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日野町議会議員（第 17期）名簿  

       
    

令和 3年 4月 1日現在 

 番号 氏  名 住  所 期別 党派  

 １ 野矢 貴之 
(のや  たかゆき) 

西大路 1389番地 １ 無所属  

 ２ 山本 秀喜 
(やまもと ひでき) 

西大路 1518番地 １ 無所属  

 ３ 髙橋 源三郎 
(たかはし げんざぶろう) 

蓮花寺 946番地 １ 無所属  

 ４ 加  和幸 
(かとう かずゆき) 

野出 95番地 １ 日本共産党  

 ５ 欠  員   
 

 

 ６ 後藤 勇樹 
(ごとう ゆうき) 

鳥居平 194番地 ２ 無所属  

 ７ 奥平 英雄 
(おくだいら ひでお) 

大窪 692番地 ２ 無所属  

 ８ 山田 人志 
(やまだ ひとし) 

大窪 96番地 ２ 無所属  

 ９ 谷  成  
(たに しげたか) 

内池 523番地 ３ 無所属  

 １０ 中西 佳子 
(なかにし けいこ) 

大窪 1133番地 ３ 公明党  

 １１ 齋藤 光弘 
(さいとう みつひろ) 

別所 1020番地 175 ３ 無所属  

 １２ 西澤 正治 
(にしざわ まさはる) 

鎌掛 2504番地 ４ 無所属  

 １３ 池元 法子 
(いけもと のりこ) 

中山 959番地 1 ７ 日本共産党  

 １４ 杉浦 和人 
(すぎうら かずひと) 

豊田 287番地 １０ 無所属  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日野町議員定数推移 令和3年4月1日現在

当選期 定数

1 30 昭和30年5月1日 ～ 昭和34年4月30日

2 昭和34年5月1日 ～ 昭和38年4月30日

3 昭和38年5月1日 ～ 昭和42年4月30日

4 昭和42年5月1日 ～ 昭和46年4月30日

5 昭和46年5月1日 ～ 昭和50年4月30日

6 昭和50年5月1日 ～ 昭和54年4月30日

7 昭和54年5月1日 ～ 昭和58年4月30日

8 昭和58年5月1日 ～ 昭和62年4月30日

9 昭和62年5月1日 ～ 平成3年4月30日

10 平成3年5月1日 ～ 平成7年4月30日

11 平成7年5月1日 ～ 平成11年4月30日

12 平成11年5月1日 ～ 平成15年4月30日     日野町議会議員定数減少条例一部改正（H11.3.5可決）

13 平成15年5月1日 ～ 平成19年4月30日

14 16 平成19年5月1日 ～ 平成23年4月30日

15 平成23年5月1日 ～ 平成27年4月30日

16 平成27年5月1日 ～ 平成31年4月30日

17 令和元年5月1日 ～ 令和5年4月30日

6
3

任　期(４年) 備　　　　　考

    日野町議会議員選挙（Ｓ30.4.30実施）

    日野町議会議員定数減少条例一部改正（Ｓ33.12.24可決）

    日野町議会議員定数減少条例一部改正（Ｓ42.3.24可決）

    日野町議会議員定数条例制定（H12.3.9可決）

24

20

18

14

    日野町議会議員定数条例一部改正（H18.9.22可決）

    日野町議会議員定数条例一部改正（H23.2.3可決）
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日野町工業団地等企業名簿 

令和 4年 3月 1日現在 

【第一工業団地】 

企  業  名 所 在 地 電話 業  種 

1 ㈱ファンケル美健滋賀工場 大谷 341‐9 53-8910 化粧品製造 

2 ヘンケルジャパン㈱日野事業所 大谷 341 53-1111 接着剤製造 

3 東洋アルミニウム㈱日野製造所 大谷 341‐14 53-1151 アルミニウム粉製造 

4 ㈱青井黒板製作所滋賀工場 大谷 341‐6 53-1881 黒板・掲示板製造 

5 和信化学工業㈱日野工場 大谷 341‐7 53-1921 木工用塗料製造 

6 三栄源エフ・エフ・アイ㈱滋賀工場 大谷 341‐8 53-1551 食品添加物製造 

7 ㈱中央倉庫滋賀支店湖東ＰＤセンター 大谷 480‐1 52-8130 倉庫業 

8 ㈱野田運送滋賀営業所 大谷 383‐3 52-0737 貨物運送業 

9 だいしょう㈱ 大谷 341-13 53-0577 梱包業 

10 ㈱エコー滋賀工場 大谷 480‐3 43-0226 プラスチック成形 

11 コンドーテック㈱滋賀工場 大谷 341‐50 52-5452 建設資材製造 

12 ㈱セイノーマテリアル滋賀工場 大谷 416‐7 53-3388 廃タイヤリサイクル 

13 ㈱ヒロセトータルエコロジー 大谷 416‐8 52-9596 産業廃棄物処理・RDF燃料製造 

 

【第二工業団地】 

企  業  名 所 在 地 電話 業  種 

1 ㈱三鈴日野工場 北脇 1‐101 53-1631 電線用芯線製造 

2 ㈱ダイハツメタル日野工場 日野第 2工業団地 1-1 53-1705 自動車部品製造 

3 明和金属工業㈱滋賀工場 日野第 2工業団地 5-1 53-3334 ブリキ製缶業 

4 富士包装紙器㈱ 日野第 2工業団地 5-2 53-1500 印刷紙器製造 

5 ㈱鯨岡関西日野工場 日野第 2工業団地 5-3 53-0555 大型クラフト紙袋製造 

6 和気産業㈱日野物流センター 日野第 2工業団地 3-2 53-2225 DIY用品の加工・販売 

7 日本ファスナー工業㈱日野工場 日野第 2工業団地 1-4 53-2471 ボルトナット製造・金属製品製造 

8 ㈱岡本建設用品製作所 日野第 2工業団地 1-2 52-5168 土木輸送機器製・金属加工 

9 大阪航空㈱滋賀事業所 北脇 214‐71 53-2310 ヘリコプター航空輸送業 

10 白銅㈱滋賀工場 日野第 2工業団地 3-3 53-2400 銅ステンレス加工 

11 第一合成㈱滋賀工場 日野第 2工業団地 7-2 52-4001 合成樹脂加工販売 

12 青木油脂工業㈱滋賀工場 日野第 2工業団地 4-1 52-5511 油脂加工製造 

13 桃栄金属工業㈱日野工場 北脇 1‐195 53-3700 建設車両用履帯部品製造 

14 ㈱麗光日野工場 日野第 2工業団地 4-3 53-2965 真空蒸着フィルム製造 

15 ㈱スパンカーシステム 北脇 1‐222 52-8100 機械器具製造 

16 ㈱パーカーアコウスティック日野工場 北脇 1‐156 52-3866 自動車等断熱材接着加工 

17 新江州㈱日野事業部 奥之池 692‐3 53-2456 包装資材製造 

18 JEJアステージ㈱滋賀工場 奥之池 565‐25 52-8710 合成樹脂製品製造 

19 ㈱ロワール滋賀ロジテックセンター 日野第 2工業団地 6-3 53-2050 ギフト用品等企画販売 

20 ㈱竹中土木西日本機材事業センター 奥之池 559‐2 53-2030 土木機材整備保管運搬・総合建設 

21 ㈱キムラテック 北脇 1 52-2157 セラミック部品製造 

22 ㈱ベルディア日野営業所 奥之池 565‐28 53-0125 再生路盤材製造 

23 しみず運送㈱滋賀支店 日野第 2工業団地 4-2 53-8050 一般貨物運送業 

24 ㈱サニックス日野工場 奥之池 565‐13 52-6121 総合環境衛生管理 

25 ㈱マックアート日野工場 北脇 2-5 52-8889 電子機器・部品の製造 
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企  業  名 所在地 電話 業  種 

26 ㈱カンポ滋賀事業所 奥之池 553-1 52-3399 産業廃棄物から RPF燃料製造 

27 化研テック㈱滋賀工場 日野第 2工業団地 3-1-3 53-8265 塗料ミスト処理剤等製造 

28 石上電機㈱日野工場 北脇 1-228 34-3877 御盤組立配線等 

29 (有)小緑製作所 北脇 1-253 53-2715 金属製品加工 

30 ㈱ハルテサンアイユー滋賀営業所 北脇 1-267 52-9330 運送業 

31 大日製罐㈱滋賀工場 北脇 234-1 52-2877 金属製品製造 

 

【日野工業団地】 

企  業  名 所在地 電話 業  種 

1 佐川印刷㈱日野工場 北脇 120 53-8181 グラビア印刷・製本 

2 サイデン化学㈱滋賀工場 北脇 90‐8 52-6401 合成樹脂エマルション等製造 

3 ㈱水研 北脇 206‐7 53-8080 上下水道特殊継手製造 

4 山田ダンボール㈱滋賀工場 北脇 15‐12 52-6700 ダンボールケース等製造 

5 互応化学工業㈱滋賀工場 北脇 1‐108 53-8070 電子産業用特殊化学薬品 

6 ㈱メイコン日野営業所 北脇 15 53-3311 貨物自動車運輸・倉庫業 

7 アキタ㈱日野営業所 奥之池 687‐1 53-2141 貨物自動車運輸業 

8 エスアールエス㈱プロマックス事業部京滋営業所 奥之池 701‐1 52-8790 建築用機械器具のレンタル 

 

【寺尻工業団地】 

企  業  名 所在地 電話 業  種 

1 東洋化学㈱ 寺尻 1008 52-5000 医薬品製剤製造販売 

2 福地製薬㈱ 寺尻 824 52-2323 医薬品製造販売 

3 安土産業㈱ 寺尻 855 46-3286 不織布製品の企画・加工・販売 

 

【その他】  

企  業  名 所在地 電話 業  種 

1 ㈱オーケーエム日野工場 大谷 446‐1 52-2131 バルブ製造業 

2 ㈱ダイフク滋賀事業所 中在寺 1225 53-0321 機械機具製造業 

3 滋賀東リ㈱ 安部居 451 53-0221 カーペット製造業 

4 東陽建設工機㈱日野工場 松尾 389 53-1321 鉄筋加工機製造 

5 日野薬品工業㈱ 上野田 119 52-1231 医薬品製造販売 

6 観光日本㈱日野ゴルフ場 杣 1146‐1 52-2115 ゴルフ場 

7 エヌディシー㈱蒲生ゴルフ倶楽部 中山 724-1 52-4640 ゴルフ場 

8 近江ヒルズゴルフ倶楽部 鎌掛 1‐314 53-1177 ゴルフ場 

9 ㈱ワールドインテック（滋賀農業公園ブルーメの丘） 西大路 843 52-2611 農業公園 

10 日野精機㈱ 西大路 2140 52-1002 機器製造 

11 ㈱テクノ高槻日野事業所 内池 168 52-1392 電気機械器具製造業 

12 
ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン㈱日野飼育セン

ター 
下駒月 735 53-1281 実験動物生産 

13 平和堂フレンドマート日野店 松尾 844-10 52-9400 小売業 

14 関西陸運㈱滋賀営業所 安部居 872 53-0903 倉庫業 

15 広化東リフロア㈱ 安部居 451 53-1367 シート製造 

16 ㈱ニチモクファンシーマテリアル 猫田 17‐1 52-0333 木材加工 

17 ㈱サンヨー運送 上野田 445 52-8885 運輸業 

資料：商工観光課 
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日野町の国内交流都市 

 

松阪市（三重県） 
◆１９７８（昭和５３）年文化交流都市提携締結◆ 

◆２００２（平成１４）年９月２２日蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言署名◆ 

 
会津若松市（福島県） 

◆２００２（平成１４）年９月２２日蒲生氏郷公ゆかりネットワーク共同宣言署名◆ 

 

日野で生まれ３８歳という若さで９２万石の 

大名となった戦国の武将、蒲生氏郷公が縁で、 

三重県松阪市、福島県会津若松市と交流を深め 

ています。 

 三重県松阪市とは、昭和５３年に文化交流都 

市提携の締結をし、蒲生氏郷公をゆかりとする 

両地域間での交流も盛んに行われています。 

 また、平成１４年９月２２日には、松阪市・ 

会津若松市・日野町の３市町が「蒲生氏郷公ゆ 

かりネットワーク共同宣言」に署名し、更なる 

国内交流の充実を図っています。 

 

日野町の国際交流都市 

 

ブラジル連邦共和国 エンブ市 

◆１９８４（昭和５９）年５月２日姉妹都市提携調印◆ 

 

 エンブ（ＥＭＢＵ）市は、ブラジル連邦共和国サンパウロ州の州都サンパウロ市の中心から２７km

南西のところに位置する面積７６km2、標高８２５m（市庁位置）の都市で、１９５９（昭和３４）年に

市制が施かれた、丘と谷と緑が続く石畳の静かな美しい街です。気候は高地亜熱帯であり、サンパウ

ロ市に近いため交通の便は良いところです。 

 エンブ市の日系人は、約１,２００人（約３００世帯）といわれていますが、その半数の世帯が花や

野菜の近郊農業を営んでいます。そのため、「花の街エンブ」とも呼ばれ、また、労働者在住の街とも

呼ばれています。人口は約２５万人。 

市の歴史は、開拓以来約２００年絵や彫刻を職業とする日系

人を含む有名な芸術家が住み、日曜、祭日に街のあちこちで行

われる工芸フェアーには、州都や各地から多くの人々が集まり

賑わうところから「芸術の街エンブ」ともいわれています。サ

ロク博物館やサン・ラザーロ礼拝堂などがあります。 

 時差は１２時間あり、言葉はポルトガル語、通貨はレアルで

す。 

 １９８０（昭和５５）年８月１０日に

開催された国体リハーサル大会、全国教

職員相撲選手権大会にブラジル国相撲連

盟一行が視察に来町、民泊家庭の心から

の歓迎に感激されました。このことがき

っかけとなり、エンブ市からの強い希望

もあり友好を深めることになりました。 
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大韓民国 恩山面 

               ◆１９９０（平成２）年５月１６日姉妹都市提携調印◆ 

 

 恩山面は、大韓民国忠清南道扶餘郡の西北部に位置する面積７１.３５km2の町で、その７０％が山地

ののどかなところです。首都ソウルから自動車で３時間３０分のところにあります。 

人口は約５,８００人、世帯数は約１,９００戸。気候は大陸性気候で、夏の気温は高いがカラッと

してしのぎやすく、冬は三寒四温といわれ、３日寒い日が続いた後は４日暖かい日が続きます。栗が

特産物で４７０ha の栗林で年間１，１００トンを生産しています。また、しいたけを３６万本・年間

１８トン生産しています。 

 扶餘は百済の都であったところであり、恩山面は

百済復興運動の遺跡地として、百済時代の金剛寺址

が残っており、百済時代より集落が形成されたと推

定されています。百済復興運動をして戦死した福信

将軍と道深大師を まつる恩山別神堂があり隔年制に

大祭と小祭の祭礼を行っています。 

 時差はなく、言葉は韓国語、通貨はウオンです。

 扶餘邑には国立扶餘博物館などがあります。 

 

 

 

ドイツ連邦共和国 ﾉｲｼｭﾀｯﾄ/ｱｲｯｼｭ市 

              ◆１９９７（平成９）年４月１９日文化産業交流提携調印◆ 

 

 ノイシュタット/アイッシュ市は、ドイツの１６の州の中でも最大の州であるバイエルン州の西部に

位置し、人口は約１３，０００人、面積は６，１２２ha の古い歴史を持つ市です。バイエルン州は、

ロマンチック街道と古城街道の交わる地点にありますが、ノイシュタット/アイッシュ市自体は両コー

スから３０～５０km 離れているため、観光客は少ないところとされています。ノイシュタット付近の

バイエルン州西部一帯は、フランケン地方と呼ばれており低い丘陵からなる地域でビール、ワイン、

リンゴ酒、ソーセージ等が産物です。また､麦、ブドウ、ひまわり、牧草、ジャガイモ等の栽培も盛ん

であり農業地帯でもあります。 

 ノイシュタットとは「新しい町」という意味ですが、西暦７４１年にすでにこの名前が記録に出て

います。 

 このような古い歴史を持つ市ですが、現在でも中世の城郭都市の面影をそのまま残しています。城

壁は周囲１６kmあったといわれており、今でも一所の城門と一部の城壁を残しています。 

 古い建物や教会があり、また、歴史資料館も整備されて

おりこの町の歴史を知ることが出来ます。 

 日本との時差は８時間、気候は北緯４８度と比較的高緯

度にありますが大西洋からの偏西風のため､比較的穏やか

です。通貨はユーロです。 

 

 

 

 日野町大字小野には、１３００年前韓国から

移住し、日本の文化に貢献されたと伝えられる

鬼室集斯をおまつりする鬼室神社があり、恩山

面には集斯の父、福信将軍をお祠りする恩山別

神堂があることから、福信・集斯父子の因縁に

より、友好を深めることになりました。 

 日野町に１９９７（平成９）年４月１９日

にオープンした、滋賀農業公園「ブルーメの

丘」が縁で交流することになりました。 

 

 



日野町役場各課窓口案内・主要官公庁等一覧（市内局番：0748）

日野町役場 　所在地：日野町河原一丁目１番地　代表電話：５２－１２１１　ＦＡＸ：５２－２０４３（3階）・５２－００８９（１階）

《１階》

《２階》

水道の申し込み、水道施設の維持管理、水道の使用料・手数料の徴収

公共下水道の整備、公共下水道・農村下水道の申し込み、使用料・負担金の徴収、施設の維持管理

《教育委員会》

子ども教育相談、特別支援教育相談、発達支援相談

各公民館の連絡調整・管理運営、中央公民館の運営

課名 担当

生活環境交通担当

住民課

上水道担当

下水道担当

上下水道課

収納担当

税務課

住民担当

保険年金担当

学校教育課

生涯学習担当

農政担当

高齢者福祉介護担当

住民税担当

52-6579

52-6563

52-6563

固定資産税担当

長寿福祉課

出納室
町税や使用料等の収納・支払

hino-syounin@alpha.ocn.ne.jp 大窪1011番地

高齢者福祉、介護保険要介護認定申請、介護保険の資格・給付申請・各種届出、介護保険証の交付、介

護保険料の徴収

社会福祉、障害者福祉、精神保健、生活相談・保護、民生委員児童委員

公民館担当

歴史文化財担当

近江日野商人ふるさと館

保健担当（保健センター）

町道の管理、道路法・河川法に関すること、法定外公共物、水防・雪寒対策、都市下水路、町道新設改

良、道路・河川災害復旧、道路の維持管理、急傾斜地崩壊対策

都市計画、土地利用、土地取引、開発許可、都市公園、区画整理、耐震診断事業、耐震補強補助事業、

建築確認申請、公営住宅の管理・入居、空き家対策

教育委員会の運営・予算、学校その他教育財産の管理、学校その他教育機関の建設計画、学校教育の指

導、児童・生徒・幼児の就学、学校給食、教育相談活動

社会教育推進、生涯学習、社会教育団体の指導・育成、人権啓発、青少年の健全育成、社会教育施設の

管理、生涯スポーツの普及・振興、文化芸術の振興など

学校教育担当

土地改良、農道整備、日野川用水、農地・農業施設、農業公園、農業構造改善、災害復旧事業、造林、

治山、緑化、林業構造改善、森林整備、伐採届、林地開発

商工業全般、企業立地、労働、勤労者互助会、職業安定、企業内人権啓発、創業支援、住宅リフォーム

助成、観光全般、地域振興各種イベント、体験型観光（都市農村交流）、ふるさと納税

道路河川担当

地域包括支援担当

（地域包括支援センター）

出納担当

農林振興担当

商工観光担当

福祉担当

子ども支援担当子ども支援課

福祉保健課

生涯学習課

商工観光課

建設計画課

近江日野商人館

農林課

子育て・教育相談担当

都市計画担当

kik-gako@town.shiga-hino.lg,jp

kik-gako@town.shiga-hino.lg,jp

kik-syogai@town.shiga-hino.lg.jp

kik-syogai@town.shiga-hino.lg.jp

kik-syogai@town.shiga-hino.lg.jp

52-0007

西大路1264番地kik-syogai@town.shiga-hino.lg.jp

電話番号 メール

主な業務内容

jumin@town.shiga-hino.lg.jp

jumin@town.shiga-hino.lg.jp

jumin@town.shiga-hino.lg.jp

zeimu@town.shiga-hino.lg.jp

zeimu@town.shiga-hino.lg.jp

fukushi@town.shiga-hino.lg.jp

52-6571

52-6584

52-6578

52-6573

zeimu@town.shiga-hino.lg.jp

住民票・戸籍等の請求、出産・婚姻・死亡等の届け、住民登録、諸証明発行、マイナンバーカード交付

国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療

環境衛生、公害対策、ごみ収集、消費者行政、交通災害、交通安全教育、防犯、狂犬病予防

個人町民税・法人町民税・国民健康保険税・軽自動車税・町たばこ税の課税

固定資産税（土地・家屋・償却資産の評価、課税）・特別土地保有税の課税

町税の徴収・滞納整理および滞納処分

52-6570

52-6572

52-6570

52-6562

52-6561

52-6567

52-6576

52-6574

52-6583

健康増進、予防接種、母子保健（乳幼児健診・母子健康手帳の交付など）、成人保健（健康診査、がん

検診など）、早期療育、献血

52-6501

52-6001

52-6575

子育て支援、幼稚園・保育所・こども園への入園等、児童手当、ひとり親家庭相談等

hoken@town.shiga-hino.lg.jp

kodomo@town.shiga-hino.lg.jp

kaigo@town.shiga-hino.lg.jp

kaigo@town.shiga-hino.lg.jp

suito@town.shiga-hino.lg.jp

介護保険の利用や介護予防などに関する相談・支援

suido@town.shiga-hino.lg.jp

nourin@town.shiga-hino.lg.jp

nourin@town.shiga-hino.lg.jp

農業振興地域整備計画、集落営農、農業制度資金、農地流動化、農地の売買、農地転用、農地利用調

整、農業者年金、農産物振興、転作、畜産業、水産業、猟区、有害鳥獣駆除

52-6564

53-3838

52-6566

52-6566

52-0008

52-0008

近江日野商人の歴史と商いの紹介、資料展示、企画展の開催

旧山中正吉家住宅の公開、企画展・食体験事業の開催など

文化財保護、埋蔵文化財調査、ふるさと学習の普及・振興、日野町史の販売など

kankou@town.shiga-hino.lg.jp

kensetu@town.shiga-hino.lg.jp

kensetu@town.shiga-hino.lg.jp

suido@town.shiga-hino.lg.jp
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《３階》

《４階》

《町内主要官公庁等一覧》

日野公民館

東桜谷公民館

西桜谷公民館

西大路公民館

鎌掛公民館

南比都佐公民館

必佐公民館

日野町立図書館

議会事務局 事務局

総務課

秘書広報担当

企画振興課

52-6522

総務担当

財政担当

情報管理担当

kouhou@town.shiga-hino.lg.jp

kikaku@town.shiga-hino.lg.jp

soumu@town.shiga-hino.lg.jp

soumu@town.shiga-hino.lg.jp

soumu@town.shiga-hino.lg.jp

52-6550

52-6552

企画人権担当

52-6522

秘書、住民相談、国際交流、広報、車座懇談会、まちづくり出前講座、情報公開、個人情報保護、情報

化施策

52-6551

52-6557

gikai@town.shiga-hino.lg.jp

総合計画、自治振興、自治ハウス、公共交通（町営バス等）、定住促進（空き家活用）、婚活事業、

NPO、男女共同参画、人権施策、文書管理、統計調査、マイナンバー施策、地域おこし協力隊、ふるさ

と納税

電算システム管理

予算、物品購入、町有財産の管理、建設工事等の入札・契約、物品管理

職員の人事・採用・給与、選挙、消防団、防災、地縁団体の認可、文書発送

53-1644

52-3091

52-1220

52-1210

52-1050

52-0016

52-3092

53-0007

議会事務全般、議会への陳情・請願、監査

hino-ph@alpha.ocn.ne.jp 中道二丁目12番地

higashisakura@alpha.ocn.ne.jp

nisisakura@iaa.itkeeper.ne.jp

nishioji@jasmine.ocn.ne.jp

kaigake.hino@alpha.ocn.ne.jp

nanpi.20010318@alpha.ocn.ne.jp

it-hissa@alpha.ocn.ne.jp

library@town.shiga-hino.lg.jp

中之郷428番地8

北脇988番地

西大路48番地1

鎌掛2526番地

深山口939番地

三十坪1290番地

河原一丁目1番地

日野町児童交流施設

つどいのひろば「ぽけっと」

松尾1655番地

村井三丁目14番地

放課後クラブともだち

南比都佐学童保育所「ぴっこ」

西大路学童保育所「わたムッキー」

桜谷学童保育所「さくらんぼ」

日野学童保育所「ヒノキオD」

日野学童保育所「ヒノキオC」

日野学童保育所「ヒノキオB」

上野田150番地

松尾三丁目68番地

小御門444番地

深山口431番地

西大路1631番地

佐久良37番地

大窪331番地

内池606番地

深山口431番地

救護施設ひのたに園

52-0400日野町立保育所あおぞら園

日野町立必佐幼稚園

53-1061

53-1201

52-0338

日野町立保育所あおぞら園鎌掛分園

滋賀県立日野高等学校

日野町立日野中学校

日野町立必佐小学校

日野町立南比都佐小学校

日野町立西大路小学校

日野町立桜谷小学校

日野町立日野小学校

日野町立南比都佐幼稚園

日野町立西大路幼稚園

介護老人保護施設リスタあすなろ

特別養護老人ホーム白寿荘

特別養護老人ホーム誉の松

わたむきの里作業所

いせの218番地

三十坪1314番地

52-8911

52-5556

52-1920

36-2257

52-0645

52-6000

52-5616

53-0261

北脇988番地

大窪330番地1

日野町立日野幼稚園

36-3559

（医）昴会日野記念病院

必佐学童保育所太陽の子「第1太陽の子」

日野町早期療育施設「くれよん」

日野町勤労福祉会館

（日野町社会福祉協議会）

日野町少年センター

大谷公園体育館

日野町子育て・教育センター

日野町町民会館わたむきホール虹

（公益財団法人日野町文化振興事業団）

私立わらべ保育園

52-3584日野町立保育所こばと園

53-0675

必佐学童保育所太陽の子「第2太陽の子」

52-5555

52-0804

日野町立桜谷こども園

私立第二わらべ保育園

日野学童保育所「ヒノキオA」

52-0073

52-0314

53-0676

52-2559

52-0075

53-0390（第2園舎）
53-0010（第1園舎）

52-2558

日野町高齢者能力活用研修センター

（公益社団法人日野町シルバー人材センター）

日野町社会福祉協議会ひだまり事業所

52-5379

53-3233

大谷341番地1

上野田200番地1

中之郷428番地3

河原一丁目1番地

上野田273番地2

深山口524番地

上野田805番地

松尾121番地

上野田246番地

松尾359番地

鎌掛2362番地

中道二丁目12番地

西大路47番地1

大窪331番地

大窪940番地

西大路1631番地（西大路小学校内）

佐久良37番地（桜谷小学校内）

大窪428番地1

大窪428番地1

大窪428番地1

大窪428番地1

三十坪60番地

53-1955

53-1955

53-1965

53-1955

53-0079

松尾1661番地

三十坪28番地

松尾一丁目20番地

河原一丁目1番地

52-2349

53-8780

53-2524

52-1200

52-0326

52-0261

53-1325

53-3838

深山口524番地（誉の松ケアハウスひの内）30-9014

子育て

教育

市民交流

生涯学習

福祉

健康

介護

53-1010

52-1131
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商工業

駅

消防署

消防施設

警察署

郵便局

近江日野郵便局

日野雲雀野郵便局

東桜谷郵便局

52-3088

滋賀県畜産技術振興センター

グリーン近江農業協同組合日野西出張所（令和4年4月1日から）

52-4334 河原一丁目1番地

河原一丁目1番地

三十坪1290番地1日野町消防団第3分団詰所

日野町消防団第2分団詰所

日野町消防団第1分団（鎌掛）詰所

日野町消防団第1分団（西大路）詰所

滋賀県東近江警察署　北比都佐警察官駐在所

滋賀県東近江警察署　南比都佐警察官駐在所

滋賀県東近江警察署　桜谷警察官駐在所

滋賀県東近江警察署　日野警部交番

滋賀県東近江警察署

日野町消防団第1分団（日野）詰所

東近江行政組合日野消防署

東近江行政組合事務所 22-7620

内池915番地

内池920番地23

53-1911

52-0219

日野町森の家

日野町商工会館（日野町商工会）

日野町林業センター

（滋賀中央森林組合日野事業所）

近江鉄道日野駅

52-2223

53-0149

52-2224

52-2226

52-2221

52-2225

52-2137

52-2211

中部清掃組合能登川清掃センター（不燃）

中部清掃組合日野清掃センター（可燃）

八日市布引ライフ組合（衛生プラント）

52-2611

グリーン近江農業協同組合日野東支店

松尾一丁目86番地

上野田170番地4

中之郷452番地3

北脇1081

西大路1244番地

東近江市八日市緑町26番18号

松尾五丁目15番地

中在寺274番地

清田943番地4

三十坪92番地

西大路843番地

熊野431番地53-0809

西大路11番地1

鎌掛2287番地

中之郷442番地1

鎌掛1番地312

52-1211

52-1015

東近江市東今崎町5番33号

52-1103

52-2222

大谷970番地

中道二丁目1番地

河原二丁目55番地

内池926番地

河原一丁目1番地

村井1284番地

鎌掛2885番地6

52-0833 村井2022番地8

蔵王333番地9752-5050

山本695番地

東近江市瓜生津町2011番地13

東近江市柴原南町1590番地

北脇1番地1

東近江市種町528番地

52-0515

西大路2871番地

24-0110

52-0110

53-0302

52-2255

52-2020

52-4543

同上（令和4年4月1日から）

農林水産業

清田916番地4

内池334番地

豊田297番地4

グリーン近江農業協同組合日野北支店

日野町土地改良区（日野町役場内）

日野川ダム管理事務所

蔵王ダム管理事務所

西桜谷郵便局

西大路郵便局

日野鎌掛郵便局

日野清田郵便局

内池郵便局

日野明住郵便局

八日市布引ライフ組合（布引斎苑）

日野町漁業協同組合

観光

52-0119

-

ごみ

環境

-

-

-

-

-

23-4922

22-0465

53-0155

42-2294

52-6577

滋賀農業公園ブルーメの丘

木工芸体験施設「グリム」

グリム冒険の森

日野まちかど感応館（日野観光協会）

日野駅観光案内交流施設「なないろ」
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