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第１１２投票区 小谷草の根会館 41 38 79

第１１３投票区 柳ヶ瀬公会堂 25 23 48

第１１４投票区 椿坂草の根会館 15 24 39

第１１５投票区 中河内集会所 14 19 33

第１１６投票区 塩津浜地区公民館 182 192 374

第１１７投票区 祝山会館 50 46 96

第１１８投票区 野坂会館 40 44 84

第１１９投票区 塩津中生活改善センター 61 72 133

第１２０投票区 余会館 129 152 281

第１２１投票区 集福寺会館 70 68 138

第１２２投票区 沓掛会館 52 56 108

第１２３投票区 横波公民館 40 44 84

第１２４投票区 岩熊生活改善センター 130 132 262

第１２５投票区 大浦地区公民館 327 360 687

第１２６投票区 菅浦地区公民館 53 72 125

第１２８投票区 八田部公会堂 109 120 229

第１２９投票区 山田公民館 37 47 84

第１３０投票区 小山会館 38 37 75

第１３１投票区 山門地区公民館 82 92 174

第１３２投票区 中生活改善センター 37 55 92

第１３３投票区 農業者トレーニングセンター 150 150 300

第１３４投票区 黒山会館 41 41 82

合　　計 46,663 49,537 96,200

○災害時相互応援協定等

協定名 協定相手先名 協定締結日 応援内容

災害時における相互応援
協定

福井県鯖江市 平成7年9月1日

災害時における相互応援
協定

岐阜県大垣市
滋賀県彦根市

平成8年2月6日

大規模災害時における相
互応援協定

愛知県大府市 平成18年8月26日

災害時における相互応援
協定

静岡県沼津市 平成24年1月17日

友好都市大規模災害時に
おける相互応援に関する
協定

鹿児島県西之表市 平成26年6月6日

大規模災害時における相
互応援に関する協定

大阪府大東市 平成27年3月2日

大規模災害時における相
互応援に関する協定

大阪府泉南市 平成28年11月20日

姉妹都市災害相互応援協
定

兵庫県たつの市 平成13年9月29日

災害応援に関する協定 岐阜県揖斐川町（旧坂内村） 平成13年6月13日

災害時等の応援に関する
申し合わせ

近畿地方整備局 平成24年4月23日

・職員の派遣
・車両等の貸付
・情報の収集、提供

滋賀県湖北ブロック消防
相互協定

彦根市、米原市 昭和42年11月24日

長浜市・長浜市消防団・
揖斐川町・揖斐川町消防
団相互応援協定

岐阜県揖斐川町（旧坂内
村）、揖斐川町消防団（旧坂
内村消防団）

平成17年1月17日

災害時応援に関する協定 長浜地方卸売市場 平成12年9月7日
・被災地域の市民に供給す
　る生鮮食糧品の提供及び
　搬送

災害時における生活物資
供給等の協力に関する協
定

㈱平和堂 平成31年2月1日

・生活物資などの供給及び
　搬送
・一時避難場所としての
　駐車場の提供

イオン㈱西日本カンパニー 平成16年2月23日

長浜商店街連盟 平成18年1月18日

㈱ユタカファーマシー 平成20年1月17日

災害時における生活物資
供給等の協力に関する協
定

イオンビッグ㈱ 平成28年5月27日

・被災地域の市民に供給す
　る生活物資などの供給
・一時避難場所としての駐
　車場の提供

災害時における生活物資
供給等の協力に関する協
定

えきまち長浜㈱ 平成31年2月1日
・被災地域の市民に供給す
　る生活物資などの供給

災害時における応急生活
物資の供給に関する協定

㈱スギ薬局 平成20年4月20日
・飲み薬、外用薬、医療用
　具等の応急生活物資の提
　供

６．防災

平成31年4月1日現在

災害時における生活物資
の確保及び調達に関する
協定

・被災地域の市民に供給す
　る生活物資などの供給及
　び搬送

・食糧、飲料水、生活必需
  品、車両、関連資機材な
　どの提供
・被災者の救出、医療、施
　設など応急復旧等に必要
　な資機材ならびに物資の
　提供
・職員の派遣
・児童生徒の受け入れ
・ボランティア、住宅の斡
　旋など

・消防相互応援



92

協定名 協定相手先名 協定締結日 応援内容

(一社)滋賀県建設業協会長浜
支部

平成17年5月16日

長浜建設業組合 平成22年4月26日

長浜総合建設組合 平成22年9月28日

長浜木材工業協同組合 平成21年3月16日

災害時における応急救援
活動への応援に関する協
定

(一社)滋賀県建設業協会伊香
支部

平成21年6月15日
・災害時における応援救護
　活動への応援

災害時における応急救援
活動への応援に関する協
定

長浜キヤノン㈱ 平成25年7月4日
・災害時における応援救護
　活動への応援

災害時における応急対策
に関する協定

三和シヤッター工業㈱ 平成27年3月24日

・災害時における公共建築
　物等のシャッター、ドア
　等の緊急点検及び緊急修
　理

災害に係る情報発信等に
関する協定

ヤフー㈱ 平成27年5月25日

・ホームページキャッシュ
　サイトの掲載
・災害発生時の緊急情報を
　ヤフーサービス上に掲載
・ヤフー・ブログによる災
　害情報発信

災害時における地図製品
等の供給等に関する協定

㈱ゼンリン 平成28年10月27日
・備蓄用地図の貸与
・一定期間の複製利用許諾
・WEB用住宅地図の提供

災害時における飲料の提
供協力及び災害救援型自
動販売機の設置に関する
協定

三笠コカ・コーラボトリング
㈱

平成20年3月24日

・災害時における飲料の提
　供
・通常及び災害時における
　災害救援型自動販売機の
　設置運用に係る相互協力

災害時におけるＬＰガス
等供給の協力に関する協
定

(一社)滋賀県ＬＰガス協会長
浜支部

平成21年12月22日

エルピーガスに係る災害
応急復旧に関する協定

(一社)滋賀県ＬＰガス協会東
浅井伊香支部

平成21年9月15日

災害時における電気設備
の応急復旧の応援に関す
る協定

滋賀県電気工事工業組合 平成21年7月6日
・災害時における電気設備
　の応急復旧

湖北清掃事業協同組合 平成21年11月2日

湖北環境協同組合 平成21年11月2日

災害時における物資供給
に関する協定

NPO法人コメリ災害支援セン
ター

平成19年11月20日 ・災害時における物資供給

災害時における物資供給
に関する協定

㈱ナフコ 平成30年10月15日 ・災害時における物資供給

災害時における（郵便事
業）相互協力に関する覚
書

長浜市内郵便局 平成10年9月1日

・施設、用地の物資集積場
　所としての相互使用
・被災状況の情報の相互提
　供
・災害救助法適用時の郵政
　事業に係る災害特別事業
　取扱い及び救護対策など

災害時における応急救援
活動への応援に関する協
定

・人命救助、公共土木建設
　施設の応急復旧、応急仮
　設住宅の建設、被災住宅
　の応急修理等に必要な土
　木資機材、労力等の提供

災害時におけるし尿、浄
化槽汚泥、一般廃棄物の
収集運搬に関する災害無
償支援協定

・災害時におけるし尿、浄
　化槽汚泥、一般廃棄物の
　収集運搬に関する支援

・災害時におけるＬＰガス
　の供給
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協定名 協定相手先名 協定締結日 応援内容

(一社)滋賀県建設業協会長浜
支部

平成17年5月16日

長浜建設業組合 平成22年4月26日

長浜総合建設組合 平成22年9月28日

長浜木材工業協同組合 平成21年3月16日

災害時における応急救援
活動への応援に関する協
定

(一社)滋賀県建設業協会伊香
支部

平成21年6月15日
・災害時における応援救護
　活動への応援

災害時における応急救援
活動への応援に関する協
定

長浜キヤノン㈱ 平成25年7月4日
・災害時における応援救護
　活動への応援

災害時における応急対策
に関する協定

三和シヤッター工業㈱ 平成27年3月24日

・災害時における公共建築
　物等のシャッター、ドア
　等の緊急点検及び緊急修
　理

災害に係る情報発信等に
関する協定

ヤフー㈱ 平成27年5月25日

・ホームページキャッシュ
　サイトの掲載
・災害発生時の緊急情報を
　ヤフーサービス上に掲載
・ヤフー・ブログによる災
　害情報発信

災害時における地図製品
等の供給等に関する協定

㈱ゼンリン 平成28年10月27日
・備蓄用地図の貸与
・一定期間の複製利用許諾
・WEB用住宅地図の提供

災害時における飲料の提
供協力及び災害救援型自
動販売機の設置に関する
協定

三笠コカ・コーラボトリング
㈱

平成20年3月24日

・災害時における飲料の提
　供
・通常及び災害時における
　災害救援型自動販売機の
　設置運用に係る相互協力

災害時におけるＬＰガス
等供給の協力に関する協
定

(一社)滋賀県ＬＰガス協会長
浜支部

平成21年12月22日

エルピーガスに係る災害
応急復旧に関する協定

(一社)滋賀県ＬＰガス協会東
浅井伊香支部

平成21年9月15日

災害時における電気設備
の応急復旧の応援に関す
る協定

滋賀県電気工事工業組合 平成21年7月6日
・災害時における電気設備
　の応急復旧

湖北清掃事業協同組合 平成21年11月2日

湖北環境協同組合 平成21年11月2日

災害時における物資供給
に関する協定

NPO法人コメリ災害支援セン
ター

平成19年11月20日 ・災害時における物資供給

災害時における物資供給
に関する協定

㈱ナフコ 平成30年10月15日 ・災害時における物資供給

災害時における（郵便事
業）相互協力に関する覚
書

長浜市内郵便局 平成10年9月1日

・施設、用地の物資集積場
　所としての相互使用
・被災状況の情報の相互提
　供
・災害救助法適用時の郵政
　事業に係る災害特別事業
　取扱い及び救護対策など

災害時における応急救援
活動への応援に関する協
定

・人命救助、公共土木建設
　施設の応急復旧、応急仮
　設住宅の建設、被災住宅
　の応急修理等に必要な土
　木資機材、労力等の提供

災害時におけるし尿、浄
化槽汚泥、一般廃棄物の
収集運搬に関する災害無
償支援協定

・災害時におけるし尿、浄
　化槽汚泥、一般廃棄物の
　収集運搬に関する支援

・災害時におけるＬＰガス
　の供給

協定名 協定相手先名 協定締結日 応援内容

災害時における要援護者
支援の協力体制に関する
協定

高齢福祉法人・しょうがい福
祉法人・農業協同組合　48法
人

平成25年3月28日

・避難所の設置・運営をは
　じめとした、物資の提供
　や人材派遣などの協力体
　制

災害時における宿泊施設
の提供と福祉用具の供給
に関する協定

長浜旅館組合（18事業者）、
奥びわ湖旅館組合（9事業
者）、㈱アクシア、㈱宇津木
ケアサポートおうみ、ケア
パートナーヨシイ、こほくあ
おぞらかんのん、㈲スマイル
メディカル、田中ビジネスサ
ポート㈱、㈱ニチイ学館ニチ
イケアセンター湖北、㈱ノー
ブレイク、㈲ふれあいサポー
ト、ヨコタライフサービス、
㈱ライフ、㈱ライフケアーズ

平成26年2月10日

・災害時、要配慮者のため
　の宿泊施設の提供
・避難生活における福祉用
　具の供給及び使用に
　あたってのアドバイス

新江州㈱ 平成28年2月1日

㈱橋本クロス 平成28年3月1日

災害時における井戸水の
使用に関する協定

長浜水道企業団
日本電気硝子㈱滋賀高月事業
所
ヤンマー㈱小形エンジン事業
本部びわ工場
三菱樹脂㈱長浜工場

平成28年3月2日
・災害緊急時における井戸
　水の使用、提供

災害時における医療救護
活動に関する協定

（一社）湖北医師会 平成28年2月1日
・災害時の医療救護活動と
　しての医師の派遣

災害時における歯科医療
救護活動に関する協定

（一社）湖北歯科医師会 平成28年4月22日
・災害時の歯科医療救護活
　動としての歯科医師の派
　遣

災害発生時における段
ボール製品の調達に関す
る協定

新江州㈱
セッツカートン㈱

平成28年4月18日
・災害時における段ボール
　製品（ベッド、シート、
　間仕切り）の提供

災害時における公共土木
施設等の応急対策業務に
関する協定

滋賀北部測量設計協同組合 平成29年8月25日

・被災状況調査及び情報収
集
・災害時の復旧に必要な測
量
　及び調査並びに設計業務
・応急対策に必要な技術者
の

災害時における棺その他
の葬祭用品の供給等並び
に遺体の搬送等の協力に
関する協定

滋賀県葬祭事業協同組合 平成29年11月6日

・災害時における棺その他
の
　葬祭用品の供給及び作業
等
　の役務の提供
・遺体安置施設等の提供及
び

災害時における要配慮者
等の支援に関する協定

湖北地域介護サービス事業者
協議会

平成29年11月13日

・福祉避難所の開設及び運
営
・緊急入所施設としての要
配
　慮者等の受入
・福祉避難所等への人員派
遣
　及び物資の供給・貸与

災害時における福祉用具
等の供給に関する協定

・避難生活における福祉用
　具の供給
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○指定避難所一覧

長浜小学校 高田町9－9

西中学校 高田町10－10

長浜北星高等学校 地福寺町3－72

長浜北高等学校 平方町270

六荘まちづくりセンター 勝町490

南中学校 永久寺町810

滋賀文教短期大学 田村町335

長浜バイオ大学 田村町1266

南郷里小学校 南田附町352

長浜市民体育館 宮司町1203

神照小学校 神照町311

北中学校 神照町910

長浜北小学校 八幡中山町1310

北郷里小学校 春近町353

東中学校 堀部町763

長浜教育集会所 西上坂町1164

長浜農業高等学校 名越町600

長浜南小学校 加田町1460

湯田小学校 内保町1051

浅井中学校 内保町627

湯田まちづくりセンター 内保町2645

浅井文化ホール 内保町2500

田根小学校 野田町68

田根まちづくりセンター 高畑町316－1

浅井小学校 当目町54

下草野まちづくりセンター 北ノ郷町105

旧七尾小学校 佐野町22

七尾まちづくりセンター 佐野町181

旧上草野小学校 野瀬町730

上草野まちづくりセンター 野瀬町809

びわ南小学校 川道町3456

びわまちづくりセンター 難波町448

南浜公民館 南浜町1440

びわ北小学校 益田町56

びわ中学校 弓削町460

びわ体育館 早崎町1479

あじさいホール 富田町431

※指定避難所は、災害時の状況に応じて開設する。

旧長浜

六荘

南郷里

地域 地区

長浜

神照

施設名 所在地

北郷里

西黒田・
神田

浅井

湯田

田根

下草野

七尾

上草野

びわ びわ
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○指定避難所一覧

長浜小学校 高田町9－9

西中学校 高田町10－10

長浜北星高等学校 地福寺町3－72

長浜北高等学校 平方町270

六荘まちづくりセンター 勝町490

南中学校 永久寺町810

滋賀文教短期大学 田村町335

長浜バイオ大学 田村町1266

南郷里小学校 南田附町352

長浜市民体育館 宮司町1203

神照小学校 神照町311

北中学校 神照町910

長浜北小学校 八幡中山町1310

北郷里小学校 春近町353

東中学校 堀部町763

長浜教育集会所 西上坂町1164

長浜農業高等学校 名越町600

長浜南小学校 加田町1460

湯田小学校 内保町1051

浅井中学校 内保町627

湯田まちづくりセンター 内保町2645

浅井文化ホール 内保町2500

田根小学校 野田町68

田根まちづくりセンター 高畑町316－1

浅井小学校 当目町54

下草野まちづくりセンター 北ノ郷町105

旧七尾小学校 佐野町22

七尾まちづくりセンター 佐野町181

旧上草野小学校 野瀬町730

上草野まちづくりセンター 野瀬町809

びわ南小学校 川道町3456

びわまちづくりセンター 難波町448

南浜公民館 南浜町1440

びわ北小学校 益田町56

びわ中学校 弓削町460

びわ体育館 早崎町1479

あじさいホール 富田町431

※指定避難所は、災害時の状況に応じて開設する。

旧長浜

六荘

南郷里

地域 地区

長浜

神照

施設名 所在地

北郷里

西黒田・
神田

浅井

湯田

田根

下草野

七尾

上草野

びわ びわ

虎姫小学校 五村88

虎姫中学校 五村12

虎姫高等学校 宮部町2410

虎姫運動広場体育館 五村360－1

虎姫まちづくりセンター 田町108

小谷小学校 小谷丁野町524

赤谷荘 小谷丁野町234

速水小学校 湖北町速水2561－1

湖北中学校 湖北町速水1191

湖北体育館 湖北町速水1210

朝日小学校 湖北町山本1125

山本山運動広場体育館 湖北町山本2868

富永 富永小学校 高月町井口160

高月小学校 高月町高月738

高月中学校 高月町高月2491-1

古保利 古保利小学校 高月町西柳野38

七郷 七郷小学校 高月町唐川248

伊香具小学校 木之本町大音1114

木之本運動広場体育館 木之本町西山183－3

木之本小学校 木之本町木之本685－1

木之本中学校 木之本町木之本682

伊香高等学校 木之本町木之本251

木之本まちづくりセンター 木之本町木之本1757－2

木之本教育集会所 木之本町田部446

木之本文化センター 木之本町田部542

高時小学校 木之本町石道1079－1

大見いこいの広場体育館 木之本町大見678

杉野 杉野小中学校 木之本町杉野489

余呉小中学校 余呉町中之郷777

旧鏡岡中学校 余呉町中之郷1030

中河内集会所 余呉町中河内86－1

菅並集会所 余呉町菅並741－1

塩津小学校 西浅井町塩津中41

西浅井中学校 西浅井町塩津中312

永原小学校 西浅井町大浦167

西浅井まちづくりセンター 西浅井町大浦2590

※指定避難所は、災害時の状況に応じて開設する。

地域 地区

虎姫 虎姫

湖北

小谷

速水

朝日

施設名 所在地

西浅井 西浅井

高月

木之本

伊香具

木之本

高時

余呉 余呉

高月
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○消防団
１．消防団組織および定員 （人）

第１分団

第３分団

第４分団

第２分団

第５分団

第６分団

第７分団

第８分団

第９分団

第10分団

第11分団

第12分団

第13分団

第14分団

第15分団

第16分団

第17分団

第18分団

第19分団

第20分団

第21分団

第22分団

第23分団

第24分団

第25分団

第26分団

第27分団

第28分団

第29分団

第30分団

第31分団

第32分団

合計

　　 　　階級
分団別

木之本方面隊

余呉方面隊

西浅井方面隊

虎姫方面隊

湖北方面隊

高月方面隊

長浜東方面隊

浅井方面隊

びわ方面隊

班長 団員 計

本部

長浜西方面隊

団長 副団長 分団長
副分
団長

部長
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○消防団
１．消防団組織および定員 （人）

第１分団

第３分団

第４分団

第２分団

第５分団

第６分団

第７分団

第８分団

第９分団

第10分団

第11分団

第12分団

第13分団

第14分団

第15分団

第16分団

第17分団

第18分団

第19分団

第20分団

第21分団

第22分団

第23分団

第24分団

第25分団

第26分団

第27分団

第28分団

第29分団

第30分団

第31分団

第32分団

合計

　　 　　階級
分団別

木之本方面隊

余呉方面隊

西浅井方面隊

虎姫方面隊

湖北方面隊

高月方面隊

長浜東方面隊

浅井方面隊

びわ方面隊

班長 団員 計

本部

長浜西方面隊

団長 副団長 分団長
副分
団長

部長

２．長浜市消防団員報酬等

報酬額（年額）

階級区分 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員

報酬

（年額）
円 円 円 円 円 円 円

機関員報酬

（月額） 円

出動旅費額

職 務 出動旅費（１回） 備 考

水火災、警戒、訓練等出動
１ 円 過重な消防活動を要した場合

２ 円 消防活動、訓練出動を要した場合

※出動旅費１、２の区分認定は、団長が認定する。

３．消防団配備消防ポンプ自動車

方面隊・分団毎消防ポンプ自動車配備状況

管理分団
消防ポンプ

自動車 台
管理分団

消防ポンプ

自動車 台

長浜西方面隊 第１分団 ３ 湖北方面隊 第 分団 １

第３分団 ２ 第 分団 １

第４分団 １ 第 分団 １

長浜東方面隊 第２分団 １ 高月方面隊 第 分団 １

第５分団 １ 第 分団 １

第６分団 １ 第 分団 １

第７分団 １ 第 分団 １

浅井方面隊 第８分団 １ 木之本方面隊 第 分団 １

第９分団 １ 第 分団 １

第 分団 １ 第 分団 １

第 分団 １ 第 分団 １

第 分団 １ 余呉方面隊 第 分団 １

びわ方面隊 第 分団 １ 第 分団 １

第 分団 １ 第 分団 １

第 分団 １ 西浅井方面隊 第 分団 １

虎姫方面隊 第 分団 １ 第 分団 １

合計 ３５台




