
別所岳サービスエリア

1. 屋根の雪下ろしをしなくなった
2. 夏クーラーがフル回転している
3. 畑で雑草の種類が変わってきた
4. スタッドレスタイヤが必要なくなった
4. 熱中症が増加した

 5. スノータイヤの出番が無くなった
 6. ツマグロヒョウモンが多くみられる
 7. 雪が積もるのが年に数回になった
 8. 交通機関の計画運休が頻繁になった
 9. 8 月、クーラーを使わないと寝ることができない
10. 冬に氷が張るのを見かけるのが少なくなった
11. 局地的な豪雨
13. 樹木の葉を食べる虫が少ない
14.10 月でも半袖の服でいる。夏服の時期が長い
15.10 月でもアサガオが咲いている
16. 局地的な豪雨
17.10 月になってもゴーヤが収穫できる
18. キノコを食べる昆虫（虫）が少ないように感じる
19. 弁当の保冷が必要
30. 烏丸半島のハスが全滅

12. ヒガンバナの開花が今年は遅い

20. ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く遅くまで多く発生
21. 建物の被害が増えた（台風）
22. 春・秋が短くなった
23. 極端な雨が増えた
24. 風で湖西線が止まる回数が増えた
25. 皆子山（京都との県境）で雪が積もらなかった。20 年前は積もっていた。
31. 短時間雨量が増え、県庁周辺で洪水
32. 雨で逢坂の関が崩れた
33. 積雪量が減ったのでスノータイヤが不要になった
17. プランターに最も多く飛んでいるのがツマグロヒョウモン

27. つくつくぼうしがまだ鳴いている（10/8）

1. 積雪が大幅に減りスキー場が閉鎖

2. 積雪が減りゲレンデ全面使用が減った

3. 姉川の近くで水害があった

6.2017 年彦根で異常積雪

9.2017 年高島市で大雪、特別警報

10. 紅葉の前に枯れ落葉

14.2018 年は志賀町で雪が積もらなかった

15. 比良おろしの吹く日が少なくなった

18. 栗東で土砂崩れが発生し 1人亡くなる
12. 熱中症の増加を身近で感じる
13. パンジー等昔の春の花が冬でも見られる
16. 夏場に水ゼルの頻度が増えた

18. 蛍の飛来時期が若干早まった
25. 夏にエアコンの稼働日数が増
34. 冬季の雪が減った
5. 一年草の花が寒さ対策をしなくても越冬して翌年も咲いた
8. 以前は GW に田植え 9月 1週に刈り取っていたが、出穂 35
日後では遅くなった。8月に刈るようになった。1等米が取れない

36. 夏場にエアコンが必須になった
37. 全循環がなくなると漁業が心配
38. 春服・秋服を着ない
39. 昔からの遊びができない
40. 土砂崩れを防ぐ公共工事（改修）が必要
41. 見慣れない毒のある虫を子供に教える必要がある
42. ビジネスチャンスの機会。適応策に対応する
　　技術開発が進み経済が活性化する

1. ツマグロヒョウモンをよく見かけるようになった

3. ヨシの花が咲くのが早くなった

4. 今まで竜巻のことを近くで聞いたことがなかった

ジャンボタニシが目立つようになってきた

14. 降水エリアが局所的。局所的な雨が増えた
15. 夕立がない。子供の頃は雷と雨があった

18. 夏場、コケの庭の乾燥がひどくて（少雨）管理が大変

1. 三寒四温の波動の先鋭化
2. 氷の張り方が薄く脆い
39. 梅雨の時期がわかりにくくなった、熱中症が話題になることが増えた
41. 集中豪雨災害が増えた
42. 雪が少なくなった

36. 猿・鹿・猪・熊・カワウの里への出没が激増67. 積雪が減った

3. 冷たい食べ物を食べる事が多かった
7. 積雪が減った
10. 小学校のグラウンドに雪が積もらなくなった
43. オオシロカラカサタケ県内北上

30.8 月 9 月期は湖岸漂着ごみ（水草）が増加している

4. 暑くなるスピードが早い。朝は長袖、昼からは半袖
一日で気温差も激しい。日中喉が渇く。乾燥を感じる
5. セミが減った

6. 生態系の攪乱
15. 秋刀魚が獲れだした
61. 春と秋の期間が短くなってきた
63. 人命が危機にさらされる災害が多くなった
64. 農作物の不作などが多くなった
66. 社会が温暖化の影響に対して、自発的な対策を取るようになってきた
72. 太陽光の強力化

8. 春や秋の行楽日和の減少
60. 桜の開花ピークが早くなってきた
62. 熱帯夜が増え、体調に影響が出ているように感じる
65. 紅葉が綺麗ではなくなった

9. ツバメの飛来が早まっている
18. 就寝時に冷房を使用する日数が増加
33. ゲリラ豪雨の回数増大、激甚化
34. 過去にはいなかったツマグロヒョウモンが異常に増えた
52. 蚊が出始める時期が早くなってきた
55. 天候の不順

31. 真冬に洗濯物が凍てつくことが少なくなった

11. 学校や地区の運動会の開催時期が変わっている
12. 熱中症対策グッズが増えた
13. 南方系の果樹の販売が目に付くようになった
14. 冬に雪が少なくなった

16. 夏の高温
54. 夏場の外出を控えるようになった
32. 冷房を入れる時期が早まった28. 沈丁花の開花が早くなった21. サクラの開花時期が早まっている

17. 水害の増加

19. 校区内の身近な所にサルが集団で出没

20. 南方系チョウの北上について

23. 紅葉のピークがずれてきた

23. 夏場の気温が高いので、運動量が減った
26. 電気代金（エアコン代金）が高くついた
38. 夏の気温が上がり、40℃程度まで上がる日が増えた
46. 夏休みの部活動の活動日数の減少
48. 異常気象による極端な降雨や台風の増加
51. 突然の強い雨
53. 熱帯夜が増えた
58. 積雪量が少なくなった
59. 災害が極端になってきた
69. 雪が減った
70. 水溜りに氷が張らない
71. 霜柱を見ることがなくなった

56. 風の強い日が増えたり、逆に空気が淀み暑さが増す日が増えた47. 桜の開花時期が早くなっている40. 花の開花期がずれている37. 暑くて眠れない。1975 年に引っ越して
来たときは窓を開けると寒く感じた

24. 積雪量が減った

27. ミニトマトの実が熟さない

29. スタッドレスタイヤを使用する機会が少ない

35. 積雪が減少した
57. 降雪量が減った

44. テニスコートの冬季閉鎖が遅くなった
45. バラよりシャクヤクが先に咲いた

49. 降雪量が減っていると感じる（雪降らない）
68. 平成 30 年度に全層循環が見られなかった

73. きのこを食べる虫が少ないように感じる
77. ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く、遅くまで数多く発生74. ヒガン花の開花が今年は 1週間強遅い

75. キノコの発生数が今年は、種数でも種ごとの個体数でも少ない
76. オオシロカラカサタケ（地球温暖化指標きのこ）のＨっ世が早い
78. 樹木の葉（さくらが顕著）を食べる虫が少ない

【湖北】

屋根の雪下ろしをしなくなった
夏クーラーがフル回転している
畑で雑草の種類が変わってきた
スタッドレスタイヤが必要なくなった
熱中症が増加した

スノータイヤの出番が無くなった
ツマグロヒョウモンが多くみられる
雪が積もるのが年に数回になった
交通機関の計画運休が頻繁になった
8月、クーラーを使わないと寝ることができない
冬に氷が張るのを見かけるのが少なくなった
局地的な豪雨
樹木の葉を食べる虫が少ない
10 月でも半袖の服でいる。夏服の時期が長い
10 月でもアサガオが咲いている
局地的な豪雨
10 月になってもゴーヤが収穫できる
キノコを食べる昆虫（虫）が少ないように感じる
弁当の保冷が必要
烏丸半島のハスが全滅

【草津市】

ヒガンバナの開花が今年は遅い

【旧草津川】

ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く
遅くまで多く発生
建物の被害が増えた（台風）
春・秋が短くなった
極端な雨が増えた
風で湖西線が止まる回数が増えた
皆子山（京都との県境）で雪が積もらなかった
20 年前は積もっていた
短時間雨量が増え、県庁周辺で洪水
雨で逢坂の関が崩れた
積雪量が減ったのでスノータイヤが不要になった
プランターに最も多く飛んでいるのが
ツマグロヒョウモン

【大津市】

つくつくぼうしがまだ鳴いている（10/8）
【野洲市】

積雪が大幅に減りスキー場が閉鎖

【伊吹山】

積雪が減りゲレンデ全面使用が減った

【奥伊吹】

姉川の近くで水害があった

【長浜】

2017 年彦根で異常積雪
【彦根】

2017 年高島市で大雪、特別警報
【高島市】

紅葉の前に枯れ落葉

【朽木】

【旧志賀町】

2018 年は志賀町で雪が積もらなかった

比良おろしの吹く日が少なくなった
【堅田】

栗東で土砂崩れが発生し 1人亡くなる
熱中症の増加を身近で感じる
パンジー等昔の春の花が冬でも見られる
夏場に水ゼルの頻度が増えた

【栗東】

蛍の飛来時期が若干早まった
夏にエアコンの稼働日数が増
冬季の雪が減った
一年草の花が寒さ対策をしなくても
越冬して翌年も咲いた
以前は GW に田植え 9月 1週に刈り
取っていたが、出穂 35 日後では
遅くなった。8月に刈るようになった
1等米が取れない

【守山】

夏場にエアコンが必須になった
全循環がなくなると漁業が心配
春服・秋服を着ない
昔からの遊びができない
土砂崩れを防ぐ公共工事（改修）が必要
見慣れない毒のある虫を子供に教える必要がある
ビジネスチャンスの機会。適応策に対応する
技術開発が進み経済が活性化する

【全域】

ツマグロヒョウモンをよく見かけるようになった

【木之本】

ヨシの花が咲くのが早くなった

【東近江から近江八幡】

今まで竜巻のことを近くで聞いたことがなかった

【近江八幡】

ジャンボタニシが目立つようになってきた

【堅田（浮見堂）】

降水エリアが局所的。局所的な雨が増えた
夕立がない。子供の頃は雷と雨があった

【南部】

夏場、コケの庭の乾燥がひどくて（少雨）管理が大変

【京都】

三寒四温の波動の先鋭化
氷の張り方が薄く脆い

【高島市今津町】

梅雨の時期がわかりにくくなった
熱中症が話題になることが増えた
集中豪雨災害が増えた
雪が少なくなった

【高島市】

猿・鹿・猪・熊・カワウの里への出没が激増

【高島市周辺の里山】

積雪が減った

【高島市マキノ町】

冷たい食べ物を食べる事が多かった
積雪が減った
小学校のグラウンドに雪が積もらなくなった
オオシロカラカサタケ県内北上

【長浜市】

8月 9月期は湖岸漂着ごみ（水草）が増加している

【長浜市豊公園、さいかち浜水泳場】

暑くなるスピードが早い。朝は長袖、昼からは半袖
一日で気温差も激しい。日中喉が渇く。乾燥を感じる
セミが減った

【大津市南郷】

生態系の攪乱
秋刀魚が獲れだした
春と秋の期間が短くなってきた
人命が危機にさらされる災害が多くなった
農作物の不作などが多くなった
社会が温暖化の影響に対して、自発的な対策を取るようになってきた
太陽光の強力化

【全国】

春や秋の行楽日和の減少
桜の開花ピークが早くなってきた
熱帯夜が増え、体調に影響が出ているように感じる
紅葉が綺麗ではなくなった

【関西一円】

ツバメの飛来が早まっている
就寝時に冷房を使用する日数が増加
ゲリラ豪雨の回数増大、激甚化
過去にはいなかったツマグロヒョウモンが異常に増えた
蚊が出始める時期が早くなってきた
天候の不順

【草津市】

真冬に洗濯物が凍てつくことが少なくなった

【草津市東矢倉】

学校や地区の運動会の開催時期が変わっている
熱中症対策グッズが増えた
南方系の果樹の販売が目に付くようになった
冬に雪が少なくなった

【近江八幡市】

【滋賀県全域】

夏の高温
夏場の外出を控えるようになった 冷房を入れる時期が早まった

【自宅】

沈丁花の開花が早くなった

【自宅庭】

サクラの開花時期が早まっている

【公園など】

水害の増加

【甲賀市水口町】

校区内の身近な所にサルが集団で出没

【蒲生郡日野町】

南方系チョウの北上について
【彦根市】

紅葉のピークがずれてきた

【京都市・大津市】

夏場の気温が高いので、運動量が減った
電気代金（エアコン代金）が高くついた
夏の気温が上がり、40℃程度まで上がる日が増えた
夏休みの部活動の活動日数の減少
異常気象による極端な降雨や台風の増加
突然の強い雨
熱帯夜が増えた
積雪量が少なくなった
災害が極端になってきた
雪が減った
水溜りに氷が張らない
霜柱を見ることがなくなった

【大津市内】

風の強い日が増えたり、逆に空気が
淀み暑さが増す日が増えた

【ＪＲ大津京駅近辺】

【大津市瀬田】

桜の開花時期が早くなっている

花の開花期がずれている
【大津市富士見台】

暑くて眠れない。1975 年に引っ越して
来たときは窓を開けると寒く感じた

【大津市和邇高城】

積雪量が減った

【信州山頂付近・京都市中京区】

ミニトマトの実が熟さない

【栗東市】

スタッドレスタイヤを使用する機会が少ない

【滋賀県・京都市】

積雪が減少した
降雪量が減った

【スキー場】

テニスコートの冬季閉鎖が遅くなった
バラよりシャクヤクが先に咲いた

【守山】

降雪量が減っていると感じる（雪降らない）
平成 30 年度に全層循環が見られなかった

【琵琶湖北湖】

きのこを食べる虫が少ないように感じる
ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く、遅くまで数多く発生

【大津市龍谷の森隣接地】

ヒガン花の開花が今年は 1週間強遅い

【旧草津川堤防大路付近左岸】

キノコの発生数が今年は、種数でも種ごとの個体数でも少ない

【大津市龍谷の森、文化ゾーン公園、草津市ロクハ公園】

オオシロカラカサタケ（地球温暖化指標きのこ）の発生が早い
樹木の葉（さくらが顕著）を食べる虫が少ない

【草津市ロクハ公園】

【湖北】
根の雪下ろしをしなくなった
夏クーラーがフル回転している
畑で雑草の種類が変わってきた
スタッドレスタイヤが必要なくなった
熱中症が増加した

【旧草津川】
ヒガンバナの開花が今年は遅い

【大津市】
ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く
遅くまで多く発生
建物の被害が増えた（台風）
春・秋が短くなった
極端な雨が増えた
風で湖西線が止まる回数が増えた
皆子山（京都との県境）で雪が積もらなかった
20 年前は積もっていた
短時間雨量が増え、県庁周辺で洪水
雨で逢坂の関が崩れた
積雪量が減ったのでスノータイヤが不要になった
プランターに最も多く飛んでいるのが
ツマグロヒョウモン
夏場の気温が高いので、運動量が減った
電気代金（エアコン代金）が高くついた
夏の気温が上がり、40℃程度まで上がる日が増えた
夏休みの部活動の活動日数の減少
異常気象による極端な降雨や台風の増加
突然の強い雨
熱帯夜が増えた
積雪量が少なくなった
災害が極端になってきた
雪が減った
水溜りに氷が張らない
霜柱を見ることがなくなった
紅葉のピークがずれてきた

【野洲市】
つくつくぼうしがまだ鳴いている（10/8）

【旧志賀町】

2018 年は志賀町で雪が積もらなかった

【栗東市】
栗東で土砂崩れが発生し 1人亡くなる
熱中症の増加を身近で感じる
パンジー等昔の春の花が冬でも見られる
夏場に水ゼルの頻度が増えた
ミニトマトの実が熟さない

【守山市】
蛍の飛来時期が若干早まった
夏にエアコンの稼働日数が増
冬季の雪が減った
一年草の花が寒さ対策をしなくても
越冬して翌年も咲いた
以前は GW に田植え 9月 1週に刈り
取っていたが、出穂 35 日後では
遅くなった。8月に刈るようになった
1等米が取れない
テニスコートの冬季閉鎖が遅くなった
バラよりシャクヤクが先に咲いた

【東近江から近江八幡】
ヨシの花が咲くのが早くなった

【南部】
降水エリアが局所的。局所的な雨が増えた
夕立がない。子供の頃は雷と雨があった

【高島市】
2017 年高島市で大雪、特別警報
梅雨の時期がわかりにくくなった
熱中症が話題になることが増えた
集中豪雨災害が増えた
雪が少なくなった

【高島市周辺の里山】
猿・鹿・猪・熊・カワウの里への出没が激増

【長浜市】
姉川の近くで水害があった
冷たい食べ物を食べる事が多かった
積雪が減った
小学校のグラウンドに雪が積もらなくなった
オオシロカラカサタケ県内北上

【長浜市豊公園、さいかち浜水泳場】
8月 9月期は湖岸漂着ごみ（水草）が増加している

【全国】
生態系の攪乱
秋刀魚が獲れだした
春と秋の期間が短くなってきた
人命が危機にさらされる災害が多くなった
農作物の不作などが多くなった
社会が温暖化の影響に対して、自発的な対策を取るようになってきた
太陽光の強力化

【関西一円】
春や秋の行楽日和の減少
桜の開花ピークが早くなってきた
熱帯夜が増え、体調に影響が出ているように感じる
紅葉が綺麗ではなくなった

【草津市】
スノータイヤの出番が無くなった
ツマグロヒョウモンが多くみられる
雪が積もるのが年に数回になった
交通機関の計画運休が頻繁になった
8月、クーラーを使わないと寝ることができない
冬に氷が張るのを見かけるのが少なくなった
局地的な豪雨
樹木の葉を食べる虫が少ない
10 月でも半袖の服でいる。夏服の時期が長い
10 月でもアサガオが咲いている
局地的な豪雨
10 月になってもゴーヤが収穫できる
キノコを食べる昆虫（虫）が少ないように感じる
弁当の保冷が必要
烏丸半島のハスが全滅ツバメの飛来が早まっている
就寝時に冷房を使用する日数が増加
ゲリラ豪雨の回数増大、激甚化
過去にはいなかったツマグロヒョウモンが異常に増えた
蚊が出始める時期が早くなってきた
天候の不順

【近江八幡市】
今まで竜巻のことを近くで聞いたことがなかった
学校や地区の運動会の開催時期が変わっている
熱中症対策グッズが増えた
南方系の果樹の販売が目に付くようになった
冬に雪が少なくなった

【滋賀県全域】
夏場にエアコンが必須になった
全循環がなくなると漁業が心配
春服・秋服を着ない
昔からの遊びができない
土砂崩れを防ぐ公共工事（改修）が必要
見慣れない毒のある虫を子供に教える必要がある
ビジネスチャンスの機会。適応策に対応する
技術開発が進み経済が活性化する
スタッドレスタイヤを使用する機会が少ない
夏の高温
夏場の外出を控えるようになった

【自宅】
冷房を入れる時期が早まった

【自宅庭】
沈丁花の開花が早くなった

【公園など】
サクラの開花時期が早まっている

【蒲生郡日野町】
校区内の身近な所にサルが集団で出没

【彦根市】
2017 年彦根で異常積雪
南方系チョウの北上について

【函館山・国境・マキノスキー場】
積雪が減少した

【琵琶湖北湖】
降雪量が減っていると感じる（雪降らない）
平成 30 年度に全層循環が見られなかった

【大津市龍谷の森、文化ゾーン公園、草津市ロクハ公園】
キノコの発生数が今年は、種数でも種ごとの個体数でも少ない

【旧草津川堤防大路付近左岸】
ヒガン花の開花が今年は 1週間強遅い

【大津市南郷】
暑くなるスピードが早い。朝は長袖、昼からは半袖
一日で気温差も激しい。日中喉が渇く。乾燥を感じる
セミが減った

【草津市東矢倉】
真冬に洗濯物が凍てつくことが少なくなった

【高島市マキノ町】
積雪が減った

【甲賀市水口町】
水害の増加

【ＪＲ大津京駅近辺】
風の強い日が増えたり、逆に空気が
淀み暑さが増す日が増えた

【大津市瀬田】
桜の開花時期が早くなっている

【大津市富士見台】
花の開花期がずれている

【大津市和邇高城】
暑くて眠れない。1975 年に引っ越して
来たときは窓を開けると寒く感じた

【高島市今津町】
三寒四温の波動の先鋭化
氷の張り方が薄く脆い

【伊吹山】
積雪が大幅に減りスキー場が閉鎖

【奥伊吹】
積雪が減りゲレンデ全面使用が減った

【朽木】
紅葉の前に枯れ落葉

【堅田】
比良おろしの吹く日が少なくなった

【草津市ロクハ公園】
オオシロカラカサタケ（地球温暖化指標きのこ）の発生が早い
樹木の葉（さくらが顕著）を食べる虫が少ない

【大津市龍谷の森隣接地】
きのこを食べる虫が少ないように感じる
ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く、
遅くまで数多く発生

【堅田（浮見堂）】
ジャンボタニシが目立つようになってきた

【木之本】
ツマグロヒョウモンをよく見かけるようになった【湖北】

屋根の雪下ろしをしなくなった
夏にクーラーがフル回転
畑で雑草の種類が変わってきた
スタッドレスタイヤが必要なくなった
熱中症が増加した

【大津市】
ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く
遅くまで多く発生
建物の被害が増えた（台風）
春・秋が短くなった
極端な雨が増えた
風で湖西線が止まる回数が増えた
皆子山（京都との県境）で雪が積もらなかった
(20 年前は積もっていた）
短時間雨量が増え、県庁周辺で洪水
雨で逢坂の関が崩れた
積雪量が減ったのでスノータイヤが不要になった
プランターに最も多く飛んでいるのが
ツマグロヒョウモン
夏場の気温が高いので、運動量が減った
電気代金（エアコン代金）が高くついた
夏の気温が上がり、40℃程度まで上がる日が増えた
夏休みの部活動の活動日数の減少
異常気象による極端な降雨や台風の増加
突然の強い雨
熱帯夜が増えた
積雪量が少なくなった
災害が極端になってきた
雪が減った
水溜りに氷が張らない
霜柱を見ることがなくなった
紅葉のピークがずれてきた

【野洲市】
つくつくぼうしが
まだ鳴いている（10/8）

【旧志賀町】
2018 年は志賀町で雪が積もらなかった

【栗東市】
栗東で土砂崩れが発生し 1人亡くなる
熱中症の増加を身近で感じる
パンジー等昔の春の花が冬でも見られる
ミニトマトの実が熟さない

【守山市】
蛍の飛来時期が若干早まった
夏にエアコンの稼働日数が増
冬季の雪が減った
一年草の花が寒さ対策をしなくても
越冬して翌年も咲いた
以前は GW に田植え 9月 1週に刈り
取っていたが、出穂 35 日後では
遅くなった。8月に刈るようになった
1等米が取れない
テニスコートの冬季閉鎖が遅くなった
バラよりシャクヤクが先に咲いた

【東近江から近江八幡】
ヨシの花が咲くのが早くなった

【南部】

H30-31 の冬、雪は木が白くなる程度で地面の積雪はほとんどなし

スタッドレスタイヤ必要なし

湖南ではいらなくなる。以前は必須（野洲が境）

降水エリアが局所的。局所的な雨が増えた

夕立がない。子供の頃は雷と雨があった

【高島市】
2017 年高島市で大雪、特別警報
梅雨の時期がわかりにくくなった
熱中症が話題になることが増えた
集中豪雨災害が増えた
雪が少なくなった

【高島市周辺の里山】
猿・鹿・猪・熊・カワウの里への出没が激増

【長浜市】
姉川の近くで水害があった
冷たい食べ物を食べる事が多かった
積雪が減った
小学校のグラウンドに雪が積もらなくなった
オオシロカラカサタケ県内北上

【長浜市豊公園、さいかち浜水泳場】
8月 9月期に湖岸漂着ごみ（水草）が増加

【全国】
生態系の攪乱
春と秋の期間が短くなってきた
人命が危機にさらされる災害が多くなった
農作物の不作などが多くなった

【関西一円】
春や秋の行楽日和の減少
桜の開花ピークが早くなってきた
熱帯夜の増加
紅葉の色付き不良

【草津市】
スノータイヤの出番が無くなった
ツマグロヒョウモンが多くみられる
雪が積もるのが年に数回になった
交通機関の計画運休が頻繁になった
8月、クーラーを使わないと寝ることができない
冬に氷が張るのを見かけるのが少なくなった
局所的な豪雨
樹木の葉を食べる虫が少ない
10 月でも半袖の服でいる。夏服の時期が長い
10 月でもアサガオが咲いている
10 月になってもゴーヤが収穫できる
キノコを食べる昆虫（虫）が少ないように感じる
烏丸半島のハスが全滅
ツバメの飛来が早まっている
就寝時に冷房を使用する日数が増加
ゲリラ豪雨の回数増大、激甚化
過去にはいなかったツマグロヒョウモンが異常に増えた
雪が積もる量が少なくなってきた
蚊が出始める時期が早くなってきた
天候の不順

【近江八幡市】
今まで竜巻のことを近くで聞いたことがなかった
学校や地区の運動会の開催時期の変更
熱中症対策グッズが増えた
南方系の果樹の販売が目に付くようになった
冬に雪が少なくなった

【滋賀県全域】
夏場にエアコンが必須になった
全循環がなくなることによる漁業への影響
春服・秋服を着ない
土砂崩れを防ぐ公共工事（改修）が必要
見慣れない毒のある虫を子供に教える必要がある
スタッドレスタイヤを使用する機会が少ない
夏の高温化
夏場の外出を控えるようになった

【自宅】
冷房を入れる時期が早まった

【自宅庭】
沈丁花の開花が早くなった

【公園など】
サクラの開花時期が早まっている

【蒲生郡日野町】
校区内の身近な所にサルが集団で出没

【彦根市】
2017 年彦根で異常積雪
南方系チョウの北上

【箱館山・国境・マキノスキー場】
積雪が減少した

【琵琶湖北湖】
平成 30 年度に全層循環が見られなかった

【琵琶湖】
降雪量の減少

【大津市龍谷の森、文化ゾーン公園、草津市ロクハ公園】
キノコの発生数が 2019 年は、種数でも種ごとの個体数でも少ない

【旧草津川堤防大路付近左岸】
ヒガン花の開花が今年は 1週間強遅い

【大津市南郷】
暑くなるスピードが早い
朝は長袖、昼からは半袖
一日で気温差も激しい
日中喉が渇く。乾燥を感じる
セミが減った

【草津市東矢倉】
真冬に洗濯物が凍てつく
ことが少なくなった

【高島市マキノ町】
積雪が減った

【甲賀市水口町】
水害の増加

【ＪＲ大津京駅近辺】
風の強い日が増えたり、
逆に空気が淀み暑さが
増す日が増えた

【大津市瀬田】
桜の開花時期が早くなっている

【大津市富士見台】
花の開花期がずれている

【大津市和邇高城】
暑くて眠れない。1975 年に引っ越して
来たときは窓を開けると寒く感じた

【高島市今津町】
三寒四温の波動の先鋭化
氷の張り方が薄く脆い

【伊吹山】
積雪が大幅に減り
スキー場が閉鎖

【奥伊吹】
積雪が減りゲレンデ
全面使用が減った

【朽木】
紅葉の前に枯れ落葉

【堅田】
比良おろしの吹く
日が少なくなった

【草津市ロクハ公園】
オオシロカラカサタケ（地球温暖化指標きのこ）
の発生が早い
樹木の葉（さくらが顕著）を食べる虫が少ない

【大津市龍谷の森隣接地】
きのこを食べる虫が少ないように感じる
ウスキキヌガサタケ（南方系）の発生時期が早く、
遅くまで数多く発生

【堅田（浮見堂）】
ジャンボタニシが
目立つようになってきた

【木之本】
ツマグロヒョウモンを
よく見かけるようになった

【箱館山】
降雪量が減った


