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試験対象外とするGoogleマップ、Facebookを提供しているページ
ページのタイトル ページのURI

八日市保健センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000013.html

湖東保健センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000017.html

能登川保健センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000018.html

蒲生支所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000019.html

蒲生医療センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000020.html

能登川病院 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000021.html

永源寺診療所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000022.html

永源寺東部出張診療所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000023.html

あいとう診療所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000024.html

湖東診療所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000025.html

東近江市福祉センター　ハートピア http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000026.html

老人福祉センター　延命荘 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000032.html

湖東リハビリステーション http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000037.html

発達支援センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000042.html

ファミリー・サポート・センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000047.html

教育研究所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000069.html

八日市図書館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000070.html

永源寺図書館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000071.html

五個荘図書館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000072.html

愛東図書館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000073.html

湖東図書館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000074.html

能登川図書館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000075.html

蒲生図書館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000076.html

平田コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000078.html

市辺コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000080.html

玉緒コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000081.html

御園コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000082.html

建部コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000083.html

中野コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000085.html

南部コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000088.html

五個荘コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000090.html

愛東コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000091.html

蒲生コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000099.html

世界凧博物館 東近江大凧会館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000100.html

近江商人博物館・中路融人記念館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000102.html

五個荘近江商人屋敷　藤井彦四郎邸 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000103.html

五個荘近江商人屋敷　外村宇兵衛邸 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000104.html

五個荘近江商人屋敷　外村繁邸 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000106.html

五個荘近江商人屋敷　中江準五郎邸 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000108.html

西堀榮三郎記念探検の殿堂 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000109.html

能登川博物館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000114.html

野口謙蔵記念館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000116.html

ガリ版伝承館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000117.html

八日市文化芸術会館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000118.html

八日市いきものふれあいの里 河辺いきものの森 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000120.html

ふるさと文化体験学習館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000122.html

てんびんの里文化学習センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000124.html

やわらぎホール http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000130.html

あかね文化ホール http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000131.html

布引運動公園体育館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000140.html

布引運動公園弓道場 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000141.html

布引運動公園プール http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000144.html

長山公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000145.html

永源寺運動公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000148.html

繖（きぬがさ）公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000149.html

五個荘体育館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000150.html

おくのの運動公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000152.html

ひばり公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000153.html

湖東スタジアム http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000154.html

ひばりグラウンド・パークゴルフ http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000155.html

ひばりドーム・テニスコート http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000156.html

湖東体育館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000157.html

湖東プール http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000158.html

すこやかの杜（もり）運動公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000159.html
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能登川スポーツセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000161.html

ふれあい運動公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000162.html

やわらぎの郷公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000166.html

蒲生運動公園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000167.html

蒲生体育館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000168.html

愛知川河川敷広場 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000170.html

東近江市八日市公設地方卸売市場 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000185.html

自然休養村管理センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000188.html

東近江市ぷらざ三方よし http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000190.html

あいとうマーガレットステーション http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000191.html

ファームトピア蒲生野　いきいき農園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000193.html

勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000195.html

子育て支援センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000453.html

姉妹都市・友好都市 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000618.html

市役所への交通案内 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000649.html

発達相談 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000940.html

市役所のご案内（東近江市役所案内） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000950.html

永源寺支所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000954.html

五個荘支所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000957.html

愛東支所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000960.html

湖東支所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000963.html

能登川支所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000971.html

蒲生支所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000974.html

鈴鹿の里コミュニティセンター（永源寺支所　政所出張

所）
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000000978.html

ことうヘムスロイド村（むら）って、どんな村（むら）？ http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001127.html

能登川障害福祉センター　水車野園 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001139.html

延命公園（えんめいこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001150.html

万葉の森　船岡山（ふなおかやま） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001151.html

ひばり公園（こうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001152.html

布施公園（ふせこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001153.html

雪野山歴史公園（ゆきのやまれきしこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001154.html

五個荘中央公園（ごかしょうちゅうおうこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001155.html

あかね古墳公園（あかねこふんこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001156.html

法堂寺遺跡公園（ほうどうじいせきこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001157.html

林中央公園（はやしちゅうおうこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001158.html

猪子山公園（いのこやまこうえん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001159.html

トレーニングセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001275.html

平田グラウンド http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001276.html

八日市コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001462.html

布引運動公園陸上競技場（布引グリーンスタジアム） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001783.html

民間が運営する「つどいの広場」（地域子育て支援拠

点事業の運営委託）
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000002895.html

湖東コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000002915.html

八日市やさい村 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003417.html

万葉の郷　ぬかづか http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003418.html

永源寺　ふるさと市場 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003419.html

ごきげん館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003421.html

あいとう直売館　（道の駅　あいとうマーガレットステー

ション）
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003422.html

湖東　味咲館（みさきかん） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003423.html

朝市　JAグリーン近江能登川 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003424.html

JA東能登川　菜々笑（ななえ） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003425.html

フレッシュファーム味菜　長峰団地直売所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003428.html

フレッシュファーム味菜　滋賀蒲生町JA前直売所 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003429.html

JA直売所　旬菜館さくら http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003430.html

木地師やまの子の家 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003455.html

臨時直売所情報：中里町のやまいも http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003552.html

東近江市のプレーパーク（冒険遊び場） http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003646.html

直売所情報：ひらた夢朝市（平田地区まちづくり協議

会）
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000004218.html

永源寺コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000004782.html

能登川コミュニティセンター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000006302.html

あいとうエコプラザ菜の花館 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000006318.html

犬の登録・狂犬病予防注射の予定 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000006523.html
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4月3日（日）ごろ　国の天然記念物、北花沢町・南花

沢町のハナノキが見ごろです
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000006586.html

6月29日　道の駅あいとうマーガレットステーションのヒ

マワリが見ごろです
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000006899.html

宮荘川周辺でアジサイが見頃です http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007911.html

埋蔵文化財センター http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000008015.html

【10月28日（土）】「癒しと悟りThe禅」が開催されました http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000008295.html

【11月23日（祝）】ガリ版で味のある作品づくり！高部

晴市ワークショップ
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000008344.html

夕暮れの琵琶湖　栗見出在家から http://www.city.higashiomi.shiga.jp/journey/0000007775.html

鈴鹿10座の一つ　竜ヶ岳の山頂 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/journey/0000007776.html

市原野町のまつり「まんどう」 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/journey/0000007777.html

太郎坊・阿賀神社のお火焚大祭 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/journey/0000007778.html

真夏の太陽に向かって花開く　あいとうマーガレットス

テーション
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/journey/0000008067.html

幽玄な世界に包まれて。引接寺の万灯供養 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/journey/0000008123.html

東近江ジャーニー http://www.city.higashiomi.shiga.jp/journey/index.html

コンテンツ管理システム以外で作成・管理しているウェブページ
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/outside/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/kyodo/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/mitsukuri/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nanohanakan/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nyusatu/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nyusatu19/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nyusatu20/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nyusatu21/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nyusatu22/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nyusatu23/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/nyusatu24/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/senkyo/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/ 以下のページ。

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/koho/ 以下のページ。


