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名          称 所    在    地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

〔 市   関   係 〕

守山市役所 吉身二丁目5番22号 583－2525 582－0539

公文書館 吉身三丁目6番3号 514－1050 514－1051

中央公民館 三宅町125番地 583－2532 583－3189

北公民館 洲本町1353番地の2 585－1004 585－1004

守山会館・公民館 今宿二丁目5番15号 583－5229 582－0495

吉身会館・公民館 吉身三丁目2番8号 583－1650 582－0496

小津会館・公民館 欲賀町901番地の1 585－3366 585－5251

玉津会館・公民館 矢島町3091番地 585－4822 585－5254

河西会館・公民館 今市町160番地 583－2792 582－0497

速野会館・公民館・支所 水保町2236番地 585－3953 585－5253

中洲会館・公民館・支所 幸津川町1043番地の5 585－2004 585－5252

駅前総合案内所 梅田町1番9号 514－3765 514－3766

駅前コミュニティホール 梅田町2番1－301号 583－2533 ―――

生涯学習･教育支援センター（エルセンター）

　生涯学習会館 勝部三丁目9番1号 583－5558 583－5556

　教育研究所 勝部三丁目9番1号 583－4217 583－4237

下之郷史跡公園 下之郷一丁目12番8号

福祉保健センター（すこやかセンター） 下之郷三丁目2番5号 581－0201 581－0203

中山道街道文化交流館 守山一丁目8番14号

中心市街地活性化交流プラザ（あまが池プラザ） 守山市勝部一丁目13番１号 514－2105 ―――

歴史文化まちづくり館
　　　　　　　　（守山宿・町家“うの家”）

守山一丁目10番2号 583－2366 583－2366

市民交流センター（さんさん守山） 守山二丁目16番45号 583－2975 583－4654

市民病院 守山四丁目14番1号 582－5151 582－1461

市立図書館 守山五丁目3番17号 583－1639 583－6949

市立視聴覚ライブラリー 守山五丁目3番17号 583－1639 583－6949

市民文化会館（市民ホール） 三宅町125番地 583－2532 583－3189

市民運動公園 三宅町100番地 583－5354 583－5853

ほたるの森資料館 三宅町10番地 583－9680 ―――

もりやま芦刈園 杉江町地先 ――― ―――

コミュニティ防災センター 石田町377番地の1 585－3333 585－5566

地域総合センター 矢島町3091番地 585－4822 585－5254

市民サービスセンター 播磨田町185番地1ららぽーと守山2階 514－0177 514－0188

近江妙蓮公園 中町39番地 582－1340 582－1340

魚つり場 木浜町2301番地 ――― ―――

美崎公園 今浜町2870番地2 585－4280 585－4280

埋蔵文化財センター 服部町2250番地 585－4397 585－4397

野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク） 服部町2439番地 584－3366 585－5190

環境センター 幸津川町2845番地 585－3728 585－8810

一般廃棄物最終処分場 環境センター内 584－3656 584－3656

農村総合センター

　農村環境改善センター 幸津川町2840番地 585－1975 585－5343

　農村多目的広場 立田町3272番地 585－1975 585－5343

　農業技術拠点施設 立田町3280番地 585－1975 585－5343

市民プール 幸津川町2840番地 585－5343 585－5343

市　内　の　官　公　署　等

582-1156（市文化財保護課）

582-1131（市商工観光課）
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名          称 所    在    地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

市民プール 幸津川町2840番地 585－5343 585－5343

もりやまフルーツランド 幸津川町4279番地 585－4863 585－4863

野洲川改修記念館 幸津川町1043番地の5 585－2004 585－5252

立入水源地 立入町482番地の1 582－3206 ―――

播磨田水源地 播磨田町206番地の3 583－2862 ―――

洲本配水場 洲本町620番地 585－0300 ―――

石田配水場 石田町480番地 585－7130 ―――

(幼稚園)

守山幼稚園 守山一丁目13番1号 582－2165 582－4920

物部幼稚園 二町町253番地 583－9551 583－4206

吉身幼稚園 吉身三丁目2番51号 583－6202 583－6204

立入が丘幼稚園 立入町226番地の1 581－0088 581－0143

小津こども園（小津幼稚園） 欲賀町879番地 585－0226 585－5642

玉津こども園（玉津幼稚園） 赤野井町39番地の3 585－0202 585－5661

河西幼稚園 今市町25番地の1 582－4447 582－4903

速野幼稚園 水保町2399番地の1 585－1175 585－0442

中洲幼稚園 幸津川町1406番地 585－2454 585－5660

（小学校）

守山小学校 勝部一丁目13番1号 582－2424 582－6878

物部小学校 二町町252番地 583－9595 583－9596

吉身小学校 吉身三丁目2番26号 583－2386 583－9110

立入が丘小学校 立入町222番地 581－0081 581－0082

小津小学校 欲賀町853番地 585－0138 585－8210

玉津小学校 赤野井町9番地の1 585－0008 585－7676

河西小学校 小島町1843番地 582－2174 582－2164

速野小学校 木浜町112番地 585－1014 585－7613

中洲小学校 幸津川町1406番地 585－2040 585－2117

（中学校）

守山南中学校 古高町357番地 583－5900 583－5924

守山中学校 石田町350番地 585－0321 585－0322

守山北中学校 荒見町235番地 585－3851 585－3852

明富中学校 水保町3045番地の1 585－7262 585－7261

（その他）

社会福祉法人守山市社会福祉協議会 下之郷三丁目2番5号 583－2923 582－1615

公益社団法人守山市シルバー人材センター 吉身二丁目5番1号 583－2727 583－2750

守山市土地開発公社 吉身二丁目5番22号 582－1160 ―――

守山市国際交流協会 吉身二丁目16番45号 583－4653 583－4654

守山野洲少年センター 吉身三丁目11番43号 583－7474 581－1419

湖南広域消防局北消防署 石田町377番地の1 584－2119 584－3699

湖南広域消防局北消防署出張所 洲本町1260番地 585－0119 585－8430

守山野洲行政事務組合野洲川斎苑 川田町2230番地の3 518－1755 518－1765

〔 県   関   係 〕

守山警察署 金森町494番地 583－0110 583－0595

守山駅前交番 勝部一丁目1番22号 583－2377 583－2377

河西交番 播磨田町383番地の10 583－2378 583－2378  
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名          称 所    在    地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

速野交番 木浜町1857番地の1 585－1037 585－1037

小津警察官駐在所 三宅町622番地の1 583－6781 583－6781

玉津警察官駐在所 石田町735番地の3 585－0004 585－0004

滋賀県運転免許センター 木浜町2294番地 585－1255 585－1255

滋賀県自動車税事務所 木浜町2298番地の2 585－7288 585－7299

県立成人病センター 守山五丁目4番30号 582－5031 582－5426

県立小児保健医療センター 守山五丁目7番30号 582－6200 582－6304

滋賀県心身障害児総合療育センター 守山五丁目6番15号 583－2125 583－2127

県立守山養護学校 守山五丁目6番20号 583－5857 583－7543

県立総合保健専門学校 守山五丁目4番10号 583－4147 583－8722

県立守山中学校 守山三丁目12番34号 582－2289 582－6514

県立守山高等学校 守山三丁目12番34号 582－2289 582－6514

県立守山北高等学校 笠原町1263番地 585－0431 585－5584

県営びわこ地球市民の森 今浜町3089番地 585－6333 585－6312

滋賀県道路公社琵琶湖大橋有料道路管理事務所 今浜町2539番地 585－1129 585－1129

〔 国   関   係 〕

守山市地域職業相談室（ジョブプラザ守山） 梅田町2番1－301号 583－8739 581－1590

大津地方法務局守山出張所 吉身二丁目5番9号 582－2206 582－2206

国土交通省琵琶湖河川事務所野洲川出張所 吉身三丁目7番2号 582－3279 582－2587

近畿運輸局滋賀陸運支局

〔 そ   の   他 〕

ＪＲ西日本守山駅 梅田町1番1号　（ＪＲ西日本お客様センター　0570-00-2486）

守山商工会議所 吉身三丁目11番43号 582－2425 582－1551

おうみ冨士農業協同組合 吉身三丁目7番6号 582－3401 582－1038

守山市有線放送農業協同組合 吉身三丁目7番6号 582－3013 582－2130

郵便局株式会社

　近江守山郵便局 守山六丁目17番1号 582－3341 582－6267

　守山駅前郵便局 守山一丁目7番1号 582－2912 582－6268

　守山浮気郵便局 浮気町341番地の2 583－8883 583－8882

　赤野井郵便局 赤野井町35番地の7 585－1995 585－7101

　守山播磨田郵便局 播磨田町747番地の2 583－8231 583－8226

　木浜郵便局 木浜町1686番地 585－1996 585－5336

　幸津川郵便局 幸津川町1537番地 585－1997 585－5337

守山南部土地改良区 守山六丁目13番38号 583－6141 583－6141

法竜川沿岸土地改良区 守山六丁目13番38号 582－2045 583－6141

ライズヴィル都賀山 浮気町300番地の24 583－7181 583－8221

立命館守山中学校・高等学校 三宅町250番地 582－8000 582－8038

木浜町2298番地の5　　　（登録申請案内　050-5540-2064）
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守山商工会議所登録事業所 
№ 組事業所名 所在地 電話番号 営業内容 
1 ⼀正蒲鉾（株） 関⻄⼯場 守⼭市古⾼町８０８－３３ 583-2333 ⽔産練製品の製造販売他 
2 たんみや 守⼭市大門町１０６－５ 583-8459 焼⾁店 
3 クックママはずよ 守⼭市⼆町町２２４－１ 583-1067 飲⾷店営業、仕出、弁当店、総菜販売（店頭販売） 
4 三福商店 守⼭市古⾼町４２８－１ 582-3735 菓⼦・パン⼩売業 
5 ⽇本コカ・コーラ（株）守⼭⼯場 守⼭市阿村町４９ 581-2990 清涼飲料⽔、原液製造業 
6 旭 守⼭市勝部⼀丁目１２－３９ 582-5012 麺類、丼物⼀式販売 
7 ⾼⽥楼 守⼭市勝部五丁目３－２９ 583-1934 料理品⼩売業 
8 （有）魚末 守⼭市守⼭⼀丁目１１－１４ 582-2023 飲⾷業 料亭 
9 （資）魚和 守⼭市守⼭⼀丁目１４－１１ 582-2242 ⽇本料理・錦鯉養殖販売 
10 江⼀醤油（株） 守⼭市梅⽥町１４－７ 582-2049 酒⼩売 
11 （株）平和堂守⼭店 守⼭市梅⽥町５－６ 583-2611 総合⼩売業 
12 庵 守⼭市勝部⼀丁目１－２１－２０１ 583-8417 飲⾷店 うどん、丼物の店売り 
13 魚末寿し 守⼭市守⼭⼀丁目１４－３ 582-2061 寿し加⼯ 
14 平兵衛庵 守⼭市守⼭⼀丁目１４－７ 582-2949 ⼀般飲⾷業、和洋料理、懐⽯専門 
15 岡⽥屋⾷堂 守⼭市梅⽥町１３－４ 582-2358 ⼀般⾷堂 
16 ⼼味おくむら 守⼭市梅⽥町１４－２ 582-3050 ⽇本料理 
17 平井亭 守⼭市梅⽥町１４－３ 582-2305 ⼀般⾷堂 
18 棒由鮮魚 守⼭市吉⾝⼆丁目１－５ 583-4320 鮮魚卸・⼩売 
19 （有）モンレーブ 守⼭市勝部⼀丁目４－１１ 583-4116 洋菓⼦製造販売 
20 （有）梶原商店 守⼭市守⼭⼆丁目２－３９ 582-2037 ⾷料・飲料卸、⼩売 
21 （有）棒由商店 守⼭市守⼭⼆丁目１０－５ 582-2376 精⾁⼩売 
22 こうあん漫画図書館 守⼭市守⼭三丁目９－８ 583-6047 菓⼦・飲料⽔⼩売業 
23 鶴屋吉正 守⼭市守⼭⼆丁目２－４５ 582-2378 菓⼦、餅、⽶飯類 
24 餅伊菓舗 守⼭市守⼭⼀丁目１０－１ 582-2268 和菓⼦製造・販売 
25 大野商店 守⼭市守⼭⼆丁目１０－３２ 582-2367 うどん 中華そば 丼もの 
26 （株）いづみや 守⼭市勝部⼀丁目１６－３５－１０５ 583-5560 贈答品・結納用品・儀式用品 
27 大⿊屋精⾁店 守⼭市梅⽥町５－１ 582-2327 精⾁、惣菜販売 
28 レストランカシトラ 守⼭市守⼭⼀丁目５－１０－１０５ 582-3158 レストラン（飲⾷業） 
29 ⼩林酒店 守⼭市守⼭⼀丁目１－１０ 582-3539 酒類販売 
30 中村製菓所 守⼭市守⼭⼀丁目５－１０－１０９ 582-3154 菓⼦製造 
31 （有）フルーツショップヤマモト 守⼭市守⼭⼀丁目６－３ 582-2306 くだもの販売 
32 遠藤⾷料品店 守⼭市吉⾝⼆丁目１－７２ 582-2237 ⾷料品店経営 
33 ⼿打ちうどん惣⼋ 守⼭市吉⾝六丁目２－２３－１０３ 583-6878 うどん・そば・丼物 
34 レストランびわこキッチン 守⼭市吉⾝三丁目４－２ 582-3860 飲⾷業、配達承ります 
35 だるまや 守⼭市岡町４０ 582-3874 コンビニ 
36 毎⽇⽜乳佐野販売店 守⼭市浮気町１３７ 582-3273 ⽜乳販売 
37 ⼣鶴 守⼭市浮気町３４０ー４ 583-3737 飲⾷業 
38 おかだ⾷堂 守⼭市守⼭六丁目６－１４ 582-2453 定⾷ ⼀品料理 おでん 鍋料理 
39 ⼩花 守⼭市守⼭六丁目８－９－３ 583-0126 飲⾷業 
40 ちゃんこ北野 守⼭市下之郷⼀丁目８－１２ 583-8000 飲⾷業 
41 辻よし 守⼭市守⼭⼆丁目１５－１９ 583-2591 ⽇本料理店 
42 （株）北陸 守⼭市守⼭六丁目８－６ 582-4069 仕出し料理・会席弁当 
43 若狭屋 守⼭市下之郷⼀丁目４－６１ 582-5093 和菓⼦製造⼩売 
44 ⼩森⽜乳店 守⼭市⼭賀町４２ 585-0061 乳類販売 
45 ⽥中酒店 守⼭市三宅町７６３ 583-1089 酒類⼩売販売 
46 てらだや 守⼭市三宅町９４３ 582-2405 飲⾷業 
47 （有）武右衛門 守⼭市杉江町４１３ 585-0072 各種⾷料品⼩売業 
48 由兵衛 守⼭市⾦森町６８５－５ 583-4088 寿司 
49 （株）いづみや赤野井本店 守⼭市赤野井町５２ 585-0003 ⽇用雑貨・⾐料・贈答品・菓⼦タバコ・介護用品の店
50 魚伊 守⼭市⽮島町９７８－３ 585-2691 飲⾷業、⽣鮮⾷品販売 
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№ 組事業所名 所在地 電話番号 営業内容 
51 料理旅館 えり市 守⼭市赤野井町１２０１ 585-0012 各種沿海・仕出し・屋形船・旅館 
52 大塚酒店 守⼭市⽮島町１３８８－１２ 585-0833 酒類、飲料⽔、調味料 
53 かめせ⾖腐店 守⼭市赤野井町６７４－３ 585-1511 ⾖腐製造業 
54 川崎伊之助商店 守⼭市⽮島町１３０６ 585-0307 酒･調味料･ＬＰガス･ガス器具 
55 ⾼岡⾷料品店 守⼭市赤野井町２４８ 585-0065 各種⾷料品⼩売 
56 ⾁の⽟川 守⼭市赤野井町４６－４ 585-0041 ⾷⾁、⽜⾁、豚⾁、鶏⾁（いづれも国産のみ）等 
57 辻伝商店 守⼭市赤野井町３３９ 585-0047 各種⾷料品⼩売 
58 パインツリーたまがわ 守⼭市⽯⽥町７２４－１ 585-0805 喫茶・鍋物 
59 林⽥⽜乳店 守⼭市赤野井町１４６ 585-0078 乳製品卸 
60 堀池酒店 守⼭市赤野井町１６４ 585-0066 酒類⼩売業 
61 （株）平和堂 ＦＭ河⻄店 守⼭市播磨⽥町７４０ 583-2003 各種⾷料品⼩売業 
62 ⽶と和洋酒の専門店かながわ 守⼭市播磨⽥町５６－６ 582-2207 ⽶穀⼩売 酒⼩売 
63 ⾥内⾷料品店 守⼭市荒⾒町４０６－２ 585-0865 ⾷料品 
64 （株）宝⼭園 守⼭市荒⾒町１３２－１ 583-2225 造園･設計施⼯⼯事･喫茶･お⾷事 
65 遠藤⻲遊園 守⼭市川⽥町１７０６－２ 582-2765 茶販売 
66 遠藤醤油（株） 守⼭市中町１６２ 582-2125 醤油醸造業 
67 ⽥中弥菓舗 守⼭市⼩島町１８０５－３ 582-2721 和菓⼦製造販売業 
68 永伊⽔産 守⼭市川⽥町４６５ 583-8270 アユ養殖・加⼯ 
69 鷲⽥酒店 守⼭市中町１１８ 582-2153 酒⼩売 
70 （有）かま久 守⼭市⽔保町１３４８－３ 585-4578 ⼿打ちそば、うどん専門飲⾷店 
71 とり半 守⼭市⽔保町７４５ 585-1055 鍋料理・中華料理飲⾷業、⾷⾁卸⼩売業 
72 （株）琵琶湖プラザ 守⼭市⽔保町２８９２－２ 585-4111 サービス業、研修、宿泊、⾷事 
73 琵琶湖リゾートクラブ 守⼭市今浜町字７番２６２０－４１ 585-1000 リゾート施設 

74 
森観光トラスト（株）ホテルラフ
ォーレ琵琶湖 

守⼭市今浜町⼗軒屋２８７６ 585-3811 旅⾏業 

75 今宗商店 守⼭市今浜町１５７－６ 585-1046 酒・タバコ、⾷品、雑貨⼩売業 
76 御料理 魚⽂ 守⼭市⽔保町５２ 585-1465 飲⾷店、料理⼀式、仕出し⼀式、⾖腐製造・販売 
77 喫茶⻩⾊いリボン 守⼭市⽔保町１２６３－６ 585-4195 カフェレストラン 
78 珈洲路 守⼭市⽊浜町１８６６ 585-1484 コーヒー・喫茶 
79 リカーショップサカコー 守⼭市洲本町１７２５－２ 585-1057 酒類販売 ・⽶販売 ・調味料、など 
80 ⽥川屋酒店 守⼭市⽊浜町１７６６－２ 585-1164 酒・調味料⼩売 
81 ⽴花屋製菓舗 守⼭市洲本町１３８３－１ 585-1067 和菓⼦ 
82 とふ庄 守⼭市⽊浜町２０２２－２ 585-1059 寿司出前 
83 中井郁⽂堂 守⼭市洲本町１３７３－８ 585-1101 菓⼦・パン⼩売 
84 菱⽥商店 守⼭市⽊浜町２０６８ 585-1035 たばこ・⽇用雑貨販売 
85 （有）辻牧場 守⼭市⽴⽥町１４０７ 585-2003 ⽜乳・乳製品、健康飲料、卸売業 
86 中華処チーフ 守⼭市守⼭六丁目１２－１３ 583-1123 中華飲⾷業 
87 ミートショップマエダ 守⼭市守⼭六丁目１－１－１０２ 581-0029 ⽜⾁、豚⾁（⾷⾁）⼩売販売 
88 守勝 守⼭市浮気町３００－１５ 582-2535 飲⾷業 
89 えびす屋 守⼭市古⾼町２７４ 583-9001 飲⾷業 
90 （株）平和堂アルプラザ守⼭店 守⼭市播磨⽥町１８５ー１ 581 ｰ 1800 総合⼩売業 
91 （株）⼀番 守⼭市千代町１０８－６ 582-0550 給⾷・弁当製造販売業 
92 ラーメン藤守⼭店 守⼭市⽊浜町４６９ 585-1910 ラーメン専門店（みそ、塩、しょうゆラーメン） 
93 （有）喜よし 守⼭市⽯⽥町２３９－４ 585-8828 京料理 
94 スター（株）守⼭⽔保店 守⼭市⽔保町１４９０ 585-5511 スーパーマーケット 
95 （有）ビッグエッグ 守⼭市⽴⽥町１２４２－５ 585-8722 鶏卵卸 
96 やきにく亭 野洲市⼩篠原２８７－３ 586-7667 飲⾷業 
97 （有）フューチャーダイニング 守⼭市焔魔堂町２３６市富ビル３Ｆ 582-8297 イタリアン⾷堂的カジュアルレストラン＆カフェ  
98 シャトレーゼ⼯場直売店守⼭店 守⼭市古⾼町３８０ 581-3075 和洋菓⼦販売 
99 割烹  紬 守⼭市守⼭六丁目１７－２５ 583-8485 寿司・割烹 
100 すし岩 守⼭市⽯⽥町３７２－４ 585-6446 飲⾷業 
101 毎⽇⽜乳⾦ケ森販売店 守⼭市⾦森町五反⽥５５８ 583-4770 ⽜乳⼩売業 
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№ 組事業所名 所在地 電話番号 営業内容 
102 タイ料理レストラン ラナハーン 守⼭市勝部⼀丁目１９－１６－１０１ 583-2841 タイ料理レストラン 
103 ＷＡＮＳＡＫＡ 守⼭市今宿四丁目１－１４ 582-7774 炭⽕焼⾁店 
104 （有）パル 守⼭市守⼭⼆丁目１３－１０ 583-8141 パン製造販売業 

105 キッサ＆パブジョイハウス 守⼭市吉⾝⼆丁目２－１１ 583-3073 
飲⾷店 昼はランチ、コーヒー 夜はパブ、カラオケ
営業 

106 三栄ミート 守⼭市播磨⽥町１４０５－４ 582-5418 精⾁販売 
107 お好み焼・鉄板焼 あちち 守⼭市今宿三丁目７－３９ 583-9006 お好み焼き・飲⾷業 
108 （株）オーミランチサービス 大津市⽉輪⼀丁目４番６５号 545-3957 給⾷受託 

109 ぶっちゃあず 
守⼭市守⼭六丁目１０－６６ リカーフォレ
スト１０２号 

581-8110 お好み焼き・鉄板焼き 

110 シャルマン 守⼭市横江町１６９ 582-6090 お好み焼き・鉄板焼き 
111 無国籍料理 シルク 守⼭市川⽥町１４４９－２ 583-3948 無国籍料理 
112 喫茶ジロー 守⼭市⽔保町１３６０－４ 585-8068 喫茶 
113 やきとりの名門 秋吉守⼭店 守⼭市勝部⼀丁目１９－１８ １０１号 581-1154 やきとり 17 種類等 

114 
セブンイレブン琵琶湖大橋東⼝
店 

守⼭市⽔保町１３５８－１ 585-4321 コンビニエンスストア 

115 川魚 守⼭市今浜町２７７２－４ 585-1691 川魚加⼯⼩売販売 
116 天ぷら⽔はら 守⼭市⼆町町２３１－５ 582-0886 天ぷらを中⼼に⽇本料理を提供 
117 浦孝商店 守⼭市⽊浜町１５６４－３１ 585-8905 湖魚販売 
118 鮨割烹 江頭 守⼭市守⼭六丁目８－７ 582-5912 鮨 割烹 
119 シュクル 守⼭市守⼭三丁目２４－３０ 583-5202 洋菓⼦の製造・販売 
120 パンプキン 守⼭市⽴⽥町１２６０ 585-2564 パン製造販売 

121 喫茶 洋燈 守⼭市守⼭六丁目８－１３－１ 583-5341 
飲⾷ ・朝モーニングコーヒー ・ランチ、定⾷ ・
ビール、ウイスキー、焼酎 

122 （株）たねや守⼭玻璃絵館 守⼭市吉⾝三丁目１９－１５ 583-5111 洋菓⼦製造、和洋菓⼦販売、喫茶 
123 居酒屋しょう吉 守⼭市勝部⼀丁目１６－４－１０２ 582-3369 飲⾷業 
124 もち豚とんかつ かつひさ 守⼭市洲本町２１０３－２ 584-3688 ・とんかつ各種、丼物、カレー、定⾷、ハンバーグ等

125 寿司、四季料理、千 守⼭市播磨⽥町３０８－２ 583-2189 
寿司 ・鍋料理 ・弁当 ・仕出し ・祝料理 ・ラ
ンチ ・飲料 

126 良菜⺠酒 花蛍 守⼭市⼩島町１６６５－３ 582-6466 飲⾷業 
127 北川農園ふるーつ愛らんど 守⼭市⼩島町１５０５ 582-2758 梨の⽣産直売 

128 
（株）リカバロン関⻄守⼭体験会
場 

湖南市岩根３６３２－４ 4034-4982 健康機器・健康⾷品販売 

129 レストラン喜多川 守⼭市三宅町３６４－３ 582-7833 レストラン 
130 鮨 ひら⼭ 守⼭市播磨⽥町３０１６－８ 581-8872 鮨・飲⾷店 
131 びわ湖の恵本舗 栗東市御園２６４ 558-1166 ⾷品製造販売 
132 旬味 ⻄むら 守⼭市守⼭⼆丁目３－７ 582-7411   
133 ⾁料理 利⼋ 守⼭市守⼭六丁目１－１ 582-3689   

134 森永⽜乳おさだミルクセンター 
守⼭市勝部四丁目３－１１マイリーアン１
０４号 

582-0717   

135 藤本⾷品（株）滋賀⼯場 守⼭市勝部四丁目１２４１ 582-1175 
各種サラダ、煮物、和え物等の総菜や、寿司、弁当、
おにぎり等 

136 
ＯＫＯＮＯＭＩＹＡＫＩ＆ＴＥ
ＰＰＡＮ 什 

守⼭市播磨⽥町３０２３－４ 582-1925   

137 丸善製菓舗 守⼭市吉⾝三丁目１－３５ 582-2996 和菓⼦製造･販売 餅・赤飯 
138 フードショップ ばじろ 守⼭市幸津川町１５４９－９ 585-2032 ⾷料品の製造、販売、仕出し 
139 居酒屋 来ゃん太 守⼭市今浜町２６２０－８８ 585-2954 飲⾷店 
140 旬彩 如⽉ 守⼭市守⼭三丁目２４－３０ 583-3363 創作和⾷の店ｎ 
141 馳⾛家 かど脇 守⼭市吉⾝⼆丁目２－１０ 582-7331 飲⾷店 

142 （株）丸善守⼭店 守⼭市古⾼町３８８ 35-3785 
鮮魚、精⾁、⻘果物などの⽣鮮⾷品を中⼼に⼀般⾷品、
⽇配品、菓⼦、⽇曜雑貨、惣菜、酒類等を販売するス
ーパーマーケットの経営 
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№ 組事業所名 所在地 電話番号 営業内容 
143 めんや幸 守⼭市勝部三丁目８－２４ 582-1478 飲⾷業（うどん、そば）自家製、⼿打ち 
144 麺こく守⼭店 守⼭市吉⾝三丁目６９１－１ 514-3535 ラーメン 

145 （財）守⼭野洲市⺠交流プラザ 守⼭市浮気町３００－２４ 583-7181 

宴会・パーティー部門、宿泊部門、貸会議室部門、ブ
ライダル部門、レストラン部門、ケータリング部門・
福祉⽂化事業（市⺠教養⽂化講座、囲碁教室、その
他）・駐⾞場 

146 ⻄井養蜂園 守⼭市播磨⽥町１５５－５５ 583-3916 養蜂、蜂蜜販売 

147 ⼋喜⾁ 響 
守⼭市勝部四丁目３番Ｂｕ－Ｂｕ－Ｂｕプ
ラス 

581-0892 焼⾁店 

148 中嶌菜園 守⼭市⼗⼆⾥町３３０ 585-0139 
1.野菜の⽣産と市場出荷、販売（トマト・春菊・⼩松
菜） 2.⽶の⽣産んと JA 出荷 

149 ピエリ守⼭専門店会 
守⼭市今浜町２６２０－５ピエリ守⼭事務
所内 

585-8512 ショッピングセンター 

150 ⼭本珈琲倶楽部 守⼭市吉⾝五丁目４－２５ 582-1262 珈琲専門店 
151 お好み焼き まる 守⼭市大門町２８－４⻄⽥第３ビル１Ｆ 582-0139 飲⾷業 

152 葉菜みずき 守⼭市吉⾝三丁目１１－４３ 581-0702 
・魚等を中⼼とした定⾷ ・惣菜、フリードリンク ・
惣菜バイキングは⽇祝 

153 ラミデュパン（株） 守⼭市浮気町７－２ 581-8801 ラスク製造卸 
154 ｐｏｋａ ｐｏｋａ 守⼭市守⼭三丁目３－１１－４６ 583-6100   

155 おばんざい笑⾷⺟ 
守⼭市浮気町３２１－２６吉川ビル１０２
号 

582-0978 居酒屋 

156 炭⽕焼⾁ 名⽜ ⽥尻 守⼭市吉⾝六丁目５－１ 582-6503 焼⾁ 
157 和ＤＩＮＩＮＧしゅん 守⼭市浮気町３４０ 582-3195 和⾷居酒屋 

158 ⼯房ＰａｃｕＰａｃｕ 守⼭市⽔保町２３５５－１ 585-8434 
餃⼦（近江⽜） コロッケ（近江⽜） メンチカツ（近
江⽜） パンサンドウィッチ他 

159 スールポッシュ 守⼭市⼆町町２０８－５ 582-2505 ケーキ製造・⼩売 

160 粋造処わをん 守⼭市浮気町２７４－１ 582-6030 
地鶏を使った料理を中⼼に創作料理を提供していま
す。 

161 ニコニコキッチン守⼭・野洲店 守⼭市今市町１３７－３ 581-8292 
⾼齢者向け配⾷サービス）（⾷事お弁当の配達及び安
否確認） 

162 和ダイニング⼆丁目もりかつ 守⼭市吉⾝⼆丁目６－４１ 581-0905 飲⾷店 
163 ヤッキー 守⼭市守⼭六丁目９－４０－２ 583-8406 お好み、鉄板焼き 
164 （株）滋賀フーズ 守⼭市吉⾝三丁目３－２１ 599-0012 ⾷品の製造および販売 
165 ⼩⽥農園 守⼭市洲本町５０６ 1223-9263 有精卵販売 鶏⾁販売 養鶏 
166 和ダイニング楽楽 守⼭市守⼭五丁目８－２１ 583-2848 飲⾷全般 
167 咲蔵 守⼭市守⼭⼀丁目１０－２ 583-5108 近江⽜専門の飲⾷店 
168 門前茶屋 かたたや 守⼭市守⼭⼆丁目２－５５ 514-1778 飲⾷業 
169 Ｃａｆｅ Ｐｏｎｔｅ 守⼭市守⼭四丁目１３－３５－２ 583-7738 飲⾷店 
170 ＳｉＥＭＡ ＣＨＥＲｉＥ 守⼭市勝部⼀丁目１３－１ 583-1880 カフェ、花屋、雑貨販売 
171 お⾁のおかだ 守⼭市⽔保町１１３６－２６ 598-1228 精⾁販売 
172 賄い酒処えんがわ 守⼭市⽔保町１１４４－２ 585-5303 飲⾷提供 
173 秀吉家 守⼭市勝部五丁目３－３８ 583-2002 飲⾷（ラーメン） 
174 横浜ラーメン ⼭村家 栗東市綣１０丁目１－２６ 554-0077 ラーメンの製造、販売 
175 （株）ナビナビ 守⼭市⽔保町１１２５番地１ 584-3011 全酒類卸・⼩売 
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          社会福祉施設一覧       平成 24 年３月 
 

種     別 設置者 名     称 住     所 電話番号 FAX番号

障害者支援施設 社会福祉法人 蛍の里 洲本町52番地 585-8850 585-8891

〃 〃 湖南ホームタウン 守山町168番地1 514-1685 514-1702

知的障害者授産施設 〃 あじさい園 石田町364番地2 585-4626 585-8899

指定障害福祉サービ
ス事業所

〃 びわこみみの里 水保町165番地1 514-9078 585-7144

〃 〃 もりやま作業所 十二里町560番地 585-0526 585-0813

〃 〃 ポプリン 金森町140番地144 582-5977 582-5977

〃 特定非営利
活動法人

ワークショップぷくぷく 立田町1530番地 585-7620 585-7620

〃 〃 守山はぐくみ共同作業所 播磨田町1003番地2 583-9647 518-8282

〃 〃 就労支援センター
スペースウイン

守山三丁目11番38号 581-8436 581-8436

〃 〃 コミュニティひろばもみの木 今市町73番地3 581-8881 581-8881

児童養護施設 社会福祉法人 守山学園 笠原町1257番地の1 582-2887 582-7966

児童厚生施設 守山市 立田児童遊園 立田町1488番地 ― ―

〃 〃 中児童遊園 中町111番地 ― ―

〃 〃 児童センター 矢島町3091番地 585-4822 585-5254

〃 〃 大型児童センター 守山五丁目3番16号 514-3960 581-8835

〃 社会福祉法人 友愛児童館 守山二丁目1番23号 583-3243 583-5460

〃 〃 友愛第二児童館 水保町1154番地の2 585-5491 585-5491

保育施設 守山市 守山保育園 勝部一丁目14番27号 582-2349 582-2349

〃 〃 古高保育園 古高町5番地 583-2810 583-2810

〃 〃 吉身保育園 吉身二丁目6番61号 582-4477 582-4477

〃 〃 浮気保育園 浮気町321番地の2 583-2790 583-2790

〃 〃 小津保育園（小津こども園） 欲賀町879番地 585-3666 585-5642

〃 〃 玉津保育園（玉津こども園） 赤野井町39番地の3 585-0202 585-5661

〃 社会福祉法人 ひなぎくこども園 今浜町20番地 585-1177 585-6864

〃 〃 はねすだこども園 川田町1372番地2 583-5230 583-5268

〃 〃 カナリヤ保育園 守山二丁目1番23号 583-5460 583-5980

〃 〃 カナリヤ第二保育園 下之郷三丁目3番2号 581-8128 581-8738

〃 〃 速野カナリヤこども園 木浜町1667番地 585-7240 585-7241

〃 〃 若鮎保育園 下之郷町565番地1 583-7860 583-7957

〃 学校法人 もりの風こども園 勝部三丁目9番15号 582-8202 582-8208
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児童クラブ 守山市 吉身児童クラブ室
(めだかクラブ)

吉身三丁目2－1 583-6272 583-6272

〃 〃 小津児童クラブ室
(つくしんぼクラブ)

欲賀町853 585-1967 585-1967

〃 〃 物部児童クラブ室
(わいわいクラブ)

二町町236－1 583-9927 583-9927

〃 〃 立入が丘児童クラブ室
(あめんぼクラブ)

立入町216 581-0145 581-0145

〃 〃 河西児童クラブ室
(たんぽぽクラブ)

小島町1843 581-1755 581-1755

〃 〃 玉津児童クラブ室
(ひばりクラブ)

矢島町316－1 585-3174 585-3174

〃 〃 中洲児童クラブ室 幸津川町1406 585-2730 585-2730

〃 社会福祉法人 カナリヤクラブ 守山二丁目1番23号 583-3243 514-2560

〃 〃 カナリヤ第二クラブ 水保町1154－2 585-5491 585-5491

〃 〃 カナリヤ第三クラブ 守山一丁目6番13－102 581-8777 ―

〃 〃 ひなぎく学童クラブ 今浜町20 585-1177 585-6864

介護福祉施設 守山市 幸津川デイサービスセンター 幸津川町1549番地の3 585-8900 585-8950

〃 〃 三宅デイサービスセンター 三宅町833番地の4 581-1551 581-1581

〃 〃 石田デイサービスセンター 石田町422番地 585-5955 585-5969

その他 守山市 老人憩いの家 石田町735番地の3 585-3389 585-3389
 

（資料：守山市統計書） 
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水道施設    （平成 25 年２月） 

施 設 名 所  在  地 施設能力(日最大) 
または貯水能力 原水種別 配水方法 

県南部水道事務所 
(吉川浄水場) 受水地点（洲本、石田） ２６,０００ 

琵琶湖 
(表流水) 

自然流下 

立入水源地 立入町 482 ３,６６６ 
浅井戸、
深井戸、 

ポンプ圧送 

播磨田水源地 播磨田町 206－3 ５００ 深井戸 ポンプ圧送 

洲本水源地 洲本町 620 ３,８６０ 県水 ポンプ圧送 

石田配水場 石田町 480 １１,０００ 県水 ポンプ圧送 

計  ４５,０２６   

 
 

守山市管工事業協同組合 
 

組 織 名 所  在  地 電 話 ＦＡＸ 備 考 

守山市管工事業協同組合 播磨田町 1073 583-2929 582-7633      

 

会 社 名 所  在  地 電 話 ＦＡＸ 市指定 

赤井住宅設備㈱ 石田町 722-4 585-0245 585-4994 上下水道 

㈱市木設備工業所 守山二丁目 16-63 582-2616 583-7444 上下水道 

㈲イチムラ 欲賀町 1916 585-8281 585-8289 上下水道 

今明水道㈱ 吉身五丁目 1-3 583-1289 583-3823 上下水道 

㈱内田工業 播磨田町 1232 583-4174 583-0602 上下水道 

大崎設備工業㈱ 下之郷町 400-6 582-3406 583-8786 上下水道 

㈲川端電工社 守山二丁目 15-30 582-2137 582-5448 上下水道 

㈲北脇金物店 守山二丁目 13-1 582-2224 582-3592 上下水道 

㈱田中水道 播磨田町 1240 583-2074 582-1365 上下水道 

㈱第一技研 山賀町 240-3 584-2229 584-2239 上下水道 

㈱冨村設備 吉身五丁目 2-10 583-3798 582-1586 上下水道 

㈱中野電気設備 荒見町 397-6 585-3236 585-3550 上下水道 
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会 社 名 所  在  地 電 話 ＦＡＸ 市指定 

㈱ハシモト 守山六丁目 18-33 582-4750 582-4752 上下水道 

服部工業㈱ 梅田町 10 番 3 号 582-3008 583-3498 上下水道 

三崎水道 三宅町 1011 582-4874 582-5673 上下水道 

㈱みずほ設備工業 水保町 127 585-1462 585-1466 上下水道 

森田水道㈱ 立田町 2395-1 585-2083 585-0969 上下水道 

守山ガス器具センター 
住設㈱ 

吉身三丁目 15-16 583-1347 582-1650 上下水道 

㈱幸弘設備 矢島町 147-2 585-2077 585-8166 上下水道 

㈲小山工業 水保町 503 585-0392 585-8864 上下水道 

園田設備 伊勢町 166 583-0954 583-0969 上下水道 

東郷設備 洲本町 1459 585-3831 585-8332 上下水道 

㈱ヨシダエンジニアリング 川田町 337-1 582-8145 582-7747 上下水道 

カツミデンキ 洲本町 2352-2 585-6411 585-6411 上下水道 
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医師緊急連絡簿 
医療機関 電話番号 所 在 地 診療科目 

荒堀整形外科 582-8885 大門町 56-1 整形外科・リハビリテーション科 

いしべ耳鼻咽喉科 582-1334 吉身二丁目 6番 51 号 
耳鼻咽喉科・呼吸器科・アレルギー
科・小児科 

内科・胃腸科井上クリニック 581-1233 吉身三丁目 14 番 46 号 内科・胃腸科 

井上リウマチ・整形外科クリ
ニック 

576-0875 荒見町 443 リウマチ科・整形外科 

うちだクリニック 514-3633 守山五丁目 8番 7号 内科・循環器科・小児科 

大橋医院 585-0014 石田町 234 内科 

大橋内科医院 585-5666 石田町 275-3 内科・糖尿病内科・消化器内科 

かいつぶり診療所 514-1715 守山町 168-1 
内科・小児科・リハビリテーション
科 

かさはら医院 514-0003 播磨田町 1456 番地 1 
整形外科・外科・リハビリテーショ
ン科・内科 

岸本眼科医院 582-2139 守山一丁目 10 番 8 号 眼科 

北野医院 582-2332 守山三丁目 7番 11 号 内科・小児科 

北野耳鼻科 583-8711 守山五丁目 146-7 耳鼻咽喉科 

きどわき小児科 内科 583-8187 播磨田町 3067 小児科・内科 

久保婦人科 583-8778 小島町 1082 婦人科 

小西醫院 584-2666 洲本町 1256-6 
内科・外科・脳神経外科・神経内科・
リハビリテーション科 

西藤こどもクリニック 583-2950 
播磨田町 1052-2 
メディカルツイン 

小児科・アレルギー科 

西藤小児科こどもの呼吸器・
アレルギークリニック 

582-3110 守山一丁目 12-12 小児科・アレルギー科・呼吸器科 

坂井産婦人科 581-0565 古高町 383 番地 産婦人科 

佐竹医院 585-6030 立田町 1772-2 内科・小児科・皮膚科 

柴田クリニック 582-6207 播磨田町 3016-7 
内科・外科・神経内科・脳神経外科・
リハビリテーション科 

すずきクリニック 582-0222 浮気町 105 番地 3 
内科・胃腸内科・外科・リハビリテ
ーション科・肛門外科・疼痛緩和内
科 

高はし皮ふ科 581-0777 
浮気町 300-15 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ守山 2棟 109 

皮膚科 

つかもと耳鼻咽喉科 581-3387 梅田町 15-7 耳鼻咽喉科・アレルギー科 

津田内科医院 582-3094 焰魔堂町 15 内科・呼吸器科 

寺内整形外科 582-2315 守山六丁目 1番 63 号 整形外科・リハビリテーション科 

徳林クリニック 514-3811 守山六丁目 8番 3号 内科・消化器科 

中川医院 583-2501 守山四丁目 5番 16-1 号 内科・消化器科 

中西整形外科 582-5030 吉身三丁目 14 番 21 号 
整形外科・リハビリテーション科・
リウマチ科・形成外科・美容皮膚科 

はたスポーツ整形クリニック 516-8600 下之郷一丁目 15-8 整形外科・リハビリテーション科 

浜中医院 583-3330 二町町 41-1 
胃腸科・内科・外科・泌尿器科・肛
門科・リハビリテーション科・整形
外科 
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ひろたに医院 581-3636 大林町 214-5 内科・消化器内科・小児科 

広永皮膚科 583-4153 勝部一丁目1番21-401号 皮膚科 

医療機関 電話番号 所 在 地 診療科目 

ふくだ医院 585-6650 山賀町 1018 
呼吸器科・アレルギー科・循環器
科・内科・小児科 

ふくはら内科クリニック 582-6789 
勝部一丁目 16 番 27-103
号 

内科・循環器科・呼吸器科・消化器
科 

藤井内科 582-2322 笠原町 1238 内科・循環器科・小児科・心療内科 

藤本クリニック 582-6032 
梅田町 2-1-303 
セルバ守山 3階 

精神科・神経内科・心療内科・内科 

平家眼科クリニック 581-3494 播磨田町 447-4 眼科 

前川医院 598-6288 水保町 1278 内科・呼吸器内科 

ますだ医院 581-1634 播磨田町 1304-2 内科・循環器科 

まつかわ小児科 585-4153 水保町 1268-20 小児科・内科 

峯森内科医院 584-2386 木浜町 1670-1 内科・消化器科・皮膚科 

明愛産婦人科 582-6686 勝部二丁目 4番 12 号 産科・婦人科 

守山こころのクリニック 514-2262 
勝部一丁目 1-21 
小島ビル 2階 

心療内科・精神科 

守山さくら内科クリニック 582-6577 守山三丁目 10-13 内科・神経内科 

守山三愛小児科 583-8638 守山六丁目 18 番 56 号 小児科・アレルギー科 

守山内科クリニック 582-3070 
浮気町 300-15 グランド
メゾン守山 1階 101 

内科・糖尿病内科・神経内科 

安田医院 582-8282 吉身一丁目 1番 9号 
循環器科・呼吸器科･内科・外科・
リハビリテーション科 

山岡整形外科医院 583-1122 勝部一丁目 17 番 28 号 
整形外科・外科・リハビリテーショ
ン科 

山本内科婦人科クリニック 581-1777 梅田町 1-25 
内科・婦人科・外科・アレルギー科・
心療内科 

やまもと小児科 581-2375 金森町 959 小児科・内科 

山本内科胃腸科 583-6677 今宿一丁目 4番 8号 内科・胃腸科・循環器科・放射線科 

米倉眼科 583-2134 勝部一丁目1番21-501号 眼科 

渡辺医院 582-8627 大門町 56-1 
内科・小児科・放射線科・呼吸器科・
胃腸科・循環器科・リハビリテーシ
ョン科 
(情報提供：守山野洲医師会事務局) 
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歯科医師 
医療機関 電話番号 所在地 診療科目 

うえむら歯科医院 582-7434 下之郷一丁目 11-5 歯科・小児歯科 

おおたに歯科医院 514-4040 
勝部一丁目16番35号守山ア
ーバンライフ 103 

歯科・口腔外科 

大橋歯科クリニック 581-0084 播磨田町 683-1 歯科・小児歯科・矯正歯科 

岡村歯科診療所 583-8008 梅田町 4-31 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科 

奥村歯科医院 585-7575 水保町 1255-8 歯科・小児歯科 

川村歯科診療所 582-2214 梅田町 8-18 歯科・小児歯科 

ごとう歯科医院 585-4332 水保町 2221-5 歯科・小児歯科 

佐藤歯科医院 583-2075 守山二丁目 5番 9号 歯科・小児歯科 

柴田歯科医院 583-8217 播磨田町 1275-1 歯科・小児歯科・口腔外科 

すもと岡本歯科 584-3611 洲本町 1257 歯科・小児歯科 

せの歯科医院 581-3707 播磨田町 3127 田中ﾋﾞﾙ 2Ｆ 歯科・小児歯科・矯正歯科 

高橋歯科医院 582-2053 今宿一丁目 2番 15 号 歯科 

谷口歯科医院 582-3481 古高町 622-3 歯科・小児歯科 

津曲歯科 583-3101 吉身二丁目 6番 44 号 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科 

東條歯科医院 582-7164 伊勢町 451-132 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科 

中西歯科医院 583-5444 守山五丁目 1番 38 号 歯科・小児歯科・矯正歯科 

南條歯科 583-5667 小島町 1809-9 歯科・小児歯科 

西川歯科医院 583-2348 
浮気町 300-15 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ
1 階 2-107 

歯科・小児歯科 

橋本歯科 583-2016 勝部一丁目 1番 21-301 号 歯科・小児歯科・矯正歯科 

ひがき歯科医院 583-8188 古高町 380 歯科・小児歯科 

二町中西歯科医院 514-0020 二町町 216-3 歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科 

守山駅前歯科診療所 581-0181 梅田町 2-1 ｾﾙﾊﾞ守山 1階 歯科・小児歯科・矯正歯科 

守山歯科診療所 582-0885 守山六丁目 8番 17 号 歯科・小児歯科 

モリタ歯科医院 582-1212 吉身二丁目 9番 34 号 歯科･小児歯科・矯正歯科・口腔歯科 

横山歯科医院 583-8738 小島町 935-106 歯科･小児歯科 

(情報提供：滋賀県歯科医師会HP、すこやか生活課) 
 
 
 
○二次病院等 

医療機関名 電話番号 所 在 地 

守 山 市 民 病 院 582-5151 守山四丁目14-1 

県 立 成 人 病 セ ン タ ー 582-5031 守山五丁目4-30 

済 生 会 滋 賀 県 病 院 552-1221 栗東市大橋二丁目4-1 

○県関係 

県 庁 医 務 薬 務 課 528-3631 大津市京町四丁目1-1 

草 津 保 健 所 562-3526 草津市草津三丁目13 
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○医薬材料等調達先 

業 者 名 電話番号 所  在  地 

滋 賀 県 薬 剤 師 会 守 山 支 部 514-0337 吉身二丁目6-23 サン調剤薬局(西川誠) 

滋賀県赤十字血液センター 564-6311 草津市南笠町新池102 
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名          称 所    在    地 電 話 番 号 ＦＡＸ番号

(幼稚園)

守山幼稚園 守山一丁目13番1号 582－2165 582－4920

物部幼稚園 二町町253番地 583－9551 583－4206

吉身幼稚園 吉身三丁目2番51号 583－6202 583－6204

立入が丘幼稚園 立入町226番地の1 581－0088 581－0143

小津こども園（小津幼稚園） 欲賀町879番地 585－0226 585－5642

玉津こども園（玉津幼稚園） 赤野井町39番地の3 585－0202 585－5661

河西幼稚園 今市町25番地の1 582－4447 582－4903

速野幼稚園 水保町2399番地の1 585－1175 585－0442

中洲幼稚園 幸津川町1406番地 585－2454 585－5660

（小学校）

守山小学校 勝部一丁目13番1号 582－2424 582－6878

物部小学校 二町町252番地 583－9595 583－9596

吉身小学校 吉身三丁目2番26号 583－2386 583－9110

立入が丘小学校 立入町222番地 581－0081 581－0082

小津小学校 欲賀町853番地 585－0138 585－8210

玉津小学校 赤野井町9番地の1 585－0008 585－7676

河西小学校 小島町1843番地 582－2174 582－2164

速野小学校 木浜町112番地 585－1014 585－7613

中洲小学校 幸津川町1406番地 585－2040 585－2117

（中学校）

守山南中学校 古高町357番地 583－5900 583－5924

守山中学校 石田町350番地 585－0321 585－0322

守山北中学校 荒見町235番地 585－3851 585－3852

明富中学校 水保町3045番地の1 585－7262 585－7261

市　内　の　学　校　教　育　施　設
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災害時優先電話一覧 
 

携帯電話 
所 持 者 電 話 番 号 備  考 

本  部  長   

防災担当課長   

災害対策本部１   

災害対策本部２   

災害対策本部３   

障害福祉課   

 

 

固定電話 

設 置 課 名 電 話 番 号 備  考 

危機管理課 
 行政 FAX併用（ｱﾅﾛｸﾞ） 

 INS電話 

秘書広報課  電話のみ 

総 務 課  電話のみ 

建築管理課  電話のみ 

上下水道事業所  電話のみ 

ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ  電話のみ 

 

設 置 課 名 電 話 番 号 備  考 

北 消 防 署 
 電話 

 FAX 
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滋賀県防災行政無線（衛星局） 

 

設  置  場  所 
端 末 局 名 番 号 

交 換 装 置 電   話   機 

守 山 市 ２０７ 交 換 台 庁  内  各  課 

 

端末局名 草津市 栗東市 野洲市 
南部合同 
庁舎 

湖南消防 県庁統制局 

番 号 ２０６ ３２１ 
３４２ 
３４３ 

１１０ １５１ １００ 

 
＊ 県内発信情報 
１ 防災電話機から発信する場合 
   衛星局番号３桁 
   ただし、県庁、南部振興局へは衛星局電話番号３桁＋内線電話番号 
２ 庁内電話機から発信する場合 
   ６＋衛星電話番号３桁 
   ただし、県庁、南部振興局へは６＋衛星電話番号３桁＋内線電話番号 
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アマチュア無線連絡体制 
 

名 称 (社)日本アマチュア無線連盟 滋賀県支部 

代表者 南 出  勝 

住所 野洲市吉地 382-1 

電話  

無線局 ＪＬ３ＢＺＺ 
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非常通信経路 

区  間
経路の
級別

市町役場
(支所)からの
距離(km)

　　　　　　　　　　　通      信      経      路 
県庁への伝
達方法と距
離(km)

守山市 守山市(受付) 地星 県防災危機管理局

-大津市内 Ａ ―――――― 地震防災チーム
025-207 (県防災行政無線）025-100-820
守山市 衛星電話 県防災危機管理局

Ａ ――――――
090-1446-5940(ワイドスター)

使送 北消防署(移) 湖南広域消防局
Ａ 1.7 守山市石田町377-1 ―――――― 栗東市小柿3-1-1

署員 職員
大津市消防局 地星

―――――― 大津市御陵町3-1
通信指令課長又は勤務者

       （湖南広域消防局から大津市消防局まで直接伝達できない場合は、他の消防本部を中継する）
使送 守山警察署 県警察本部 専用線

Ａ 1.6 守山市金森町494 ―――――― 大津市打出浜1-10
警備課 警備第二課

使送 ＪＲ守山駅 ＪＲ大津駅 使送
Ｂ 0.9 守山市梅田町1-1 ～～～～～～ 大津市春日町1-3 0.5

駅長 駅長
国土交通省琵琶湖河川事務所
野洲川出張所

国土交通省琵琶湖河川事務所

使送 守山市吉身3-7-2 ―――――― 大津市黒津四丁目5番1号
Ｂ 0.1 事務係、夜間は不在 防災情報係又は宿直者

県防災危機管理局
―――――― 大津市京町4-1-1

(注)　「駅長」とは、駅長又はその職務を代行する助役等をいう。

※非常時衛星携帯電話設置時のみ受信可

職員

 

衛星電話
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野洲川増水時警戒連絡系統図（水産）

野洲川土地改良区

　℡0748-62-1154

彦根地方気象台
守山市危機管理課

℡0749-22-6141～2
大雨洪水警報発令 　℡582-1119（直）

　℡583-2525（代）
河川情報センター （夜間・休日） 守山市農政課

→課長 　℡582-1130（直） 守山漁業協同組合
（大阪センター） 　℡583-2525（代） 組合事務所
　℡06-6944-2711 （夜間・休日） 　℡585-1023

→課長 （夜間・休日）
琵琶湖河川事務所

守山市道路河川課
　℡546-0844 　℡582-1157（直) →係長

　℡583-2525（代）
南部土木事務所 （夜間・休日） 　　

→課長
　℡567-5441

　農 業 関 係 被 害 連 絡 網

守山市農政課

→副組合長

→組合長

   河川砂防課

農政課長

各関係農業組合

各関係水利組合

農政係
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１．気象予警報等

２．琵琶湖洪水予報

３．野洲川洪水予報

南部土木事務所

河川砂防課

567-5441

気象予警報、洪水予報、水防警報の伝達系統

守 山 市

道 路 河 川 課

危 機 管 理 課

583-2525

584-2119

消防局

消防局

湖南広域

北消防署

農業協同組合

582-3013

守山市消防団長

546-0844

県警本部 守山警察署
交番・駐在所

（警備第２課） 583-0110

琵琶湖河川事務所

野洲川出張所

琵琶湖

各自治会滋賀県防災危機管理局

0749-22-6141 528-3432

湖南広域

守山市有線放送

552-1234

協同

発表

滋賀県

流 域 政 策局

淀川ダム統合

管理事務所整備局

近畿地方

県警本部

（警備第２課）

582-3013

農業協同組合

守山市有線放送

528-4152 

流 域 政 策局

滋賀県 南部土木事務所

河川砂防課

567-5441

各自治会
582-1119

守山市危機管理課彦根地方気象台

0749-22-6141

滋賀県防災危機管理局

528-3432

湖南広域消防局

552-1234

湖南広域消防局

北消防署

584-2119

水 防 本 部

県警本部

（警備第２課）

大阪管区

守山警察署

583-0110
交番・駐在所

各自治会

気象台

彦根地方気象台

0749-22-6141

滋賀県防災危機管理局

528-3432

守 山 市

水 防

管 理 者

552-1234

湖南広域

消防局

北消防署

584-2119

湖南広域

消防局

守山警察署
交番・駐在所

583-0110

琵琶湖河川事務所

546-0844

（野洲川出張所）

582-3279 守山市消防団長

583-2525

大阪管区

気象台

彦根地方気象台

近畿地方

582-3279

河川事務所
整備局

528-4152 

協同

発表
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４．水防警報

各自治会

守山市有線放送

農業協同組合

守山市消防団長

守　山　市

道路河川課

危機管理課

湖南広域

消防局

北消防署

584-2119

582-3013

583-2525

県警本部 守山警察署
交番・駐在所

（警備第２課） 583-0110

湖南広域

消防局

552-1234

528-3432

南部土木事務所琵琶湖

河川事務所

546-0844

滋 賀 県

流 域 政 策局

528-4152

彦根地方気象台

0749-22-6141

淀川ダム統合

管理事務所

河川砂防課

567-5441

野洲川出張所

582-3279

滋賀県

防災危機管理局
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図 1-1 

  （現行）滋賀県防災行政無線回線系統図 
１）回線系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁統制局 

甲賀支部局

南部支部局

大津土木局
大 津 市 Ｂ Ｂ Ｃ

姉川ダム

湖西浄化

Ｎ Ｈ Ｋ 和邇支所

自衛隊大津日赤県支部 大津日赤 

大津消防

草 津 市 中主支所

湖南消防

栗 東 市 守 山 市
野 洲 市
琵琶湖大橋

近江大橋湖南中部浄 

石部支所 土山支所

甲南支所

甲 賀 市 湖 南 市
甲賀支所

青土ダム

甲賀消防信楽支所 

近江八幡市 蒲生支所

竜 王 町
安 土 町 東近江市

日 野 町 五個荘支所永源寺支所 
能登川支所 日野川ダム永源寺ダム 東近江消防

防災航空隊

長 浜 市 米 原 市
浅井支所

伊吹支所 山東支所

近江支所 湖 北 町虎 姫 町 
びわ支所 余 呉 町木之本町 高 月 町
西浅井町 湖北消防米原消防 余呉川管理

東浅井消防 伊香消防

東近江支部局

マキノ支所 安曇川支所

高島市 
朽木村支所 今津町支所

高島支所

石田川ダム

自衛隊今津高島消防 

湖東支部局

湖北支部局

高島支部局

木之本土木局

箱館山 
中継局 

岩根山 
中継局 

 :衛星地球局 

 :中継局 

 :通信所 

:衛星車載局 

:7.5GHz 帯 
PCM 多重回線 

:びわこ情報 
 ハイウェイ 

:構内線 

:専用線 

彦 根 市 秦荘支所

豊 郷 町
湖東支所 愛東支所

愛知川支所 多 賀 町甲 良 町 
愛知消防 彦根気象台宇曽川ダム 彦根消防

東北部浄化

高島浄化

長浜日赤

希望が丘

東近江保健

彦根保健

高島保健 
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