
令和2年10月1日現在

NO 名　　　称 所　在　地

1 滋賀医科大学医学部附属病院グラウンド 大津市瀬田月輪町

2 大津市民病院 大津市本宮二丁目9-9

3 皇子山陸上競技場 大津市御陵町4-1            

4 大石スポーツ村グラウンド 大津市大石淀一丁目地先

5 和邇市民運動広場       大津市和邇今宿851        

6 比良げんき村グラウンド 大津市北小松

7 比叡平市民運動広場 大津市比叡平１丁目４５

8 葛川支所駐車場 大津市葛川坊村町237-37

9 伊香立公園多目的グラウンド 大津市伊香立向在地町地先

10 延暦寺第1駐車場 大津市坂本本町4220-18

11 びわこ成蹊スポーツ大学グラウンド 大津市北比良1204番

12 びわ湖バレイ駐車場 大津市木戸1547番

13 国道161号 大津市北小松地先

14 なぎさ公園 滋賀県大津市由美浜地先

15 東洋紡績グラウンド 大津市堅田二丁目１－１

16 陸上自衛隊　大津駐屯地 大津市際川１－１－１

17 おまつり広場 大津市浜大津５丁目１番地先

18 港湾業務用地 大津市浜大津５丁目１番地先

19 大津市藤尾支所駐車場 大津市横木2丁目4番1号

20 大津赤十字志賀病院 大津市和邇中298番地

21 びわこボートレース場無料駐車場 大津市皇子が丘3-157-1

22 仰木雄琴雪寒基地 大津市仰木の里東1-2

23 滋賀県立　北大津養護学校 大津市伊香立向在地町25

24 大津カントリークラブ東コース 大津市大石淀町800

25 大津カントリークラブ西コース 大津市大石小田原町1000

26 京阪カントリー倶楽部 大津市大石曽束町525

27 南郷水産センター有料駐車場 大津市黒津4丁目3番

28 志賀カントリーエレベーター 滋賀県大津市南比良1427番地

29 済生会滋賀県病院 栗東市大橋二丁目4-1

30 草津総合病院 草津市矢橋町狭間1660

31 矢橋帰帆島多目的グラウンド  草津市矢橋町帰帆2108       

32 野洲川立入河川公園 守山市立入町地先

33 野洲川川田河川公園 守山市川田地先

34 野洲川改修記念公園　サッカー場 守山市笠原地先

35 守山市立明富中学校グランド 守山市水保町３０４５番地の１

36 守山市小浜河川公園 守山市小浜地先

37 希望が丘文化公園西駐車場     野洲市北桜地先

38 野洲市立蓮池の里　第2処分場 野洲市須原１０４０－１

39 野洲市立野洲北中学校 野洲市永原１６９０

40 野洲市立篠原小学校 野洲市大篠原１４１４

消　防　機　関
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NO 名　　　称 所　在　地消　防　機　関

41 野洲市立北野小学校 野洲市市三宅２４０

42 野洲市立三上小学校 野洲市三上１１１

43 守山市民運動公園駐車場 守山市石田町335

44 栗東運動公園グラウンド 栗東市川辺390-1

45 野洲市民グラウンド 野洲市六条460

46 野洲中主小学校グラウンド 野洲市西河原712

47 湖南広域消防局　東消防署 野洲市辻町488番地

48 滋賀県立成人病センター 守山市守山5丁目4-30

49 滋賀医科大学医学部附属病院ヘリポート 草津市笠山７丁目獅子舞谷１２６

50 野村運動公園グラウンド 草津市野村３丁目５８－１４

51 環境衛生センターグラウンド 草津市集町４０４－１

52 守山市民スポーツ広場 守山市三宅町９４

53 栗東野洲川運動公園 栗東市出庭地先

54 栗東野洲川運動公園陸上競技場 栗東市出庭地先

55 野洲川河川公園 野洲市三上地先

56 湖南広域消防局　西消防署 草津市上笠町477-1

57 湖岸緑地　志那地区(志那1) 草津市志那町地先

58 湖岸緑地　志那地区(志那2) 草津市志那町地先

59 水資源機構　多目的広場 草津市下物町1091

60 ピエリ守山 守山市今浜町2620-5

61 平谷球場 栗東市観音寺459-2

62 佐川急便守山球場ヘリポート 守山市水保町北川2891-41

63 野洲川歴史公園駐車場 野洲市堤地先

64 甲賀消防本部 甲賀市水口町水口6218

65 青土ダム円形公園 甲賀市土山町青土101-7

66 鹿深夢の森グラウンド 甲賀市甲賀町大久保507-2

67 新名神高速土山ＳＡ　ＨＰ 甲賀市土山町南土山

68 甲賀市立山内小学校 甲賀市土山町黒川１５３６

69 甲賀市立朝宮小学校 甲賀市信楽町下朝宮２６８

70 陶芸の森第３駐車場 甲賀市信楽町勅旨2188-7

71 野洲川親水公園 湖南市夏見地先

72 公立甲賀病院 甲賀市水口町松尾1256

73 タラオカントリークラブ 甲賀市信楽町多羅尾1

74 野洲川運動公園 湖南市中央3丁目1番

75 Ｒ477山葵谷橋西側空地 甲賀市土山町大河原字大川筋253

76 市民グラウンド 湖南市高松町7

77 柏木公園 甲賀市水口町北脇１８４

78 甲賀市水口スポーツの森 甲賀市水口町北内貴３０

79 土山グラウンド 甲賀市土山町北土山４１４－２

80 甲賀中央公園野球場 甲賀市甲賀町相模１２８

81 甲南グラウンド 甲賀市甲南町葛木９７７

82 甲南中央運動公園サッカー場 甲賀市甲南町葛木８５１－１

　甲賀広域行政組合消防本部
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83 甲南庁舎裏杣川河川敷 甲賀市甲南町野田地先

84 信楽運動公園 甲賀市信楽町西２３３

85 雨山総合グラウンド 湖南市雨山２丁目１番１号

86 黄瀬交流館さらら 甲賀市信楽町黄瀬1251-1

87 神慈秀明会第4駐車場 大津市大鳥居字百山472

88 甲南消防署甲賀分署 甲賀市甲賀町大久保1289

89 ダイヤモンド滋賀 甲賀市土山町黒川1711

90 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町1379

91 沖島前浜  近江八幡市沖島町前浜       

92 国民休暇村運動広場 近江八幡市沖島町宮ヶ浜

93 永源寺運動公園グラウンド   　     東近江市上二俣町24-1       

94 東部憩いの広場 東近江市箕川町

95 長山公園 東近江市上大森町３７０

96 日野町立西大路小学校 蒲生郡日野町西大路１６３１

97 日野町立南比都佐小学校 蒲生郡日野町深山口４３１

98 滋賀県消防学校  東近江市神郷３１４番地

99 東近江市ふれあい運動公園 東近江市栗見新田町1224

100 防災センター駐車場 東近江市妹町29

101 すこやかの杜運動公園 東近江市小田苅町1890

102 愛知消防署 東近江市小八木町16番地

103 愛荘町ふれあいスポーツ公園 愛知郡愛荘町長野1973

104 近江八幡消防署駐車場 近江八幡市小船木町819

105 布施公園 東近江市布施町662-1

106 竜王町総合運動公園駐車場 蒲生郡竜王町岡屋3333

107 秦荘グラウンド 愛知郡愛荘町軽野甲248

108 百済寺チェーンベース 東近江市北坂町字中川原191-1

109 近江八幡市立運動公園 近江八幡市津田町18

110 八幡商業高校グラウンド 近江八幡市桜宮町

111 安土大中グラウンド 近江八幡市安土町下豊浦地先

112 文芸の郷多目的グラウンド 近江八幡市安土町桑実寺地先

113 平田グラウンド 東近江市下羽田町84番地1

114 おくのの運動公園グラウンド 東近江市青山町70

115 ひばり公園グラウンド 東近江市池庄町610

116 センコー 東近江市平柳町22-3

117 愛知消防署訓練場 東近江市小八木町16

118 蒲生運動公園駐車場 東近江市上南町50

119 能登川スポーツセンターグラウンド 東近江市山路町600

120 内池公園グラウンド 蒲生郡日野町内池133

121 希望が丘文化公園東駐車場 蒲生郡竜王町薬師1178

122 農村運動広場 蒲生郡竜王町川守173

123 五個荘中学校グラウンド 東近江市五個荘小幡町288

124 日野ヘリポート 蒲生郡日野町北脇214-71

　東近江行政組合消防本部

　東近江行政組合消防本部
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125 蒲生運動公園・第一グラウンド 東近江市上南町50

126 五個荘中央公園 東近江市五個荘小幡町

127 石槫トンネル前　空地 東近江市黄和田町15-2

128 大谷公園　スポーツ広場 蒲生郡日野町大谷341番地1

129 大谷公園　体育館横駐車場 蒲生郡日野町大谷341番地1

130 東近江行政組合消防本部　竜王出張所 蒲生郡竜王町山之上5895番地

131 竜王町防災センター 蒲生郡竜王町小口1672番地

132 繖公園　林道観音寺線側駐車場 東近江市五個荘川並町1204番地

133 ジョイソン・セイフティ・システムズジャパン　愛知川製造所 愛知郡愛荘町愛知川658

134 永源寺杠葉尾ゲートボール場 東近江市永源寺杠葉尾地先

135 竜王西部地区防災拠点施設 蒲生郡竜王町岡屋2911番地5

136 彦根市立病院 彦根市八坂町1882

137 彦根市消防署南分署   彦根市稲里町320            

138 金亀公園多目的球技場　 彦根市金亀町３０２９－１

139 大手前保存用地　 彦根市金亀町２２

140 滋賀県立総合運動場多目的広場　 彦根市松原町３０２８

141 地方港湾彦根港　 彦根市松原町

142 （仮称）鳥居本公園　 彦根市鳥居本町１１６５

143 滝の宮スポーツ公園グラウンド 犬上郡多賀町富之尾1586-5

144 四手公園　 犬上郡多賀町四手９６０－１９

145 防災ステーション 犬上郡甲良町小川原906-8

146 南三ツ谷町多目的グラウンド 彦根市三ツ谷町地先

147 網代ヨットハーバー 彦根市松原町1435-100

148 彦根市松原町彦根市管理地 彦根市松原町1435-85

149 稲枝西小学校 彦根市本庄町3583番地

150 甲良パーキングエリア跡地 犬上郡甲良町大字池寺177-3

151 一円区民グラウンド 犬上郡多賀町一円146

152 米原トールバリア跡地 米原市三吉字西山985-1

153 荒神山公園多目的広場 彦根市日夏町４７６９

154 パナソニック彦根グラウンド 彦根市岡町３３

155 豊郷スポーツ公園グラウンド 犬上郡豊郷町下枝１４７

156 甲良運動公園 犬上郡甲良町池寺１２３２－８

157 多賀町民グラウンド 犬上郡多賀町多賀赤坂３５１－８

158 多賀調整池駐車場 犬上郡多賀町多賀赤坂３1５

159 滋賀県立大学グラウンド 彦根市八坂町2500

160 滋賀県立大学 東側空地 彦根市八坂町2500

161 多賀小学校グラウンド 犬上郡多賀町大字多賀738

162 多賀中学校グラウンド 犬上郡多賀町大字多賀210

163 大滝小学校グラウンド 犬上郡多賀町大字川相568

164 甲良東小学校グラウンド 犬上郡甲良町横関215

165 甲良養護学校グラウンド 犬上郡甲良町金屋1798

166 甲良中学校グラウンド 犬上郡甲良町在士392

　彦根市消防本部

　彦根市消防本部
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167 甲良西小学校グラウンド 犬上郡甲良町在士625番地

168 原八幡神社スポーツ公園 彦根市原町360

169 鳥居本小学校グラウンド 彦根市鳥居本町1550-1

170 鳥居本養護学校グラウンド 彦根市鳥居本町1431-2

171 鳥居本中学校グラウンド 彦根市鳥居本町788

172 城南小学校グラウンド 彦根市西今町380番地

173 盲学校グラウンド 彦根市西今町800番地

174 城北小学校グラウンド 彦根市松原町3751-3

175 西中学校グラウンド 彦根市金亀町8-1

176 彦根東高校グラウンド 彦根市金亀町4-7

177 城西小学校グラウンド 彦根市本町３丁目3-22

178 城東小学校グラウンド 彦根市京町２丁目2-19

179 佐和山小学校グラウンド 彦根市安清町11-32

180 東中学校グラウンド 彦根市芹川町1443番地

181 旭森小学校グラウンド 彦根市東沼波町300番地

182 彦根翔陽高校グラウンド 彦根市芹川町580

183 高宮小学校グラウンド 彦根市高宮町2447番地

184 河瀬中学 ・高校グラウンド 彦根市川瀬馬場町975

185 彦根工業高校グラウンド 彦根市南川瀬町1310

186 豊郷小学校グラウンド 犬上郡豊郷町石畑522番地

187 豊日中学校グラウンド 犬上郡豊郷町上枝50番地

188 日栄小学校グラウンド 犬上郡豊郷町吉田1454番地

189 稲枝中学校グラウンド 彦根市田原町202番地

190 稲枝北小学校グラウンド 彦根市下岡部町597番地

191 平田小学校グラウンド 彦根市平田町267番地

192 彦根西高等学校グラウンド 彦根市池洲町9-73

193 金城小学校グラウンド 彦根市大藪町391番地

194 中央中学校グラウンド 彦根市西今町1207番地

195 城陽小学校グラウンド 彦根市甘呂町430番地

196 南中学校グラウンド 彦根市甘呂町156番地

197 若葉小学校グラウンド 彦根市蓮台寺町180番地

198 彦根中学校グラウンド 彦根市西葛籠町553番地

199 河瀬小学校グラウンド 彦根市極楽寺町1181番地

200 亀山小学校グラウンド 彦根市賀田山町8番地

201 稲枝東小学校グラウンド 彦根市稲部町308番地

202 三津屋町民会館グラウンド 彦根市三津屋町1451

203 ひこね市文化プラザ駐車場 彦根市野瀬町187-4

204 庄堺公園 彦根市開出今町

205 青柳広場 彦根市開出今町

206 千鳥ケ丘公園 彦根市平田町

207 ジョイソン・セイフティ・システムズサービス株式会社 彦根市金沢町1-7

208 佐目グラウンド 犬上郡多賀町佐目

　彦根市消防本部
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209 敏満寺グラウンド 犬上郡多賀町大字敏満寺2139-2

210 敏満寺グラウンド駐車場 犬上郡多賀町大字敏満寺2139

211 楢崎グラウンド 犬上郡多賀町大字楢崎487

212 月之木地先空地 犬上郡多賀町大字月之木459

213 長浜赤十字病院 長浜市宮前町14-7

214 ウッディパル余呉駐車場 長浜市余呉町下丹生506-1

215 田根小学校グラウンド 長浜市野田町６８

216 びわ中学校グラウンド 長浜市弓削町４６０

217 大浦　集いの広場 長浜市西浅井町大浦

218 杉野小学校グラウンド 長浜市木之本町杉野

219 浅井カルチャー＆スポーツビレッジ 長浜市野瀬町７３０

220 奥伊吹スキー場第4駐車場      米原市甲津原530 

221 伊吹第２グラウンド駐車場 米原市春照

222 柏原中学校グラウンド 米原市清滝４０－１

223 河南中学校グラウンド 米原市河南２９５

224 東草野小中学校グラウンド 米原市吉槻６５６

225 湖北地域消防本部ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 長浜市加田町977

226 浅井グラウンドゴルフ場 長浜市西主計町地先

227 山本山運動広場 長浜市湖北町山本2868

228 高月運動広場 長浜市高月町高月820-1

229 伊香分署駐車場 長浜市木之本町大音151

230 西浅井中学校グラウンド 長浜市西浅井町塩津中312

231 伊吹３合目グラウンド 米原市上野伊吹山地先

232 神照運動公園グラウンド 長浜市神照町215-1

233 グリーンパーク山東 米原市池下80-1

234 米原消防署グラウンド 米原市長岡2811-1

235 木之本インターヘリポート 長浜市木之本町木之本1679

236 長浜インターヘリポート 長浜市口分田548

237 豊公園自由広場 長浜市大島町公園１０－１

238 湖北中学校グラウンド 長浜市湖北町速水１１９１

239 高時川運動広場 長浜市湖北町速水２０２４

240 木之本運動広場 長浜市木之本町西山３５０

241 木之本中学校グラウンド 長浜市木之本町木之本６８２

242 鏡岡中学校グラウンド 長浜市余呉町中之郷７７１

243 蓮池公園グラウンド 米原市朝妻筑摩２４８３

244 双葉中学校グラウンド 米原市顔戸２３３

245 杉野雪寒基地 長浜市木之本町杉野819番地１

246 高月運動広場体育館 長浜市高月町東柳野3-1

247 高月支所 長浜市高月町渡岸時160

248 西浅井支所 長浜市西浅井町大浦2590

249 西浅井福祉ステーション 長浜氏西浅井町塩津浜1795

250 余呉支所　駐車場 長浜市余呉町中之郷1127
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251 永原小学校 長浜市西浅井町大浦１６７

252 塩津小学校 長浜市西浅井町塩津中４１

253 余呉小学校 長浜市余呉町中之郷７７７

254 木之本小学校 長浜市木之本町木之本６８５－１

255 伊香高等学校 長浜市木之本町木之本２５１

256 高時小学校 長浜市木之本町石道１０７９－１

257 富永小学校 長浜市高月町井口１６０

258 七郷小学校 長浜市高月町唐川２４８

259 高月小学校 長浜市高月町高月７３８

260 高月中学校 長浜市高月町高月２４９１－１

261 古保利小学校 長浜市高月町西柳野３８

262 朝日小学校 長浜市湖北町山本１１２５

263 速水小学校 長浜市湖北町速水２５６１－１

264 びわ北小学校 長浜市益田町５６

265 びわ南小学校 長浜市川道町３４５６

266 虎姫小学校 長浜市五村８８

267 虎姫中学校 長浜市五村１２

268 虎姫高等学校 長浜市宮部町２４１０

269 小谷小学校 長浜市小谷丁野５２４

270 湯田小学校 長浜市内保町１０５１

271 浅井中学校 長浜市内保町６２７

272 浅井小学校 長浜市当目町５４

273 七尾小学校 長浜市佐野町２２

274 伊吹高等学校 米原市朝日３０２

275 大原小学校 米原市市場４２４

276 大東中学校 米原市池下１０５４

277 伊吹小学校 米原市上野９９１

278 甲津原交流広場 米原市甲津原６２１

279 南郷里小学校 長浜市南田附町３５２

280 長浜東中学校 長浜市堀部町７６３

281 北郷里小学校 長浜市春近朝３５３

282 伊吹山中学校 米原市高番３８７

283 春照小学校 米原市杉澤８１７

284 柏原小学校 米原市柏原２３２０

285 河南小学校 米原市枝折７７

286 山東小学校 米原市大鹿５４６

287 息長小学校 米原市能登瀬１３３９

288 坂田小学校 米原市宇賀野５０８

289 米原高等学校 米原市西円寺１２００

290 米原小学校 米原市入江３０７

291 米原中学校 米原市入江３１３

292 長浜南中学校 長浜市永久時町８１０
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293 長浜南小学校 長浜市加田町１４６０

294 長浜農業高等学校 長浜市名越町６００

295 長浜西中学校 長浜市高田町１０－１０

296 長浜小学校 長浜市高田町９－９

297 長浜北小学校 長浜市八幡中山町１３１０

298 長浜北中学校 長浜市神照町９１０

299 神照小学校 長浜市神照町３１１

300 京都精華大学朽木グラウンド 高島市朽木古屋472

301 高島市立マキノ北小学校 高島市マキノ町小荒路１０４６番地１

302 高島市立マキノ東小学校 高島市マキノ町海津２３８４番地

303 マキノ高原スキー場　駐車場 高島市マキノ町牧野９３１番地

304 高島市立マキノ南小学校 高島市マキノ町新保８８７番地

305 高島市立広瀬小学校 高島市安曇川町下古賀１１８２番地

306 朽木スキー場　駐車場 高島市朽木宮前坊１８０－１番地

307 高島市朽木グランド 高島市朽木野尻４７８－８

308 高島市消防本部ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 高島市今津町日置前5150

309 グリーンパーク想い出の森 高島市朽木柏341-3

310 梅ノ子運動公園 高島市安曇川町南古賀地先

311 びわ湖こどもの国芝生広場 高島市安曇川町北船木2981

312 高島運動公園 高島市宮野1516

313 高島市民病院 高島市勝野1667

314 新旭グラウンド 高島市新旭町新庄地先

315 総合運動公園駐車場 高島市今津町日置前3110

316 森林スポーツ公園野球場 高島市新旭町熊野本245

317 高島市横山農村広場 高島市武曽横山468

318 ピックランドグラウンド 高島市マキノ町寺久保８３５－１

319 陸自大供グラウンド 高島市今津町平郷９２３

320 朽木中学校グラウンド 高島市朽木市場１０５５

321 大阪自彊館空地 高島市今津町角川地先

322 今津南沼市有地 高島市今津町４４８番２０地先

323 綾羽高校研修施設駐車場 高島市新旭町太田1011

324 川崎グラウンド 高島市安曇川町南船木地先

325 国境高原スノーパーク駐車場 高島市マキノ町野口507

326 ECC学園高等学校 高島市今津町椋川512-1
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