
番号 二次選考名称 一次選考名称 所在市町 注目される主な生物・景観

1 比良オトシの湿原 大津市 高層湿原、湿生植物

2 八雲ヶ原湿原 八雲ヶ原湿原 大津市 高層湿原、湿生植物

3 比良山武奈ヶ岳 大津市 ブナ林を中心とする森林、昆虫類

4 小女郎ヶ池 大津市 高層湿原

5 安曇川上流域 大津市 モミ、アスナロ、シイ林

6 仰木・伊香立地域
仰木～伊香立(堅田丘
陵）

大津市
棚田とため池、水生・湿生植物、両生・は虫
類、水生昆虫類

7 堅田内湖 大津市 止水性魚類

8 木の岡ビオトープ 大津市 植物、鳥類、両生・は虫類、魚類、昆虫類

9 比叡山 比叡山 大津市
スギ大径木林を含む森林、鳥類（天然記念物指
定）

10 三井寺・長等公園地域 三井寺～長等公園周辺 大津市 暖地性植物、森林生鳥類

11 音羽山東山麓 木下谷～膳所谷 大津市 里山とため池、湿生植物

12 瀬田川流域 大津市 暖地性植物、水生昆虫

13 大戸川下流域 大津市 河川生魚類

14 太神山・八筈ヶ岳地域 大津市 ヒメコマツ林、湿生植物

15 志那の湖岸 志那（琵琶湖岸） 草津市 水鳥類（コハクチョウ飛来地として最南端）

16 赤野井湾・烏丸半島地域
草津市
守山市

ハス群落、水鳥類

17 法竜川流域の湧水路群 守山市 水田域魚類

18 金勝寺の社寺林 金勝寺 栗東市 モミ林、森林生鳥類

19 黄瀬の湿原 黄野瀬湿原 甲賀市 湿生植物

20 河合川源流
信楽町神山（大戸川北
流）

甲賀市 オオサンショウウオ繁殖地

21 飯道山 甲賀市 コウヤマキ群落

22 岩尾山・岩尾池・大沢池地域 甲南町杉谷新田 甲賀市 森林、湿生植物、両生類、昆虫類、魚類

23 毛枚・上馬杉地域の谷地田群 甲賀市 谷津田、アカマツ・コナラ二次林、両生類

24 油日の湿原 油日湿原 甲賀市 湿生植物

25 みなくち子どもの森 みなくち子どもの森 甲賀市 森林性鳥類、昆虫類

26 野洲川中流域 甲賀市 植物、鳥類、昆虫、魚類

27 古城山・大池寺地域 甲賀市 里山、植物、両生類、陸産貝類

28 滝樹神社の社寺林 甲賀市 社寺林

29 野洲川上流域 甲賀市 渓流、猛禽類、両生類、魚類

30 御在所山・鎌ヶ岳地域 大河原 甲賀市 大型哺乳類（ニホンカモシカ）、猛禽類、昆虫類

31 平松のウツクシマツ自生地 湖南市 ウツクシマツ群落

32 佐波江の湖岸 近江八幡市 砂浜湖岸の植生

33 西の湖 西の湖
近江八幡市

安土町
ヨシ群落、水生・湿生植物、水鳥類、魚類

34 長命寺山・伊崎半島地域 近江八幡市 森林植生

35 伊庭内湖・大同川地域 伊庭内湖 東近江市 水生植物、水鳥類

36 体光寺川・瓜生川流域 東近江市 水生植物、冷水性魚類

37 愛知川下流域 愛知川下流域 東近江市 河畔林、河川生魚類、昆虫類

38 愛知川中流域 愛知川中流域 東近江市 河畔林、昆虫類

39 布施溜・新溜 布施溜と布施新溜 東近江市 水生・湿生植物

40 稲垂の湿地 東近江市 湿生植物

41 蒲生南東丘陵地の溜池群 東近江市 水生植物、魚類

42 甲津畑の里山
甲津畑～杉峠（渋川源
流域）

東近江市 棚田、草地植物

43 杉峠・雨乞岳地域
甲津畑～杉峠（渋川源
流域）

東近江市 渓流景観、ブナ林

44 日本コバ 日本コバ 東近江市 石灰岩地植物、洞窟生動物

45 神崎川流域 東近江市 渓流沿いの植物、渓流生魚類

46 ハト峰の湿原 東近江市 高層湿原、湿生植物

47 茶屋川流域 東近江市 渓流沿いの植物群落

48 藤原岳 東近江市 石灰岩地植生、陸生貝類

49 御池岳 御池岳 東近江市
石灰岩地植生、大型哺乳類（ニホンカモシ
カ）、猛禽類、陸生貝類

50 安土城跡・繖山地域 安土町 ハンノキ・シイ林、渡り鳥の中継地

51 鎌掛の渓谷と谷津田群 日野町 ホンシャクナゲ群落、谷津田

52 小野・奥師地域の谷津田群 小野～奥師 日野町 谷津田、アカマツ・コナラ二次林、両生類

53 綿向山 綿向山
甲賀市
日野町

東近江市
鳥類、昆虫類
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54 新海浜・石寺町地域の湖岸 愛知川河口周辺 彦根市 砂浜湖岸の植物、水鳥類

55 荒神山・曽根沼地域
曽根沼と荒神山麓の湿
地

彦根市 湿生植物、水鳥類

56 犬上川下流域 犬上川下流域と河口 彦根市 タブノキ林、鳥類、河川生魚類

57 彦根城の城山と濠 彦根城 彦根市 城山の植物、濠の水生植物（オニバス等）

58 笹尾の里山 笹尾 彦根市 里山、放棄水田の湿生植物、魚類

59 多景島 彦根市 岩礁湖岸、イスノキ林、淡水生貝類

60 軽野の湿地 愛荘町 湿生植物

61 藤瀬の湿地 多賀町 湿生植物

62 高宮池・青龍山地域 多賀町 アカマツ林

63 佐目風穴 多賀町 洞穴生動物

64 野鳥の森 多賀町 鳥類

65 河内風穴 多賀町 洞穴生動物、陸生貝類

66 霊仙山
上丹生 霊仙山
男鬼・落合・入谷・安
原・権現谷

多賀町
石灰岩地植生、大型哺乳類（ニホンカモシ
カ）、陸生貝類

67 権現谷
男鬼・落合・入谷・安
原・権現谷

多賀町 石灰岩の大岩壁、石灰岩地植生

68 今畑のブナ林 今畑 多賀町
ブナ林（低標高）、森林性鳥類、大型ほ乳類、
昆虫類

69 地蔵川 地蔵川 米原市 湧水、冷水性魚類、水生植物

70 兜黛山（かぶと山） かぶと山（兜黛山） 米原市 里山景観、クヌギ・コナラ二次林、昆虫類

71 山室湿原 山室湿原 米原市 湿原、湿生植物

72 三島池 米原市 水鳥類

73 伊吹山
伊吹山（山頂から山麓
まで）

米原市 高茎草本植物、猛禽類、昆虫類、陸産貝類

74 姉川上流域 甲津原 米原市 渓流生魚類・両生類、昆虫類

75 金糞岳 金糞岳 長浜市 広範囲の自然植生、猛禽類

76 西池 西池 長浜市 里山、水鳥類（オオヒシクイ南限飛来地）

77 竹生島 長浜市 岩礁湖岸、照葉樹林、淡水生貝類、岩礁生魚類

78 小谷山 湖北町 落葉広葉樹林、森林性鳥類

79
尾上・早崎地域の湖岸と野田
沼

尾上・今西・延勝寺・
海老江・早崎（琵琶湖
岸と早崎内湖）

湖北町
水生植物、鳥類群集（大規模な水鳥飛来地）、
水田域魚類

80 余呉川下流域 木之本町 水田域魚類、淡水生貝類

81 横山岳
横山岳
杉野

木之本町
余呉町

ブナ林、森林生鳥類、昆虫類

82 余呉湖 余呉町 魚類

83 菅山寺のブナ林 余呉町 ブナ林、森林生鳥類、昆虫類

84 高時川上流域 針川～上谷山 余呉町
ブナ・ミズナラ林、大型ほ乳類（ツキノワグ
マ、ニホンカモシカ）、昆虫類

85 山門湿原 山門湿原 西浅井町 大規模湿原、湿生植物、アカガシ林・ブナ林

86 葛籠尾崎・奥出湾地域の湖岸 西浅井町 岩礁湖岸、水生昆虫、岩礁生魚類

87 海津大崎・二本松地域の湖岸 高島市 岩礁湖岸、水生昆虫、淡水生貝類

88 赤坂山・三国山地域 赤坂山周辺 高島市
ツツジ科植物群落、湿生植物、大型ほ乳類（ツ
キノワグマ、ニホンカモシカ）

89 平池・淡海湖
平池
淡海湖周辺

高島市
湿生植物（カキツバタ等）、森林生鳥類、中・
大型ほ乳類

90 マキノ西部の里山
石庭・辻・寺久保・牧
野

高島市 クヌギ・コナラ二次林、昆虫類

91 西浜の湿原 西浜湿原 高島市 湿生植物

92
今津浜・南浜地域の湖岸と浜
分沼・貫川内湖

今津浜周辺（浜分沼と
貫川内湖を含む）

高島市 クロマツ林、水生植物、水鳥類、水生昆虫類

93 今津弘川のザゼンソウ群落 今津町弘川 高島市 ザゼンソウ群落

94 饗庭野の湿原 饗庭野湿原 高島市 大規模湿原、湿生植物、水生昆虫

95 針江・深溝地域の湖岸
針江～深溝（琵琶湖
岸）

高島市 ヤナギ林、ハンノキ林、水鳥類、水田域魚類

96 安曇川河口デルタ 高島市 河口部の湿地、砂浜湖岸の昆虫・植物

97 朽木渓谷 高島市 サツキ群落

98 朽木いきものふれあいの里 高島市 森林生・渓流生鳥類

99 生杉のブナ林 生杉 高島市
ブナ林、大型ほ乳類（ツキノワグマ、ニホンジ
カ）、鳥類

100 沖の白石 高島市 岩礁湖岸、淡水生貝類


