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資料５ 避難所施設一覧  

  ■ 市立小学校 

名     称 郵便番号 所  在  地 電 話 ＦＡＸ 

甲賀市立伴谷小学校 528-0064 甲賀市水口町伴中山 2252 62-0408     63-3065 

甲賀市立柏木小学校 528-0057 甲賀市水口町北脇1132 62-0041 63-3075 

甲賀市立水口小学校 528-0031 甲賀市水口町本町一丁目 2-1 62-0121 63-3080 

甲賀市立貴生川小学校 528-0046 甲賀市水口町三大寺 437 62-2024 63-3130 

甲賀市立綾野小学校 528-0033 甲賀市水口町綾野3-6 62-1507 63-3140 

甲賀市立伴谷東小学校 528-0067 甲賀市水口町山774 65-1060 62-9161 

甲賀市立大野小学校 528-0235 甲賀市土山町大野949 67-0403 67-0435 

甲賀市立土山小学校 528-0211 甲賀市土山町北土山 1462 66-0039 66-0071 

甲賀市立山内小学校 528-0208 甲賀市土山町黒川1536 68-0004 68-8000 

甲賀市立鮎河小学校 528-0202 甲賀市土山町鮎河1201 69-0004 69-0024 

甲賀市立大原小学校 520-3414 甲賀市甲賀町大久保 1000 88-2049 88-8030 

甲賀市立油日小学校 520-3421 甲賀市甲賀町上野1322 88-2079 88-8028 

甲賀市立佐山小学校 520-3402 甲賀市甲賀町小佐治 2922 88-4077 88-8029 

甲賀市立甲南第一小学校 520-3322 甲賀市甲南町深川1728-1 86-2074 86-5613 

甲賀市立甲南第二小学校 520-3314 甲賀市甲南町杉谷2046 86-2157 86-0179 

甲賀市立甲南第三小学校 520-3305 甲賀市甲南町野川840 86-2038 86-0538 

甲賀市立甲南中部小学校 520-3311 甲賀市甲南町竜法師 1137 86-2139 86-6010 

甲賀市立希望ヶ丘小学校 520-3333 甲賀市甲南町希望ヶ丘３丁目34 86-6747 86-7832 

甲賀市立雲井小学校 529-1803 甲賀市信楽町牧868 83-0404 83-0987 

甲賀市立小原小学校 529-1836 甲賀市信楽町柞原899 82-1077 82-2566 

甲賀市立朝宮小学校 529-1842 甲賀市信楽町下朝宮 268 84-0003 84-0535 

甲賀市立多羅尾小学校 529-1821 甲賀市信楽町多羅尾 2012 85-0004 85-0198 

甲賀市立信楽小学校 529-1811 甲賀市信楽町江田969 82-1006 82-3839 

※所属学区の小学校を避難所とする。 
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■ 中学校 

名     称 郵便番号 所  在  地 電 話 ＦＡＸ 

甲賀市立水口中学校 528-0005 甲賀市水口町水口5900 62-4127 62-2015 

甲賀市立城山中学校 528-0005 甲賀市水口町水口610-17 63-0210 63-0343 

甲賀市立土山中学校 528-0211 甲賀市土山町北土山 414 66-0031 66-1240 

甲賀市立甲賀中学校 520-3435 甲賀市甲賀町相模128 88-2134 88-2136 

甲賀市立甲南中学校 520-3301 甲賀市甲南町寺庄841 86-2154 86-7831 

甲賀市立信楽中学校 529-1811 甲賀市信楽町江田950 82-0133 82-0422 

※小学校で対応できない場合や遠距離の場合の中学校を避難所とする。 

 

 ■ 県立学校 

名     称 郵便番号 所  在  地 電 話 ＦＡＸ 

滋賀県立水口高等学校 528-0022 甲賀市水口町梅が丘 3-1 62-4104 62-6967 

滋賀県立水口東高等学

校・水口東中学校 
528-0073 甲賀市水口町古城が丘 7-1 62-6745 63-0823 

滋賀県立甲南高等学校 520-3301 甲賀市甲南町寺庄427 86-4145 86-4983 

滋賀県立信楽高等学校 529-1851 甲賀市信楽町長野317-1 82-0167 82-2124 
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資料６ 集客等施設一覧  

■ 市内文化ホール 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

あいこうか市民ホール 甲賀市水口町水口5633 62-2626  

碧水ホール 甲賀市水口町水口5671 63-2006  

あいの土山文化ホール 甲賀市土山町北土山 2222 66-1602  

森林文化ホール 甲賀市土山町北土山 2342-2 66-1602  

甲賀農村環境改善センター 甲賀市甲賀町相模846 88-3144  

甲南情報交流センター 甲賀市甲南町竜法師 600 86-1046  

信楽産業展示館信楽ホール 甲賀市信楽町勅旨2188-7 83-0909 陶芸の森 

 

■ 市内図書館 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

水口図書館 甲賀市水口町水口5638 63-7400  

土山図書館 甲賀市土山町北土山 2230 66-1056  

甲賀図書情報館 甲賀市甲賀町大原中 889 88-7246  

甲南図書交流館 甲賀市甲南町深川1865 86-1504  

信楽図書館 甲賀市信楽町長野1312-2 82—0320  

■ 運動公園・グラウンド 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

伴谷総合運動公園 甲賀市水口町伴中山 1026 62-4982  

岩上総合運動公園 甲賀市水口町嶬峨2992 62-7052  

ひのきが丘公園 甲賀市水口町ひのきが丘 13-2 62-7529 
水口スポーツの

森 

柏木公園 甲賀市水口町北脇184 62-9589  

古城が丘公園 甲賀市水口町水口610-1 62-7529 
水口スポーツの

森 

水口公園 甲賀市水口町宮の前 3-8 62-7529 
水口スポーツの

森 

杣川運動公園 甲賀市水口町貴生川 570 62-2027  

野洲川運動公園 甲賀市水口町水口6378 62-7529 
水口スポーツの

森 

柏木ふれあい運動公園 甲賀市水口町宇田131 62-0404  
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名     称 所  在  地 電 話 備  考 

みなくち子どもの森自然館 甲賀市水口町北内貴 10 63-6712  

水口スポーツの森 甲賀市水口町北内貴 230 62-7529  

甲賀市民スタジアム 甲賀市水口町北内貴 230 62-7529 
水口スポーツの

森 

土山グラウンド 甲賀市土山町北土山 414-2 66-0091  

甲賀中央運動公園 甲賀市甲賀町相模124-7 88-2190  

甲賀グラウンド 甲賀市甲賀町相模151-1 88-2190  

甲賀健康の森 甲賀市甲賀町鳥居野 1037-4 88-2190  

鹿深夢の森 甲賀市甲賀町大久保 507-2 88-2190  

甲南中央運動公園 甲賀市甲南町葛木30-11 86-6971  

甲南グラウンド 甲賀市甲南町葛木977 86-6971  

信楽運動公園 甲賀市信楽町西233 82-8075  

 

■ 体育館等 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

水口体育館 甲賀市水口町本丸1-20 62-9589  

岩上体育館 甲賀市水口町新城653 63-7040  

土山体育館 甲賀市土山町北土山 414-2 66-0091  

やまびこドーム 甲賀市土山町猪鼻316 70-2013  

甲賀中央公園体育館 甲賀市甲賀町相模124-7 88-2190  

甲賀Ｂ&Ｇ海洋センター 甲賀市甲賀町鳥居野 1037-1 88-5887  

甲賀グリーンドーム 甲賀市甲賀町大原中 360 70-3137  

上野ドーム 甲賀市甲賀町上野1000 70-2286  

甲南体育館 甲賀市甲南町葛木977 86-6971  

甲南Ｂ&Ｇ海洋センター 甲賀市甲南町葛木30-11 86-6971  

信楽体育館 甲賀市信楽町長野1310 82-0934  
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■ 宿泊施設等 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

グリーンヒルサントピア 甲賀市水口町北内貴 1-1 63-2950  

水口スポーツの森ロッジ 甲賀市水口町北内貴 230 63-7529  

水口センチュリーホテル 甲賀市水口町名坂170-1 63-2811  

大河原温泉かもしか荘 甲賀市土山町大河原 1104 69-0344  

ダイヤモンド滋賀 甲賀市土山町黒川1711 68-0211  

信楽高原ホテル 甲賀市信楽町田代767-1 82-3061  

ホテルレイクヴィラ 甲賀市信楽町多羅尾 1 85-0250  

 

■ 社会福祉施設等 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

碧水荘 甲賀市水口町北内貴 307 62-6080  

甲賀市デイサービスセンター 甲賀市水口町宇川25 63-6080  

甲賀市碧水荘デイサービスセンター 甲賀市水口町北内貴 307 62-6841  

スキナヴィラ水口 甲賀市水口町本町２丁目 2-43 62-1281  

兆生園 甲賀市水口町今郷1032-25 63-1784  

さわらび作業所 甲賀市水口町水口6743-1 62-4696  

甲賀市社会福祉協議会 甲賀市水口町水口5609 65-6370  

サニーサイド 甲賀市水口町宇川2033 63-0328  

甲賀市こじか教室 甲賀市水口町宇川209-1 63-5591  

樹の郷 甲賀市水口町山3309 63-2900  

フィランソ土山 甲賀市土山町北土山 2058 66-2001  

エーデル土山 甲賀市土山町北土山 2062 66-1911  

るりこう園 甲賀市土山町野上野 497 66-1345  

淡海学園 甲賀市土山町大野283-20 67-0149  

老人福祉センター佐山荘 甲賀市甲賀町神保2102 88-2589  

甲賀荘 甲賀市甲賀町大原中 904 88-5723  
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名     称 所  在  地 電 話 備  考 

甲賀市デイサービスセンターすこや

か荘 
甲賀市甲賀町大原中 355 88-5245  

鹿深の家 甲賀市甲賀町小佐治 3571 88-2015  

かふかの里 甲賀市甲賀町大原中 1161 88-8177  

甲南会せせらぎ苑 甲賀市甲南町葛木855 86-1020  

やまなみ工房 甲賀市甲南町葛木872 86-0334  

ゆとりあ 甲賀市甲南町葛木877 86-6906  

信楽荘 甲賀市信楽町牧1159 83-1313  

信楽青年寮 甲賀市信楽町神山534-8 82-0588  

ワークセンター紫香楽 甲賀市信楽町神山494-1 82-2198  

信楽学園 甲賀市信楽町神山470 82-0051  

しがらき地域生活支援センター 甲賀市信楽町長野1245 82-8210  

信楽くるみ作業所 甲賀市信楽町長野92 82-2296  

 

 

■ 民営保育所幼稚園 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

柏木保育園 甲賀市水口町植440 62-2770  

水口北保育園 甲賀市水口町松尾1202-2 62-1085  

水口幼稚園 甲賀市水口町城東3-21 62-0329  

貴生川認定こども園 甲賀市水口町三大寺 2100 62-8188  

甲南のぞみ保育園 甲賀市甲南町稗谷2838 86-0878  

甲南幼稚園 甲賀市甲南町野田604 86-8088  

こうなん保育園 甲賀市甲南町野田555 86-0050  

明照保育園 甲賀市信楽町長野998 82-1053  

 



  16 

■ 病院 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

みなくち診療所 甲賀市水口町貴生川 293-1 62-3346  

公立甲賀病院 甲賀市水口町松尾1256 62-0234  

一般社団法人 水口病院 甲賀市水口町本町2-2-43 62-1212  

医療法人財団仁生会甲南病院 甲賀市甲南町葛木958 86-3131  

甲賀市信楽中央病院 甲賀市信楽町長野473 82-0249  

独立行政法人国立病院機構紫香楽病

院 
甲賀市信楽町牧997 83-0101  

 

 

■ 鉄道関係 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

ＪＲ貴生川駅 甲賀市水口町虫生野 875 62-2029  

近江鉄道貴生川駅 甲賀市水口町虫生野 875 62-2160  

近江鉄道水口城南駅 甲賀市水口町水口5668-2 62-5200  

近江鉄道水口駅 甲賀市水口町新町１丁目 5-35 62-0139  

ＪＲ甲南駅 甲賀市甲南町深川1615 86-2049  

ＪＲ寺庄駅 甲賀市甲南町寺庄484-1   

ＪＲ甲賀駅 甲賀市甲賀町大原市場 16 88-2070  

ＪＲ油日駅 甲賀市甲賀町上野1453 88-5879  

信楽高原鐵道信楽駅 甲賀市信楽町長野192 82-0129  
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■ 大規模小売店（売り場面積１，０００㎡以上） 

名     称 所  在  地 電 話 備  考 

ジョーシン水口店 甲賀市水口町北泉1丁目131 63-8061  

アヤハプラザ水口（アヤハディオ） 甲賀市水口町水口5555 62-7771  

アヤハプラザ水口（エディオン水口

店） 
甲賀市水口町水口5555 65-6060  

アル・プラザ水口１（平和堂水口

店） 
甲賀市水口町本綾野 566-1 62-7101  

アル・プラザ水口２（アレックスシ

ネマ水口） 
甲賀市水口町本綾野 503-13 63-8801  

コメリパワー水口店 甲賀市水口町水口5914 65-4975  

ピアゴ水口店 甲賀市水口町北泉1丁目30 65-3511  

西友水口店 甲賀市水口町水口6084-1 63-8111  

近新家具水口店 甲賀市水口町本綾野 651-6 62-3331  

カインズモール甲賀店 甲賀市水口町泉1405 63-8000  

ケーズデンキ水口店 甲賀市水口町北脇427-2 65-6011  

ヤマダ電機テックランド水口店 甲賀市水口町北脇1729-1 76-4100  

ハイパーブックス水口 甲賀市水口町名坂838 65-1220  

バロー水口店 甲賀市水口町水口5975-1 65-1800  

ホームプラザナフコ土山店 甲賀市土山町頓宮181-1 67-8131  

フレンドマート土山店 甲賀市土山町頓宮175 67-8071  

ジョイショッピングセンター 甲賀市甲賀町大原市場 9-1 88-2234  

マックスバリュ甲南店 甲賀市甲南町野尻558 86-7311  

フレンドマート甲南店 甲賀市甲南町竜法師 338-3 86-8488  

ケーヨーデイツー甲賀店 甲賀市甲南町竜法師 338-3 86-1700  

平和堂信楽店 甲賀市信楽町長野623-3 82-4050  

 


