
【様式２】≪関係機関連絡先リスト≫ 

協定都市 連絡先（ＮＴＴ電話） 所属 備考 

大分県別府市 0977-21-2255 防災危機管理課  

大阪府摂津市 06-6383-1325 防災管財課  

岡山県津山市 0868-32-2042 危機管理室  

千葉県君津市 0439-56-1290 危機管理課  

静岡県焼津市 054-623-2554 地域防災課  

東京都品川区 03-5742-6941 防災課 

東海道五十三次 

 

※幹事市に要請 

（幹事市が被災してい

る場合は副幹事市へ） 

 

東京都大田区 03-5744-1236 防災危機管理課 

神奈川県横浜市 045-671-2064 緊急対策課 

神奈川県大磯町 0463-61-4100 危機管理課 

神奈川県小田原市 0465-33-1855 防災対策課 

神奈川県箱根町 0460-85-9561 防災対策室 

静岡県函南町 055-979-8102 総務課 

静岡県三島市 055-983-2650 危機管理課 

静岡県清水町 055-981-8205 くらし安全課 

静岡県長泉町 055-989-5505 地域防災課 

静岡県藤枝市 054-643-3119 大規模災害対策課 

静岡県掛川市 0537-21-1131 危機管理課 

静岡県袋井市 0538-44-3360 危機管理課 

愛知県豊明市 0562-92-8305 防災防犯対策室 

三重県桑名市 0594-24-1185 防災・危機管理課 

三重県鈴鹿市 059-382-9968 防災危機管理課 

三重県亀山市 0595-84-5035 防災安全課 

滋賀県甲賀市 0748-69-2103 危機管理課 

滋賀県湖南市 0748-71-2311 危機管理・防災課 

滋賀県大津市 077-528-2616 危機・防災対策課 

滋賀県守山市 077－582－0539 職員課  

滋賀県栗東市 077－551－0103 総務課  

滋賀県野洲市 077－587－6088 人事課  

三重県津市 059-229-3104 危機管理課  

岐阜県多治見市 0572-22-1378 企画管理課  

香川県観音寺市 0875-23-3940 危機管理課  

福島県伊達市 024-575-1197 消防防災課  

神奈川県伊勢原市 0463-94-4711 代表 危機管理課（内線 2611） 

滋賀県守山市 077-582-0639 職員課  

【報２－４】 



滋賀県栗東市 077-551-0103 総務課  

滋賀県野洲市 077-587-6088 人事課  

草津警察署 077-563-0110 代表  

 

民間協定先 連絡先（ＮＴＴ電話） 所属 備考 

＜情報通信＞ 

草津郵便局 077-562-0800 代表  

生活協同組合コープしが 077-568-1671 草津センター長  

朝日新聞サービスアンカー

ＡＳＡ草津 
077-562-0034 代表  

朝日新聞サービスアンカー

ＡＳＡ草津西 
077-562-0534 代表  

京都新聞 草津販売所 077-562-4221 所長  

聖教新聞 草津販売店 077-569-5381 店長  

中日新聞草津専売店きのせ

新聞舗 
077-569-5537 代表  

有限会社ニューズ読売ＹＣ

草津中央・草津大路 
077-563-8865 代表  

株式会社ＹＫＳ 077-563-2986 店長  

佐川急便株式会社西日本支

社 
077-583-8518 守山営業所 所長  

有限会社あすか運送 077-568-3392 代表  

株式会社小寺運輸 077-565-3524 代表  

西村運輸倉庫株式会社 

片岡営業所 
077-554-8882 栗東配送センター 代表  

有限会社ヤマモト運送 077-568-8250 代表  

京都新聞草津本陣販売所 077－567－6511 所長  

読売センター東草津 077-564-7701 代表  

読売センター草津西・草津上

笠 
077－568－1165 代表  

布亀株式会社 077-566-1255 草津営業所リーダー  

ワタミフードシステムズ株

式会社 
080-3987-2440 滋賀草津営業所所長  

株式会社セブンイレブン・ジ

ャパン 
075-231-7715 京都地区事務所総務担当  

あいおいニッセイ同和損害

保険株式会社 
077-524-9820 滋賀支店 次長  



ヤマト運輸株式会社滋賀主

管支店 
077-553-3042 

滋賀主管支店 

営業企画課長 
 

宅配クック１２３草津守山

店 
077-564-6788 草津守山店店長  

大塚製薬株式会社 06－6441－6532 大阪支店  

株式会社えふえむ草津 077-566-5353 代表  

ヤフー株式会社 
03-6898-6763 

03-6898-5312 
災害協定担当  

おうみクラウド協議会 077-561-2499 直通  

トーテックアメニティ株式

会社 
052-533-6912   

キステム株式会社 
077-523-0200 

080-8306-2108 
代表  

アガタ電子株式会社 077-567-1000 代表  

＜避難施設＞ 

帝産湖南交通株式会社 077-562-3020 路線バス事業部  

草津都市開発株式会社エル

ティ９３２ 
077-565-0932 管理事務所  

南興業株式会社ホテルボス

トンプラザ草津 
077-561-3311 代表  

株式会社クサツエストピア

ホテル クサツエストピア

ホテル 

077-566-3336 宴会・会議担当  

アーバンホテルシステム株

式会社アーバンホテル草津 
077-567-0606 代表  

アーバンホテルシステム株

式会社アーバンホテル南草

津 

077-561-0606 代表  

株式会社近鉄百貨店草津店 077－561－3684 代表  

有限会社伊藤正商事ビジネ

スホテルHIBARI 
077-562-0618 代表  

株式会社平和堂アル・プラザ

草津店 アル・プラザ草津 

①0749-26-9610 

②077-561-6200 

①本部総務課 

②アルプラザ草津総務課 

①（総務課長携

帯 ） 090-

5642-0944 

綾羽株式会社 A・SQUARE 077-561-6565 管理事務所  

株式会社アヤハディオ草津

店 ディオワールド草津店 
077-561-6560 草津店  



株式会社モリノビル 

ホテル 21 
077-564-2121 代表  

株式会社草津第一ホテル 

草津第一ホテル 
077-562-2411 代表  

株式会社びわこ乃千松 び

わこの千松 
077-565-8800 代表  

富士通ネットワークソリュ

ーションズ株式会社 南草

津駅前自転車、自動車駐車場 

06-4300-5764 代表  

株式会社平和堂フレンドマ

ート志津東草津店 
077-561-1720 代表  

宗教法人無量壽寺 077-562-1834 代表  

宗教法人西方寺 077-564-2277 代表  

滋賀県立草津養護学校 077-566-0012 代表  

滋賀県立障害者福祉センタ

ー 
077-564-7327 代表  

社会福祉法人滋賀県聴覚障

害者福祉協会 
077-５61-6111 代表  

滋賀県立聴覚障害者センタ

ー 
077-561-6111 代表  

社会福祉法人びわこ学園 

びわこ学園医療福祉センタ

ー草津 

077-566-0701 代表  

滋賀県立むれやま荘 077-565-0294 代表  

社会福祉法人よつば会障害

福祉サービス事業所第二む

つみ園 

077-565-1456 代表  

社会福祉法人若竹会ワーク

ステーションわかたけ 
077-569-5697 代表  

社会福祉法人あすこみっと

滋賀県障害者雇用支援セン

ター 

077-563-4005 代表  

特定非営利活動法人アイ・コ

ラボレーション 
077-569-4777 代表  

社会福祉法人こなんＳＳＮ 

こなんＳＳＮ 
077-568-2411 代表  

社会福祉法人こなんＳＳＮ 

シエスタ 
077-561-8856 代表  



特定非営利活動法人滋賀県

社会就労事業振興センター 

ＪＡLＡＮ 

077－569－5125 代表  

社会福祉法人にぎやか会 

にぎやか工房 
077-565-2500 代表  

社会福祉法人メイプル メ

イプル滋賀工場 
077-561-6910 代表  

社会福祉法人にぎやか会に

ぎやか塾 
077-567-2920 代表  

特定非営利活動法人きらら 

ワークパートナーきらら穴

村 

077-568-2807 代表  

特定非営利活動法人きらら 

ワークパートナーきらら北

山田 

077-565-8480 代表  

社会福祉法人若竹会 若竹

作業所 
077-565-0178 代表  

社会福祉法人よつば会障害

福祉サービス事業所むつみ

園 

077-565-1456 代表  

特定非営利活動法人すまい

る スマイルくさつ 
077-563-2363 代表  

社会福祉法人若竹会 山寺

作業所 
077-565-0178 代表  

株 式 会 社 Ａ Ｉ Ｓ Ｃ 

Workshop tetote 
077-532-1103 代表  

社会医療法人誠光会“介護老

人保健施設草津ケアセンタ

ー“ 

077-567-1122 代表 
 

 

医療法人社団よつば会“介護

老人保健施設ケアタウン南

草津“ 

077-562-1001 代表  

社会福祉法人よつば会 特

別養護老人ホーム風和里 
077-561-7500 代表  

社会福祉法人よつば会 特

別養護老人ホーム帆の里 
077-566-8620 代表  



社会福祉法人よつば会 特

別養護老人ホームやわらぎ

苑 

077-564-6500 代表  

社会福祉法人よつば会  

特別養護老人ホームやまで

ら 

077-564-8216 代表  

社会福祉法人よつば会 特

別養護老人ホームゆうすい

のさと 

077-568-3600 代表  

社会福祉法人聖優会 特別

養護老人ホーム 菖蒲の郷 
077-566-3888 代表  

社会福祉法人聖優会 特別

養護老人ホーム 第二菖蒲

の郷 

077-566-5366 代表  

社会福祉法人みのり 特別

養護老人ホームぽぷら 
077-563-0030 代表  

社会福祉法人みのり 介護

老人福祉施設なみき 
077-563-6600 代表  

医療法人社団よつば会ケア

タウン南草津グループホー

ム 

077-562-1124 代表  

医療法人社団よつば会グル

ープホームクローバー 
077-562-1254 代表  

社会福祉法人誠光福祉会グ

ループホームなぎさ 
077-568-5100 代表  

社会福祉法人華頂会グルー

プホームはるか 
077-567-0073 代表  

社会福祉法人寿会グループ

ホーム常輝の里 
077-568-2406 代表  

有限会社オアフ グループ

ホームオアフ 
077-516-0678 代表  

有限会社オアフ グループ

ホームマハナ 
077-569-5103 代表  

社会福祉法人よつば会 特

別養護老人ホーム萩の里 
077-567-8560 代表  

社会福祉法人誠光福祉会 

特別養護老人ホームえんゆ

うの郷 

077-598-1866 代表  



社会福祉法人聖優会 

特別養護老人ホーム茜の郷 
077－599－1977 代表  

＜帰宅困難＞ 

㈱UACJ 製箔滋賀製造所 077-564-3331 代表  

北中西・栄町地区市街地再開

発組合  
－ － － 

＜土木・建築・設備＞ 

草津市管工事協同組合 077-562-1696 代表  

滋賀県電気工事工業組合 077-562-2069 代表  

特定非営利活動法人 草津

の未来を建設する市内業者

会 

077-565-0710 代表  

日東電工株式会社滋賀営業

所 
077-562-7711 代表  

パナソニック株式会社アプ

ライアンス 
077-563-5211 代表  

学校法人 立命館 077-561-5918 BKC地域連携課  

株式会社メタルアート 077－563－2111 管理統括室  

＜医療・救護・救助＞ 

山田漁業協同組合 077-562-0509 代表  

志那漁業協同組合 077-568-0011 代表  

綾羽株式会社 077-525-2222 代表  

イオンモール株式会社 06-6457-6111 
近畿カンパニー人事総務

部 
 

一般社団法人草津栗東医師

会 
077-563-3380 代表  

一般社団法人草津栗東守山

野洲歯科医師会 
077-581-3355 代表 

（災害担当携

帯 ） 090-

8445-3459 

一般社団法人びわこ薬剤師

会 
077-599-3525 代表  

株式会社ケンコー 075-352-4545 代表  

株式会社増田歯科器械 077-554-6000 滋賀支店  

株式会社三笑堂 077-553-6888 滋賀支店  

株式会社エコシティサービ

ス 
0749-27-2802 関西支店  

滋賀県葬祭事業協同組合 0749-22-5000 代表  

＜エネルギー＞ 



社団法人滋賀県エルピーガ

ス協会草津支部 
077-562-1234 代表  

＜物資供給＞ 

株式会社赤ちゃん本舗 077-561-8414 草津店  

株式会社アヤハディオ 077-561-6560 草津店  

株式会社近鉄百貨店草津店 077-561-7111 草津店  

株式会社ファミリーマート 03-6436-7658 代表  

株式会社平和堂 
①0749-26-9610 

②077-561-6200 

①本部総務課 

②アルプラザ草津総務課 

①（総務課長携

帯 ） 090-

5642-0944 

コカ・コーラボトラーズジャ

パン株式会社 
0120-866-509 代表  

富士産業株式会社 03-5400-6115 代表  

キンキダンボール株式会社 077-563-0123 代表  

レンゴー株式会社 077-552-6501 総務課  

ＮＰＯ法人コメリ災害対策

センター 
025-371-4185 事務局  

「５日で５０００枚の約

束。」プロジェクト実行委員

会 

077-562-0871 卯田畳店（草津市担当）  

株式会社カインズ 0495-88-7100 総務部MGR 藍原崇典 R1.11.8報告 

草津ライオンズクラブ 
077-567-6111 

080-1440-8008 
幹事 山本幹也 Ｒ3.4.1 

ＪＡ草津 077-525-2391 代表  

＜衛生＞ 

大五産業株式会社 077-564-2274 代表  

草津環境管理サービス企業

組合 
077-525-9355 代表  

有限会社滋賀環境センター 077-565-1828 代表  



滋賀県斎場施設連絡協議会

構成火葬場 

①0749-48-1318 

②0748-23-4922 

③0749-78-2203 

④077-518-1755 

⑤0748-33-3825 

⑥0748-86-8448 

⑦0748-75-0419 

⑧077-534-4400 

⑨077-592-2000 

⑩0740-22-4740 

①紫雲苑 

②布引斎苑 

③こもれび苑 

④野洲川斎苑 

⑤さざなみ浄苑 

⑥甲賀斎苑 

⑦湖南市浄苑 

⑧大津聖苑 

⑨志賀聖苑 

⑩高島市斎場 

 

＜ボランティア＞ 

社会福祉法人草津市社会福

祉協議会 
077-562-0084 代表  

＜地図＞ 

株式会社ゼンリン 077-564-8380 滋賀営業所  

 


