
日付 実施場所 実施対象 受講者数(人)
平成29年5月8日 警察学校 警察 15
平成29年5月28日 避難訓練 地域 300
平成29年6月11日 守山公民館 地域 60
平成29年6月12日 東近江行政組合消防本部 消防 100
平成29年6月13日 東近江行政組合消防本部 消防 100
平成29年6月13日 危機管理センター 地域 50
平成29年6月29日 危機管理センター 地域 50
平成29年7月20日 日野町防災講座 地域 30
平成29年7月22日 菩提寺北小 学校 100
平成29年8月27日 大谷団地自治会 地域 30
平成29年8月27日 栗東市防災訓練（治田東） 地域 50
平成29年9月19日 危機管理センター 地域 50
平成29年9月23日 彦根市みずほ文化センター 地域 -
平成29年9月23日 西大津レイクヒルズ 地域 30
平成29年10月17日 危機管理センター(高島市マキノ民生委員) 地域 30
平成29年10月24日 新採研修 県職 -
平成29年10月26日 危機管理センター(長岡京市下海印寺) 地域 30
平成29年11月5日 きぬがさ 地域 -
平成29年11月11日 大津市鶴の里東 地域 30
平成29年11月14日 危機管理センター(栗東市保育研究会) 施設 25
平成29年11月16日 危機管理センター(石部学区民生委員・児童委員) 地域 16
平成29年11月26日 神山まち歩き 地域 -
平成29年11月29日 田上山卒業記念植樹 学校 170
平成29年12月10日 長命寺 図上訓練 地域 10
平成29年12月20日 甲賀清和会館 地域 30
平成30年1月14日 野洲市小篠原 地域 30
平成30年1月24日 竜王町職員研修 市町 40
平成30年1月28日 湖南市宝来坂 地域 30
平成30年6月3日 高島市避難訓練 地域 82
平成30年6月21日 安曇川シニア大学 地域 20
平成30年6月30日 長浜市木之本町石道 地域 -
平成30年7月25日 湖南市 地域 30
平成30年7月26日 竜王町 市町 30
平成30年7月30日 甲賀広域行政組合信楽消防署 消防 24
平成30年9月1日 長浜市木之本町大見 地域 -
平成30年9月2日 総合防災訓練 - 73
平成30年9月6日 高島市朽木村井 地域 -
平成30年9月9日 彦根市古沢町東山防災会 地域 55
平成30年9月16日 長浜市木之本町馬上 地域 -
平成30年10月8日 県民活動生活課 - 50
平成30年10月8日 近江八幡市　宮内町　第5区自治会 地域 50
平成30年10月8日 長浜市木之本町馬上 地域 -
平成30年10月13日 草津市観光ボランティアガイド協会 地域 40
平成30年10月19日 彦根市民生委員児童委員 地域 30
平成30年10月21日 大津市大石富川地区 地域 -
平成30年10月28日 野洲市　大篠原自治会 地域 43
平成30年10月28日 東近江市長勝寺町自治会 地域 66
平成30年11月3日 長浜市木之本町余 地域 -
平成30年11月26日 長浜市木之本町馬上 地域 13
平成30年12月1日 くさつエコスタイルプラザ 地域 150
平成30年12月8日 長浜市木之本町石道 地域 -
平成31年1月11日 田上山卒業記念植樹 学校 170
平成30年1月21日 滋賀県警察学校 警察 20
平成31年2月24日 大津市枝自治会　防災訓練 地域 100
平成31年3月9日 長浜市木之本町古橋自治会 地域 40
令和1年5月24日 県と市町の防災関係職員 市町 60
令和1年5月24日 滋賀県警大津警察署 警察 80
令和1年6月1日 栗東市民(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ金勝) 地域 33
令和1年6月2日 ハイウェイサイドタウン自治会 地域 18
令和1年6月2日 高島市避難訓練 地域 100
令和1年6月16日 彦根市避難訓練 地域 60
令和1年6月26日 希望ヶ丘小学校 小学校 80
令和1年7月3日 湖南市菩提寺北学区民生委員児童委員協議会 地域 7



令和1年8月3日 木之本町川合地区 地域 35
令和1年8月4日 木之本町古橋地区 地域 24
令和1年8月9日 ミニミニスクール 小学生 28
令和1年9月7日 醒井地区 地域 16
令和1年9月28日 木之本町余地区 地域 18
令和1年10月5日 信楽町江田地区 地域 24
令和1年10月15日 下丹生地区 地域 -
令和1年10月18日 上丹生地区 地域 20
令和1年11月20日 第45回田上卒業記念植樹 小学校 151
令和2年1月20日 警察学校 警察 20
令和2年2月2日 大篠原自治会 地域 30
令和2年6月24日 甲賀市消防団（信楽方面隊） 消防団 17
令和2年6月25日 甲賀市消防団（土山方面隊） 消防団 11
令和2年6月26日 甲賀市消防団（甲南方面隊） 消防団 17
令和2年6月30日 甲賀市消防団（甲賀方面隊） 消防団 13
令和2年7月2日 甲賀市消防団（水口方面隊） 消防団 17
令和2年7月9日 多羅尾小学校全校生徒 小学校 7
令和2年7月15日 朽木中学校（全校生徒31人、教師10名） 中学校 41
令和2年8月31日 日野町立桜谷中学校(5,6年生30名、教師3名、地元広報誌1名) 中学校 34
令和2年9月19日 大篠原自治会 地域 39
令和2年10月28日 甲賀市立希望ヶ丘小学校4年生(3回実施) 小学校 50
令和2年12月4日 田上山記念植樹(田上小学校) 小学校 58
令和2年12月11日 田上山記念植樹(上田上小学校) 小学校 8
令和3年1月18日 滋賀県警察学校 警察 13
令和3年2月6日 拝坂自治会警戒区域等説明会 自治会 50
令和3年2月19日 消防団幹部研修 消防団 52
令和3年3月12日 要配慮者施設避難計画作成説明会 市職員 30
令和3年5月8日 湖南広域支部管内分団長以上 消防団 40
令和3年5月20日 西浅井町余地区水害協役員WG 自治会 8
令和3年6月4日 余呉町上丹生地区水害協WG 自治会 6
令和3年6月11日 木之本町石道地区水害協WG 自治会 5
令和3年7月3日 木之本町川合地区水害協WG 自治会 8
令和3年7月30日 余呉町上丹生地区水害協WG 自治会 5
令和3年8月10日 市町職員長期実地研修生等合同研修 市町 15
令和3年9月26日 湖南市防災士連絡会へWEB配信 防災士 28
令和3年10月30日 草津市若草四丁目・三丁目・岡本町 自治会 50
令和3年10月30日 木之本町上丹生地区水害協役員WG 自治会 7
令和3年12月5日 近江八幡市小船木町 自治会 31
令和3年12月13日 滋賀県警察学校 警察 13
令和3年12月20日 大石小学校（卒業生） 学校 89
令和3年12月21日 田上小学校（卒業生） 学校 68
令和4年1月27日 上田上小学校（卒業生） 学校 9
令和4年3月4日 滋賀県行政監視行政相談センター（草津,守山,栗東,野洲市） 行政相談委員 11
令和4年3月20日 大津消防団（内62名:別会場でﾘﾓｰﾄ参加) 消防団 102


