
令和４年４月１日現在
支払機関名（漢字） 電話番号

ア ｼｶﾞｹﾝ ｱﾄﾞｶﾞﾜｺ 安曇川高等学校 0740-32-0477
イ ｼｶﾞｹﾝ ｲｶｺｳｺｳ 伊香高等学校 0749-82-4141

ｼｶﾞｹﾝ ｲｼﾍﾞｺｳｺ 石部高等学校 0748-77-0311
ｼｶﾞｹﾝ ｲｼﾔﾏｺｳｺ 石山高等学校 077-537-3371
ｼｶﾞｹﾝ ｲﾌﾞｷｺｳｺ 伊吹高等学校 0749-55-2350
ｼｶﾞｹﾝ ｲﾘﾖｳｾｲｻ 医療政策課 077-528-3610
ｼｶﾞｹﾝ ｲﾘﾖｳﾌｸｼ 医療福祉推進課 077-528-3510
ｼｶﾞｹﾝ ｲﾘﾖｳﾎｹﾝ 医療保険課 077-528-3566

エ ｼｶﾞｹﾝ ｴｲｾｲｶｶﾞ 衛生科学センター 077-537-3050
ｼｶﾞｹﾝ ｴｺｵﾌｲｽ 会計管理局管理課（エコオフィス担当） 077-528-4314
ｼｶﾞｹﾝ ｴﾁｺｳｺｳ 愛知高等学校 0749-42-2150
ｼｶﾞｹﾝ ｴﾁｺｳﾄｳﾖ 愛知高等養護学校 0749-49-4000

オ ｼｶﾞｹﾝ ｵｳﾐｶﾞｸｴ 近江学園 0748-77-2811
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂｷﾀｹｲ 大津北警察署 077-573-1234
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂｹｲｻﾂ 大津警察署 077-522-1234
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂｺｳｺｳ 大津高等学校 077-523-0386
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂｼﾖｳｷ 大津商業高等学校 077-524-4284
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂｾｲﾘﾖ 大津清陵高等学校 077-537-5004
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂﾄﾞﾎﾞ 大津土木事務所 077-524-2812
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂﾀｶｼﾏ 大津･高島子ども家庭相談センター 077-548-7768
ｼｶﾞｹﾝ ｵｵﾂﾉｳｼﾝ 大津･南部農業農村振興事務所 077-567-5412

カ ｼｶﾞｹﾝ ｶｲｹｲｶﾝﾘ 会計管理局管理課 077-528-4311
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾀﾀｺｳｺｳ 堅田高等学校 077-572-1206
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾁｸﾎｹﾝｴ 家畜保健衛生所 0748-37-7511
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾜｾｺｳｺｳ 河瀬高等学校 0749-25-2200
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾝｷﾖｳｾｲ 環境政策課 077-528-3350
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾝｺｳｼﾝｺ 観光振興局 077-528-3740
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾝｺﾞｾﾝﾓ 看護専門学校 0749-63-4646
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾝｻｲｲﾝｼ 監査委員事務局 077-528-4463
ｼｶﾞｹﾝ ｶﾝｾﾝｼﾖｳ 感染症対策課 077-528-3580

キ ｼｶﾞｹﾝ ｷﾞｶｲｿｳﾑ 議会事務局総務課 077-528-4081
ｼｶﾞｹﾝ ｷｶｸﾁﾖｳｾ 企画調整課 077-528-3311
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾀｵｵﾂｺｳ 北大津高等学校 077-573-5881
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾀｵｵﾂﾖｳ 北大津養護学校 077-598-3174
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾀｶﾞﾜｽｲ 北川水源地域振興事務所 0740-38-3145
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾀｺｳﾖｳｺ 北大津高等養護学校 077-574-7900
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾉﾓﾄｹｲｻ 木之本警察署 0749-82-3021
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾉﾓﾄﾄﾞﾎ 長浜土木事務所木之本支所 0749-82-3435
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾕｳﾖｶﾝﾘ 人事課 077-528-3158
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾖｳｲｷﾖｳ 教育委員会事務局教育総務課 077-528-4511
ｼｶﾞｹﾝ ｷﾖｳｼﾖｸｲ 教育委員会事務局教職員課 077-528-4531

ク ｼｶﾞｹﾝ ｸｻﾂｹｲｻﾂ 草津警察署 077-563-0110
ｼｶﾞｹﾝ ｸｻﾂｺｳｷﾞ 高等技術専門校草津校舎 077-564-3296
ｼｶﾞｹﾝ ｸｻﾂｺｳｺｳ 草津高等学校 077-562-1220
ｼｶﾞｹﾝ ｸｻﾂﾋｶﾞｼ 草津東高等学校 077-564-4681
ｼｶﾞｹﾝ ｸｻﾂﾖｳｺﾞ 草津養護学校 077-566-0012

ケ ｼｶﾞｹﾝ ｹｲｻﾂﾎﾝﾌ 警察本部会計課 077-522-1231(代表）
ｼｶﾞｹﾝ ｹｲﾘﾖｳｹﾝ 計量検定所 077-563-3145
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾞｽｲﾄﾞｳ 下水道課 077-528-4211
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｺｳｼﾞﾕ 健康寿命推進課 077-528-3610
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｺｳﾌｸｼ 健康福祉政策課 077-528-3511
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｾﾞｲｺｳ 【県税】中部県税事務所（甲賀納税課） 0748-63-6106
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｾﾞｲｺﾄ 【県税】東北部県税事務所（湖東納税課） 0749-27-2206
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｾﾞｲｾｲ 【県税】西部県税事務所 077-522-9805
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｾﾞｲﾀｶ 【県税】西部県税事務所（高島納税課） 0740-25-8012
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｾﾞｲﾁﾕ 【県税】中部県税事務所 0748-22-7707
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｾﾞｲﾄｳ 【県税】東北部県税事務所 0749-65-6606

支払機関一覧表

通帳印字
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ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝｾﾞｲﾅﾝ 【県税】南部県税事務所 077-567-5406
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝﾐﾝｶﾂﾄ 県民活動生活課 077-528-3417
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝﾘﾂｶﾜｾ 県立河瀬中学校 0749-25-2200
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝﾘﾂﾐﾅｸ 県立水口東中学校 0748-62-6745
ｼｶﾞｹﾝ ｹﾝﾘﾂﾓﾘﾔ 県立守山中学校 077-582-2289

コ ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶｶｲｹｲ 会計課（甲賀地域会計係） 0748-63-6125
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶｶﾝｷﾖ 甲賀環境事務所 0748-63-6133
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶｹｲｻﾂ 甲賀警察署 0748-62-4155
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶｼﾝﾘﾝ 甲賀森林整備事務所 0748-63-6116
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶｿｳﾑｹ 総務事務・厚生課甲賀総務経理係 0748-63-6108
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶﾄﾞﾎﾞ 甲賀土木事務所 0748-63-6153
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶﾉｳｼﾝ 甲賀農業農村振興事務所 0748-63-6127
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶﾉｳｾﾞ 中部県税事務所（甲賀納税課） 0748-63-6106
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｶﾌｸｼｼ 甲賀健康福祉事務所 0748-63-6148
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｷﾞｿｳｺ 工業技術総合センター 077-558-1500
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｺｳｷﾖｳ 教育委員会事務局高校教育課 077-528-4571
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳｾｲｺｳｺ 甲西高等学校 0748-72-3611
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳﾁｶ   耕地課 077-528-3941
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳﾂｳｾﾝﾘ 交通戦略課 077-528-3681
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳﾅﾝｺｳｺ 甲南高等学校 0748-86-4145
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳﾅﾝｺｳﾄ 甲南高等養護学校 0748-86-8401
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳﾎｳｶ  広報課 077-528-3041
ｼｶﾞｹﾝ ｺｳﾗﾖｳｺﾞ 甲良養護学校 0749-38-4880
ｼｶﾞｹﾝ ｺｸｻｲｶ 国際課 077-528-3060
ｼｶﾞｹﾝ ｺｸｻｲｼﾞﾖ 国際情報高等学校 077-554-0600
ｼｶﾞｹﾝ ｺｸｽﾎﾟｼﾖ 国スポ・障スポ大会局 077-528-3321
ｼｶﾞｹﾝ ｺｺｼｶﾞ ここ滋賀 03-6225-2951
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄｳｶｲｹｲ 会計課（湖東地域会計係） 0749-27-2202
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄｳｶﾝｷﾖ 湖東環境事務所 0749-27-2255
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄｳｿｳﾑｹ 総務事務・厚生課湖東総務経理係 0749-27-2201
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄｳﾄﾞﾎﾞ 湖東土木事務所 0749-27-2241
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄｳﾉｳｼﾝ 湖東農業農村振興事務所 0749-27-2213
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄｳﾉｳｾﾞ 東北部県税事務所（湖東納税課） 0749-27-2206
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄｳﾌｸｼｼ 湖東健康福祉事務所 0749-22-1770(代表）
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄﾞﾓｶﾃｲ 中央子ども家庭相談センター 077-562-1121
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾄﾞﾓｾｲｼ 子ども・青少年局 077-528-3554
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾅﾝﾉｳｺｳ 湖南農業高等学校 077-564-5255
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾎｸｶｲｹｲ 会計課（湖北地域会計係） 0749-65-6628
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾎｸｶﾝｷﾖ 湖北環境事務所 0749-65-6650
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾎｸｼﾝﾘﾝ 湖北森林整備事務所 0749-65-6616
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾎｸｿｳﾑｹ 総務事務・厚生課湖北総務経理係 0749-65-6603
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾎｸﾉｳｼﾝ 湖北農業農村振興事務所 0749-65-6613
ｼｶﾞｹﾝ ｺﾎｸﾌｸｼｼ 湖北健康福祉事務所 0749-65-6660

サ ｼｶﾞｹﾝ ｻﾞｲｾｲｶ 財政課 077-528-3181
ｼｶﾞｹﾝ ｻﾝｶｸｾﾝﾀ 男女共同参画センター 0748-37-3751

シ ｼｶﾞｹﾝ ｼｰｵｰﾂｰﾈ ＣＯ２ネットゼロ推進課 077-528-3493
ｼｶﾞｹﾝ ｼｶﾞﾗｷｺｳ 信楽高等学校 0748-82-0167
ｼｶﾞｹﾝ ｼｾﾞﾝｶﾝｷ 自然環境保全課 077-528-3481
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾁｮｳｼﾝｺ 市町振興課 077-528-3231
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾄﾞｳｼﾔ 自動車税事務所 077-585-7288
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾕｳﾀｸｶ 住宅課 077-528-4231
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾕﾝｶﾝｼ 循環社会推進課 077-528-3471
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾖｳｶﾞｲｶ 教育委員会事務局生涯学習課 077-528-4651
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾖｳｶﾞｲﾌ 障害福祉課 077-528-3540
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾖｳｺｳｾｲ 商工政策課 077-528-3711
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾖｳﾋｾｲｶ 消費生活センター 0749-27-2234
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾖｳﾎﾞｳｶ 消防学校 0748-42-1000
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ｼｶﾞｹﾝ ｼﾖｸﾆｸｴｲ 食肉衛生検査所 0748-37-7037
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾖｾｲｶﾂ 女性活躍推進課 077-528-3770
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾝｱｻﾋﾖｳ 新旭養護学校 0740-25-6810
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾝｹﾝｷﾖ 教育委員会事務局人権教育課 077-528-4591
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾝｹﾝｾｻ 人権施策推進課 077-528-3531
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾝｼﾞｲｲ 人事委員会事務局 077-528-4453
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾞﾝｼﾞｶ 人事課 077-528-3151
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾝﾘﾝｾｲｻ 森林政策課 077-528-3911
ｼｶﾞｹﾝ ｼﾝﾘﾝﾀｶｼ 西部・南部森林整備事務所高島支所 0740-22-6030

ス ｼｶﾞｹﾝ ｽｲｻﾝｶ  水産課 077-528-3871
ｼｶﾞｹﾝ ｽｲｻﾝｼｹﾝ 水産試験場 0749-28-1611
ｼｶﾞｹﾝ ｽﾎﾟ-ﾂｶ スポーツ課 077-528-3360

セ ｼｶﾞｹﾝ ｾｲｶﾂｴｲｾ 生活衛生課 077-528-3641
ｼｶﾞｹﾝ ｾｲｻｸｹﾝｼ 政策研修センター 077-527-5247
ｼｶﾞｹﾝ ｾｲｼﾝﾎｹﾝ 精神保健福祉センター 077-567-5010
ｼｶﾞｹﾝ ｾﾞｲｾｲｶ 税政課 077-528-3211
ｼｶﾞｹﾝ ｾｲﾌﾞｹﾝｾ 西部県税事務所 077-522-9805
ｼｶﾞｹﾝ ｾｲﾌﾞｼﾝﾘ 西部･南部森林整備事務所 077-527-0655
ｼｶﾞｹﾝ ｾｲﾘﾖｳﾊﾞ 大津清陵高等学校馬場分校 077-523-0387
ｼｶﾞｹﾝ ｾﾞｾﾞｺｳｺ 膳所高等学校 077-523-2304
ｼｶﾞｹﾝ ｾﾀｺｳｷﾞﾖ 瀬田工業高等学校 077-545-2510

ソ ｼｶﾞｹﾝ ｿｳｺﾞｳｷﾖ 総合教育センター 077-588-2311
ｼｶﾞｹﾝ ｿｳｺﾞｳﾎｹ 総合保健専門学校 077-583-4147
ｼｶﾞｹﾝ ｿｳﾑｶ   総務課 077-528-3111
ｼｶﾞｹﾝ ｿｳﾑｼﾞﾑｺ 総務事務・厚生課 077-528-3161
ｼｶﾞｹﾝ ｿｳﾑｼﾞﾑｼ 総務事務・厚生課（総務事務集中） 077-528-3201

タ ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏｶｲｹ 会計課（高島地域会計係） 0740-22-6039
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏｶﾝｷ 高島環境事務所 0740-22-6066
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏｹｲｻ 高島警察署 0740-22-0110
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏｺｳｺ 高島高等学校 0740-22-2002
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏｿｳﾑ 総務事務・厚生課高島総務経理係 0740-22-6010
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏﾄﾞﾎ 高島土木事務所 0740-22-6044
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏﾉｳｼ 高島農業農村振興事務所 0740-22-6025
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏﾉｳｾ 西部県税事務所（高島納税課） 0740-25-8012
ｼｶﾞｹﾝ ﾀｶｼﾏﾌｸｼ 高島健康福祉事務所 0740-22-2525(代表)
ｼｶﾞｹﾝ ﾀﾏｶﾞﾜｺｳ 玉川高等学校 077-565-1581
ｼｶﾞｹﾝ ﾀﾝｶｲｶﾞｸ 淡海学園 0748-67-0149

チ ｼｶﾞｹﾝ ﾁｸｻﾝｶ  畜産課 077-528-3851
ｼｶﾞｹﾝ ﾁｸｻﾝｷﾞｼ 畜産技術振興センター 0748-52-1221
ｼｶﾞｹﾝ ﾁﾕｳｼﾖｳｷ 中小企業支援課 077-528-3731
ｼｶﾞｹﾝ ﾁﾕｳﾌﾞｹﾝ 中部県税事務所 0748-22-7707
ｼｶﾞｹﾝ ﾁﾕｳﾌﾞｼﾝ 中部森林整備事務所 0748-22-7717

テ ｼｶﾞｹﾝ ﾃﾞｲ-ｴﾂｸ ＤＸ推進課 077-528-3382
ト ｼｶﾞｹﾝ ﾄｳｷﾖｳﾎﾝ 東京本部 03-5212-9107

ｼｶﾞｹﾝ ﾄｳｹｲｶ  統計課 077-528-3391
ｼｶﾞｹﾝ ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾎ 動物保護管理センター 0748-75-1911
ｼｶﾞｹﾝ ﾄｳﾎｸﾌﾞｹ 東北部県税事務所 0749-65-6606
ｼｶﾞｹﾝ ﾄｳﾎｸﾌﾞｺ 東北部工業技術センター 0749-62-1492
ｼｶﾞｹﾝ ﾄｸﾍﾞﾂｼｴ 教育委員会事務局特別支援教育課 077-528-4640
ｼｶﾞｹﾝ ﾄｼﾖｶﾝ  図書館 077-548-9691
ｼｶﾞｹﾝ ﾄﾞﾎﾞｸｶﾝ 監理課 077-528-4110
ｼｶﾞｹﾝ ﾄﾗﾋﾒｺｳｺ 虎姫高等学校 0749-73-3055
ｼｶﾞｹﾝ ﾄﾘｲﾓﾄﾖｳ 鳥居本養護学校 0749-24-1768

ナ ｼｶﾞｹﾝ ﾅｶﾞﾊﾏｷﾀ 長浜北高等学校 0749-62-0238
ｼｶﾞｹﾝ ﾅｶﾞﾊﾏｹｲ 長浜警察署 0749-62-0110
ｼｶﾞｹﾝ ﾅｶﾞﾊﾏﾄﾞ 長浜土木事務所 0749-65-6636
ｼｶﾞｹﾝ ﾅｶﾞﾊﾏﾉｳ 長浜農業高等学校 0749-62-0876
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ｼｶﾞｹﾝ ﾅｶﾞﾊﾏﾎｸ 長浜北星高等学校 0749-62-3370
ｼｶﾞｹﾝ ﾎｸｾｲｺｳﾄ 長浜北星高等養護学校 0749-62-0920
ｼｶﾞｹﾝ ﾅｶﾞﾊﾏﾖｳ 長浜養護学校 0749-63-9721
ｼｶﾞｹﾝ ﾅﾝﾌﾞｶｲｹ 会計課（南部地域会計係） 077-567-5420
ｼｶﾞｹﾝ ﾅﾝﾌﾞｶﾝｷ 南部環境事務所 077-567-5444
ｼｶﾞｹﾝ ﾅﾝﾌﾞｹﾝｾ 南部県税事務所 077-567-5406
ｼｶﾞｹﾝ ﾅﾝﾌﾞｿｳﾑ 総務事務・厚生課南部総務経理係 077-567-5402
ｼｶﾞｹﾝ ﾅﾝﾌﾞﾄﾞﾎ 南部土木事務所 077-567-5433
ｼｶﾞｹﾝ ﾅﾝﾌﾞﾌｸｼ 南部健康福祉事務所 077-562-3527
ｼｶﾞｹﾝ ﾅﾝﾌﾞﾘﾕｳ 南部流域下水道事務所 077-564-1900

ノ ｼｶﾞｹﾝ ﾉｳｷﾞﾖｳｷ 農業技術振興センター 0748-46-3081
ｼｶﾞｹﾝ ﾉｳｾｲｶ  農政課 077-528-3811
ｼｶﾞｹﾝ ﾉﾄｶﾞﾜｺｳ 能登川高等学校 0748-42-1305

ハ ｼｶﾞｹﾝ ﾊﾁﾏﾝｹｲｻ 近江八幡警察署 0748-32-0110
ｼｶﾞｹﾝ ﾊﾁﾏﾝｺｳｷ 八幡工業高等学校 0748-37-7227
ｼｶﾞｹﾝ ﾊﾁﾏﾝｺｳｺ 八幡高等学校 0748-33-2302
ｼｶﾞｹﾝ ﾊﾁﾏﾝｼﾖｳ 八幡商業高等学校 0748-32-2072

ヒ ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼｵｵﾂ 東大津高等学校 077-545-8025
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼｿｳﾑ 総務事務・厚生課東近江総務経理係 0748-22-7705
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼｶｲｹ 会計課（東近江地域会計係） 0748-22-7725
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼｶﾝｷ 東近江環境事務所 0748-22-7758
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼｹｲｻ 東近江警察署 0748-24-0110
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼﾄﾞﾎ 東近江土木事務所 0748-22-7733
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼﾉｳｼ 東近江農業農村振興事務所 0748-22-7715
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｶﾞｼﾌｸｼ 東近江健康福祉事務所 0748-22-1253
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｺﾈｹｲｻﾂ 彦根警察署 0749-27-0110
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｺﾈｺｳｷﾞ 彦根工業高等学校 0749-28-2201
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｺﾈｺﾄﾞﾓ 彦根子ども家庭相談センター 0749-24-3741
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｺﾈｼﾖｳｾ 彦根翔西館高等学校 0749-23-1491
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｺﾈﾋｶﾞｼ 彦根東高等学校 0749-22-4800
ｼｶﾞｹﾝ ﾋﾞｼﾞﾕﾂｶ 美術館 077-543-2111
ｼｶﾞｹﾝ ﾋｼﾖｶ   秘書課 077-528-3020
ｼｶﾞｹﾝ ﾋﾉｺｳｺｳ 日野高等学校 0748-52-1200
ｼｶﾞｹﾝ ﾋﾞﾖｳｶﾞｲ 病害虫防除所 0748-46-4926
ｼｶﾞｹﾝ ﾋﾞﾜｺｶﾝｷ 琵琶湖環境科学研究センター 077-526-4800
ｼｶﾞｹﾝ ﾋﾞﾜｺﾎｾﾞ 琵琶湖保全再生課 077-528-3460
ｼｶﾞｹﾝ ﾋﾞﾜｺﾊｸﾌ 琵琶湖博物館 077-568-4811

フ ｼｶﾞｹﾝ ﾌﾛ-ﾃｲﾝｸ びわ湖フローティングスクール 077-524-8225
ｼｶﾞｹﾝ ﾌﾞﾝｶｻﾞｲ 文化財保護課 077-528-4671
ｼｶﾞｹﾝ ﾌﾞﾝｶｹﾞｲ 文化芸術振興課 077-528-3340

へ ｼｶﾞｹﾝ ﾍｲﾜｷﾈﾝｶ 平和祈念館 0749-46-0300
ホ ｼｶﾞｹﾝ ﾎﾞｳｻｲｷｷ 防災危機管理局 077-528-3430

ｼｶﾞｹﾝ ﾎｸﾌﾞﾘﾕｳ 北部流域下水道事務所 0749-26-6633
ｼｶﾞｹﾝ ﾎｹﾝﾀｲｲｸ 教育委員会事務局保健体育課 077-528-4610

マ ｼｶﾞｹﾝ ﾏｲﾊﾞﾗｷﾞ 高等技術専門校米原校舎 0749-52-5300
ｼｶﾞｹﾝ ﾏｲﾊﾞﾗｹｲ 米原警察署 0749-52-0110
ｼｶﾞｹﾝ ﾏｲﾊﾞﾗｺｳ 米原高等学校 0749-52-1601

ミ ｼｶﾞｹﾝ ﾐｸﾓﾖｳｺﾞ 三雲養護学校 0748-72-4011
ｼｶﾞｹﾝ ﾐﾅｸﾁｺｳｺ 水口高等学校 0748-62-4104
ｼｶﾞｹﾝ ﾐﾅｸﾁﾋｶﾞ 水口東高等学校 0748-62-6745
ｼｶﾞｹﾝ ﾐﾗｲﾉﾉｳｷ みらいの農業振興課 077-528-3831

モ ｼｶﾞｹﾝ ﾓｳｶﾞﾂｺｳ 盲学校 0749-22-2321
ｼｶﾞｹﾝ ﾓﾉﾂﾞｸﾘｼ モノづくり振興課 077-528-3791
ｼｶﾞｹﾝ ﾓﾘﾔﾏｷﾀｺ 守山北高等学校 077-585-0431
ｼｶﾞｹﾝ ﾓﾘﾔﾏｹｲｻ 守山警察署 077-583-0110
ｼｶﾞｹﾝ ﾓﾘﾔﾏｺｳｺ 守山高等学校 077-582-2289
ｼｶﾞｹﾝ ﾓﾘﾔﾏﾖｳｺ 守山養護学校 077-583-5857
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ヤ ｼｶﾞｹﾝ ﾔｸﾑｶ 薬務課 077-528-3631

ｼｶﾞｹﾝ ﾔｸﾑｶ2 薬務課２ 0748-88-2122
ｼｶﾞｹﾝ ﾔｽｺｳｺｳ 野洲高等学校 077-587-0059
ｼｶﾞｹﾝ ﾔｽﾖｳｺﾞｶ 野洲養護学校 077-586-6850

ヨ ｼｶﾞｹﾝ ﾖｳｶｲﾁｺｳ 八日市高等学校 0748-22-1515
ｼｶﾞｹﾝ ﾖｳｶｲﾁﾐﾅ 八日市南高等学校 0748-22-1513
ｼｶﾞｹﾝ ﾖｳｶｲﾁﾖｳ 八日市養護学校 0748-23-1774
ｼｶﾞｹﾝ ﾖｳｼﾖｳﾁﾕ 教育委員会事務局幼小中教育課 077-528-4660

リ ｼｶﾞｹﾝ ﾘﾂﾄｳｺｳｺ 栗東高等学校 077-553-3350
ｼｶﾞｹﾝ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ- リハビリテーションセンター 077-582-8157

ロ ｼｶﾞｹﾝ ﾛｳﾄﾞｳｲｲ 労働委員会事務局 077-528-4473
ｼｶﾞｹﾝ ﾛｳﾄﾞｳｺﾖ 労働雇用政策課 077-528-3751
ｼｶﾞｹﾝ ﾛｳﾜｶﾞﾂｺ 聾話学校 077-552-1380
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