涯学習社会づくり推進協議会を設置 
●滋賀県子ども読書活動推進計画を策定 
●「しが子どもの世紀」推進事業の展開 
●「本がいっぱい楽しさいっぱい」発行 

 
2005 

 
１７ 

 
国連持続可能な開発のための
教育の10年 
「命のための水」国際の10年
(2005年３月22日から) 
世界物理年 
スポーツと体育の国際年 
国際マイクロクレジット年 

 
○文字・活字文化振興法(平成
 17年７月29日法律第91号) 
○「新しい時代の義務教育を創 
 造する」(答申) 

（平成17年10月26日中央教育
 審議会） 
○まなびピア鳥取2005 

 
●フォーラム「今スポーツからまちづくりが見えてき 
 た」滋賀大と共催 
●滋賀の生涯学習社会づくり推進協議会「これからの滋
 賀における生涯学習推進のあり方について(答申)」 
●「学びあう楽しさ生かし役立つ喜び～滋賀の生涯学習
 社会づくり基本構想～」の策定 
●学習情報提供システム「におねっと」リニューアル 
●「これからの公民館のあり方」について(提言) 
 (平成18年３月)滋賀県社会教育委員会議 
●滋賀県子ども読書活動推進計画」策定(２月) 

 
2006 

 
１８ 

 
砂漠と砂漠化に関する国際年
「地球温暖化対策推進法」の
一部改正 
「エネルギーの使用の合理化
に関する法律」の一部改正 
京都議定書第２回締約国会議
砂漠と砂漠化に関する国際年 

 
○教育基本法改正(平成18年12
 月22日) 
○新しい時代を切り拓く生涯学
 習の振興方策について(中間
 報告：平成19年１月30日) 
○まなびピア茨城2006 
 

 
●「しが生涯学習スクエア」を県庁新館に開所 
●「しが生涯学習アカデミー」を開校 
●「学びのメニューブック」を１万部発行し、関係機関 
 約6,000箇所に配付 
●「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動として、啓発用 
 ステッカーを県内全保育所・幼稚園・小学生に配付し 
 県内８会場で10,000人リレーフォーラムを開催 

 
2007 

 
１９ 

 
国連決議で2008年を「国際言
語年」と定める 

 
○新しい時代を切り拓く生涯学
 習の振興方策について 

～知の循環型社会の構築を目 
指して～(答申：平成20年２

 月19日) 
○まなびピア岡山2007 

 
●「早寝・早起き・朝ごはん」全国フォーラムinしがを
 開催 
●しが子ども読書サミットを開催 
●滋賀県の図書館のあり方について(答申)(６月) 
●家庭・地域の教育力を高める方策について(答申)  
●「学校支援メニューフェア」の開催 (３月) 

 
2008 

 
２０ 

  
○社会教育法等の一部改正 
○図書館法の一部改正 
○まなびピア福島2008 
○教育振興基本計画策定 

(平成20年７月１日閣議決定) 

 
●「しが学校支援センター」設立 
●「これからの滋賀の図書館のあり方(指針)」発行 
●滋賀県家庭教育協力企業協定制度愛称「しがふぁみ」
 およびロゴマーク決定 
●しが子ども読書フェスティバル開催 
●しがの地域づくりフォーラム開催 
●「ホンタノ」発行 

 
2009 

 
２１ 

  
○まなびピア埼玉2009 

 
●滋賀県教育振興基本計画策定(７月) 
●滋賀の生涯学習社会づくり基本構想(第４次)策定に向 

けての作業開始 
●滋賀の生涯学習社会づくり推進協議会の開催(２回) 
●生涯学習県民意識調査(12月) 
●滋賀県子ども読書活動推進計画(第２次計画)策定 
●滋賀県社会教育委員会議(提言)(３月)        (３月) 
 住民同士が学びあい、住民相互が支えあう地域のきず 

なづくり 
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年度 

 
  国 際 的 動 向          

 
   国 の 動 向           

 
   滋 賀 県 の 動 向                      

 
2010 

 
２２ 

  
○まなびピア高知2010 
 

 
●「学校支援メニュー」ハンドブック 発行 
●「つながりで未来を拓く－滋賀の生涯学習社会づく

り基本構想－」策定(３月) 

 
2011 

 
２３ 

  
○まなびピア2011(分科会形式

：文部科学省) 

 
●荒神山自然の家を彦根市へ移管 
●「学校支援メニュー」ハンドブックVol.2発行 
●滋賀県家庭教育協力企業協定制度(しがふぁみ)が全

国知事会で優秀政策として表彰 
●滋賀県社会教委員会議(報告)(３月) 

「学校を中心とした地域連携による生涯学習の環境
づくりについて～「まなぶ いかす つながる」地域
づくりの可能性～ 

 
2012 

 
２４ 

  
○まなびピア2012(分科会形式 

：宮城・岩手・福島) 
○「図書館の設置及び運営上の 

望ましい基準(告示)」改正 
            (12月) 

 
●「学校支援メニュー」ハンドブックVol.2追加版発行 
●しが☆まなび☆発見！事業 開始(８月)(大津市) 

(平成27年度まで) 
●第34回全国公民館研究集会(大津市) 
●近畿ブロックユネスコ活動研究会(長浜市) 

 
2013 

 
２５ 

  
○第３次「子ども読書活動推進

基本計画」(平成25年５月17
日閣議決定) 

○第３次一括法(社会教育法の
一部改正) 

○第２期教育振興基本計画策定
            (６月) 
○まなびピア2013(岩手大会) 

 
●「地域で学ぼう出前講座」リニューアル(４月) 
●地域連携による学校図書館活性化ワークショップ事

業 開始 
●高校生読書率向上プロジェクト事業 開始 
●防災キャンプ推進事業(国庫委託事業)開始 
●子ども読書活動推進ネットワークフォーラム(国庫委

託事業)開催 
●滋賀県社会教育委員会議答申(３月) 

「学校と地域の持続可能な連携方策について」 

 
2014 

 
２６ 

 
持続可能な開発のための教育
(ESD)に関するユネスコ世界
会議開催(11月10日～12日：
愛知県名古屋市) 
 

 
○中央教育審議会生涯学習分科

会「子供たちの豊かな学びの
ための放課後・土曜日の教育
環境づくり～“あったらいい
な”を実現する夢の教育～」
最終取りまとめ 

○全国生涯学習ネットワークフ
ォーラム2014宮城大会開催 

 
●地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援

体制等構築事業(国庫補助事業)開始 
●全国地域婦人団体連絡協議会近畿ブロック会議 

(近江八幡市) 
●第３次「滋賀県子ども読書活動推進計画」策定(12月) 
●「学校支援メニュー」ハンドブックVol.2追加版Ⅱ 

発行 

 
2015 

 
２７ 

  
○全国生涯学習ネットワークフ

ォーラム2015福島大会開催 
○「新しい時代の教育や地方創

生の実現に向けた学校と地域
の連携・協働の在り方と今後
の推進方策について」(答申
：平成27年12月21日) 

 
●学校図書館活用支援事業 開始 
●学ぶ力を育てる土曜学習支援事業 開始 
●日本ＰＴＡ近畿ブロック研究大会滋賀県大会 
●滋賀県社会教育委員会議提言(１月) 

「すべての人が『共に育つ』地域社会を求めて～ 
『(仮称)滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的

な考え方』への提言～」 
●淡海生涯カレッジ20周年記念講演会開催(２月) 
●「滋賀の生涯学習社会づくりに関する基本的な考え 
  方」策定(３月) 
●「学校支援メニュー」総括版発行(３月) 

 
2016 

 
２８ 

   
●(新校)長浜北高等学校をコミュニティ・スクールに 

指定(４月) 
●地域づくり型生涯カレッジ推進事業 開始 
●平成28年度近畿地区社会教育研究大会[滋賀大会] 

 
2017 

 
２９ 

  
○地域学校協働活動の推進に関 

する社会教育法の改正 
○社会教育主事講習等規程の一

部を改正する省令公布(２月) 
※施行は2020年４月１日 

 
●第43回近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会滋賀大会(７月) 
●「やってみよう！学校図書館リニューアル(学校図書 

館活用マニュアル)」発行 
●滋賀県社会教育委員会議提言(２月) 
 「人を育て、地域を創る、地域学校協働活動のあり

方(提言)」 
●「これからの滋賀県立図書館のあり方」策定 

（３月） 
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年度 

 
  国 際 的 動 向          

 
   国 の 動 向           

 
   滋 賀 県 の 動 向                      

 
2018 

 
３０ 

 
 

 
〇第４次「子供の読書活動推進

に関する基本的な計画」（平
成30年４月20日閣議決定） 

○第３期教育振興基本計画策定 
(６月) 

○文部科学省設置法改正および 
文部科学省組織令改正(10月) 

  「生涯学習政策局」 
  →「総合教育政策局」 

 
●第66回近畿公民館大会滋賀大会(10月) 
●2018年近畿ブロック・ユネスコ活動研究会in彦根 

(10月) 
●第70回全国人権・同和教育研究大会(11月)   
●第３期滋賀県教育振興基本計画策定（３月） 
●第４次「滋賀県子ども読書活動推進計画」策定(３月) 
 

 
2019 

 
３１ 
 
令和
元年 

  
○第９次地方分権一括法による

社会教育関係法律等の改正 
          （６月） 
〇視覚障害者等の読書環境の整

備の推進に関する法律（令和
元年６月28日法律第49号） 

 
●「おうちで読書」推進事業 開始 
●楽しむ読書応援事業開始 
●子ども読書啓発ポスター 発行 
●滋賀県社会教育委員会議提言(２月) 
「困難な課題を抱える家庭・子どもを支える支援につ
いて」 

 
2020 

 
令和 
２年 

  
〇視覚障害者等の読書環境の整
備の推進に関する基本的な計画
策定（７月） 

 
●人生100年時代の地域における学びと活躍推進事業 
●「訪問型家庭教育支援」モデル構築・普及事業開始 
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