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施設名称 住 所 電話番号

草津市役所 〒525-8588
草津三丁目13番30号

563-1234
(代表)

志津まちづくりセンター 〒525-0041
青地町561番地 562-0047

志津南まちづくりセンター 〒525-0045
若草五丁目10番地 563-6206

草津まちづくりセンター 〒525-0034
草津一丁目4番33号 564-4999

大路まちづくりセンター 〒525-0032
大路二丁目9番11号 563-5673

渋川まちづくりセンター
〒525-0025
西渋川二丁目9番38号
渋川福複センター1階

569-0350

矢倉まちづくりセンター 〒525-0054
東矢倉二丁目13番6号 565-1560

老上まちづくりセンター 〒525-0055
野路町520番地 564-1430

老上西まちづくりセンター 〒525-0066
矢橋町526番地1 565-1995

玉川まちづくりセンター 〒525-0059
野路九丁目7番42号 564-0189

南笠東まちづくりセンター 〒525-0072
笠山一丁目1番47号 561-8469

山田まちづくりセンター 〒525-0063
南山田町678番地 562-0044

笠縫まちづくりセンター 〒525-0028
上笠一丁目6番3号 562-0071

笠縫東まちづくりセンター 〒525-0015
集町58番地8 568-3164

常盤まちづくりセンター 〒525-0006
志那中町111番地1 568-1970

人権センター
〒525-0032
大路二丁目11番51号
草津合同ビル内

563-1177 

市民交流プラザ
〒525-0059
野路一丁目15番5号
フェリエ南草津5階

567-2355 

市立まちづくりセンター 〒525-0037
西大路町9番6号 562-9240

コミュニティ支援センター 〒525-0037
西大路町10番12号 563-0932

サンサンホール 〒525-0032
大路二丁目11番51号 564-5294

施設名称 住 所 電話番号

草津アミカホール 〒525-8588
草津三丁目13番30号 561-2345 

草津クレアホール 〒525-0059
野路六丁目15番11号 564-5815 

図書館 〒525-0036
草津町1547番地 565-1818

南草津図書館
〒525-0059
野路一丁目15番5号
フェリエ南草津5階

567-0373

史跡草津宿本陣 〒525-0034
草津一丁目2番8号 561-6636

草津宿街道交流館 〒525-0034
草津三丁目10番4号 567-0030

草津市観光案内所
〒525-0026
渋川一丁目1番16号

（JR草津駅構内）
563-6303

くさつ夢本陣 〒525-0034
草津二丁目10番21号 563-3700

さわやか保健センター 〒525-8588
草津三丁目13番30号

563-1234
(代表)

発達支援センター
〒525-0025
西渋川二丁目9番38号
渋川福複センター3階

569-0353

障害者福祉センター
〒525-0025
西渋川二丁目9番38号
渋川福複センター2階

569-0351

草津市社会福祉協議会 〒525-0041
青地町1086番地 562-0084

長寿の郷 ロクハ荘 〒525-0047
追分七丁目11番1号 563-5021

なごみの郷 〒525-0005
志那町2552番地 568-4753

草津駅西口
自転車駐車場

〒525-0025
西渋川一丁目1番5号 563-4899

草津駅西口
第2自転車駐車場　

〒525-0025
西渋川一丁目1番33号 564-1970

草津駅東自転車駐車場 〒525-0032
大路一丁目707番 565-3999

南草津駅
自転車自動車駐車場

〒525-0059
野路一丁目15番19号 561-1144

草津駅前地下駐車場 〒525-0026
渋川一丁目１番20号 567-5235

施設名称 住 所 電話番号

総合体育館・弾正公園 〒525-0029
下笠町161番地 568-3150

野村運動公園・
くさつシティアリーナ

（2019年6月下旬オープン）

〒525-0027
野村三丁目2番5号 563-1265

ふれあい体育館・
運動場

〒525-0036
草津町1486番地1 564-0271

武道館 〒525-0063
南山田町683番地 565-7997

ロクハ公園 〒525-0047
追分七丁目11番2号 564-3838

矢橋帰帆島公園 〒525-0066
矢橋町2108番地 567-1969

野村健康広場 〒525-0027
野村三丁目58番2号 561-2432

常盤東健康広場 〒525-0002
芦浦町324番地3 561-2432

山寺健康広場 〒525-0042
山寺町61番地10 561-2432

草津グリーンスタジアム 〒525-0029
下笠町289番地13 568-8655

三ツ池運動公園 〒525-0052
西矢倉一丁目3番1号 561-8555

草津川跡地公園（区間２）
（ａｉ彩ひろば）

〒525-0061
北山田町3268番地1 568-2941

草津川跡地公園（区間5）
（ｄｅ愛ひろば）

〒525-0032
大路二丁目4番11号 562-5010

水生植物公園みずの森 〒525-0001
下物町1091番地 568-2332　

少年センター あすくる 〒525-0032
大路二丁目11番51号 562-6561

教育研究所 〒525-0041
青地町1086番地 563-0334

志津小学校 〒525-0041
青地町827番地 562-0341

志津南小学校 〒525-0045
若草二丁目16番地2 564-3666

草津小学校 〒525-0034
草津三丁目14番5号 562-0124

草津第二小学校 〒525-0032
大路二丁目7番62号 563-3800

渋川小学校 〒525-0025
西渋川二丁目8番55号 566-6116

矢倉小学校 〒525-0053
矢倉二丁目5番50号 564-4388

老上小学校 〒525-0055
野路町517番地 562-0440

施設名称 住 所 電話番号

老上西小学校 〒525-0066
矢橋町508番地1 566-2401

玉川小学校 〒525-0059
野路九丁目6番12号 563-1271

南笠東小学校 〒525-0071
南笠東四丁目4番1号 562-9540

山田小学校 〒525-0061
北山田町350番地 563-3744

笠縫小学校 〒525-0028
上笠一丁目6番2号 562-0352

笠縫東小学校 〒525-0023
平井三丁目8番1号 564-4391

常盤小学校 〒525-0006
志那中町119番地 568-0002

学校給食センター 〒525-0061
北山田町350番地 563-4380

高穂中学校 〒525-0047
追分七丁目6番1号 565-3611

草津中学校 〒525-0034
草津二丁目16番8号 562-2125

老上中学校 〒525-0066
矢橋町7番地1 564-4394

玉川中学校 〒525-0058
野路東三丁目3番18号 566-3631

松原中学校 〒525-0029
下笠町110番地 568-0246

新堂中学校 〒525-0013
新堂町111番地 568-2990

アーバンデザイン
センター びわこ・くさつ

（UDCBK）

〒525-0059
野路一丁目13番36号
西友南草津店1階

562-3932

北山田浄水場 〒525-0061
北山田町1321番地１ 562-1050

ロクハ浄水場 〒525-0048
追分南四丁目8番7号 563-3741

道の駅 草津 〒525-0001
下物町1436番地 568-1208

草津市
水道お客様センター

〒525-8588
草津三丁目13番30号 561-2441

クリーンセンター 〒525-0043
馬場町1200番地25 562-6361

市営火葬場 〒525-0033
東草津四丁目3番27号 562-2751

市営墓地

〒525-0033
東草津四丁目690番1

561-2340
〒525-0047
追分三丁目112番5


