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資料１ 滋賀県における生物多様性の現状と課題 

１．自然的特性 

（１）地勢・地形・地質 

日本列島のほぼ中央に位置し、北は福井、東は岐阜、

西は京都、南は三重の各府県と接しています。南は伊

勢湾、北は若狭湾で、本州で一番狭くなっている部分

にあたります。 
伊吹山地、鈴鹿山脈、比良山地など1,000mを超える

高い山々に囲まれた盆地で、中央には県総面積の約６

分の１を占める、日本最大で最古の湖、琵琶湖があり

ます。 

山々は秩父古生層と呼ばれる粘板岩、砂岸、チャー

ト等からなる地層でおおわれ、伊吹山地一帯から湖東

山地にかけては石灰岩が分布し、南部の信楽高原では

花崗岩の層が露出しています。琵琶湖の周囲には、古

琵琶湖層と呼ばれる発達した礫や粘土の互層が各地

で丘陵地を形成しており、特に湖南地方では厚い層を

なして露出しています。 
 
（２）気候と気象 

北部は日本海気候区、南部は瀬戸内海気候区、南東部は東海気候区が重なり合う気候区分とな

っており、準海洋性の温和な気候です。 
若狭方面からの風が、比良山地の南東斜面を吹き降ろす強風は「比良おろし」と呼ばれ、交通

機関や農作物の生育等に影響を及ぼします。 
 
（３）植生と動物相 

標高に従って、琵琶湖を中心とする同心円状に、低標高域に暖温帯のヤブツバキクラス域、中

間に温帯林（モミ林、ツガ林等）、高標高域に冷温帯のブナクラス域が分布しています。ヤブツバ

キクラス域の自然植生はカシ類、シイ、タブノキ等の優先する常緑広葉樹林で、代償植生はアカ

マツ林や落葉広葉樹が混生した二次林です。ブナクラス域の自然植生はブナ林で代表され、地形・

地質、風当たり等により多様な林相で、代償植生はミズナラ林、シロモジ林です。戦後の拡大造

林により、自然植生・代償植生の半分近くスギ、ヒノキ等の人工林に置き換わっています。 
平野部の大規模な河川沿いには落葉広葉樹とタケ類が混生した河畔林が発達し、生態回廊とし

ての役割が注目されています。また、湖岸沿いの湿潤地には、ヤナギ林、ハンノキ林、ヨシ群落

が帯状に分布し、湖岸砂浜には、ハマヒルガオ、ハマエンドウ、ハマゴウ等が優占する海浜ほう

性砂地植物群落が局在しています。さらに、湿原等には、ミツガシワ、リュウキンカ、サギソウ

等の生育する湿生植物群落が点在しています。 

図１ 滋賀県の地勢図 
（県統計ハンドブック 2015） 
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多様な植生環境を反映して、山地には、稜線部にイヌワシやニホンカモシカなどの大型鳥獣、

ブナ林をはじめとする奥山林にツキノワグマやヤマネ、コノハズク等、また二次林やため池、水

田の広がる里地里山には、ダルマガエル、メダカ、ギフチョウ、タガメ等が生息しています。さ

らに、世界有数の歴史を持つ古代湖として知られる琵琶湖には水系固有種が 60 種以上を数え（ビ

ワマス、ニゴロブナ、ビワコオオナマズ、セタシジミ、ビワオオウズムシ等）、水面は多くの水鳥

に利用されています。冬季にはオオヒシクイ、コハクチョウをはじめとする多くのガン・カモ類

が飛来するなど、水鳥の重要な飛来地であることから、平成 5 年（1993 年）に、琵琶湖は湿地の

保全を目的としたラムサール条約の登録湿地となっています。 
 
２．社会的特性 

（１）人口 

滋賀県の推計人口は、平成 26 年(2014 年)10 月 1 日現在において、1,416,500 人です。滋賀県

はこれまで数少ない人口増加県でしたが、この年、48 年ぶりに、前年同月比（10月 1 日時点）で

減少しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          図２ 滋賀県の人口および増加率（県統計課） 

 

（２）土地利用 

県土の利用形態は、森林 51%、水面・河川・水路 20％、農

用地 13%、宅地６%、道路４％、その他６％となっています。

琵琶湖を含むため、水面・河川・水路は全国比率より大幅に

高くなっています。 

 
 
 

図３ 滋賀県の土地利用形態  
（平成 24 年 県 県民活動生活課） 
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漁獲量

生産額

農林水産省統計部「平成24年漁業・養殖業生産統計」より

（３）産業 

交通の利便性や琵琶湖の豊富な水資源を活かして第２次産業が盛んです。県内総生産に占める

第２次産業の割合は42.6%で、全国１位（平成22年度県民経済計算）となっています。 

 
 
主要な農作物は米ですが、需要の低迷や農業従事者の高齢化等が進んでいます。平成15年(2003

年)に環境こだわり農業推進条例を制定して環境こだわり農業を推進し、環境こだわり農産物の栽

培面積は、水稲栽培面積の３分の１に達するなど着実に増加し、化学合成農薬の使用量は平成12

年度(2000年度)と比べて３割以上減少しました。 
 水産業については、資源の減少、漁場環境の悪化、漁獲不振、価格の低迷、湖魚の需要減少等

により漁業生産額が年々減少傾向にあります。漁業経営は厳しい状況にあり、漁業者の減少と高

齢化が進行しています。 

 利用可能な森林資源は、人工林の成熟により今後大幅に増加する見込みですが、技術、人材、

設備等の面で利用に対応できる状況にあるとは言えず、生産体制と木材流通体制を併せて整備す

ることが必要な状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図４ 琵琶湖漁業 漁獲量と生産額の推移 

 
（４）文化 

琵琶湖やその周囲の田園、山地などの自然的背景から、自然と密接に関連する文化が育まれて

きました。 
琵琶湖の魚貝を中心に、鮎佃煮、えび豆等の煮物、ビワマスを炊き込んだアメノイオ御飯、フ

ナやハスのなれずし等、個性ある食文化が形成されています。また、伊吹大根、日野菜などの地

域特産の伝統野菜も維持されてきました。 
暮らしの中では、琵琶湖周辺の川や湧水の利用によって、「カバタ」等の水利用に関する独自の
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生活文化が形成されています。 
古くから自然の恵みを受けて暮らしてきた人々の、自然に対する感謝や畏敬の念による深い信

仰から、延暦寺や多賀大社等の全国に誇りうる社寺等を有しています。 

自然の美しい風景は、歌川広重の「近江八景」のように絵画や文学の題材として取り上げられ

るなど、古くから文化と深く結びついてきました。地域の風土に根差した独特の生活様式とそれ

に伴って生じる特有の景観は、重要文化的景観として選定されるなど、対外的にもその価値が評

価され、本県の魅力の１つとして、観光資源にもなっています。 
 

３．課題 

（１）捕獲や開発などの人間活動 

ランの仲間や、ハリヨやイチモンジタナゴなどの淡水魚、一部の昆虫等は、観賞用の目的等の

ため、集中的に捕獲・採取されやすいものがあり、特に希少な種はその存続が脅かされています。 

鳥類の愛好家による写真撮影を目的とした過剰な接近や餌付けが鳥類の生態に影響を及ぼすお

それや、プレジャーボートの航行が水鳥の営巣活動や水生昆虫の羽化を阻害するおそれがありま

す。 

奥山では、太陽光発電施設の建設や、多数の登山・観光客が訪れることによる植生の劣化やペ

ットの持込み、野生動物の感染症の問題等、野生生物への影響が懸念されています。里山や農地

では、宅地開発や人工林の増大、モノカルチャー化、圃場整備等による生息地の分断・消失が進

みました。河川やその堤防に生育する河畔林は、野生動物の移動経路としての「生態回廊」の機

能を持っていましたが、ダムや堰による横断構造物や、河畔林の伐採等により、その機能の消失

が危惧されています。自然湖岸の占める割合は、干拓や埋立て、湖岸堤の整備等により減少し、

陸域から水域への移行帯（エコトーン）が消失しつつあります。 

小規模な開発であっても、その場所にしか生息・生育が確認されない絶滅危惧種が生息・生育

している場合や、虫食い的に繰り返し開発が行われることにより、貴重な生息・生育地が失われ

る場合があります。 

 
（２）自然に対する働きかけの縮小 

里山林では、化石燃料や化学肥料の普及等、私たちの生活様式の変化により、薪、柴、落ち葉

の採取等の自然への働きかけが衰退し、絶滅が危惧される生物（クマガイソウ等）も出てきてい

ます。荒廃した里山林では、新たに竹林が拡大するなど、生物多様性が大きく変質しています。 

農山村では過疎・高齢化等により、耕作放棄地や、間伐等の手入れ不足の森林が増加し、それ

にともなってニホンジカやイノシシ、ニホンザルによる農林業被害が深刻化しています。特にニ

ホンジカについては、下層植生の食いつくしによる生態系全体への影響も懸念されています。過

疎・高齢化が特に深刻な奥山地域では、自然と人間が調和した独自の山村文化の継承が困難にな

っています。 
人口減少社会の到来により、このような危機の加速化が懸念されます。 
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（３）人間が持ち込んだもの 

釣りの対象として人気の高いオオクチバスは、主として私的な密放流によってブルーギルとと

もに全国的に拡がり、在来魚類の捕食や競合等、琵琶湖でも深刻な影響を及ぼしています。アラ

イグマやヌートリアは、愛玩動物や毛皮を目的として日本に導入され、遺棄や逸出により野生化

し、徐々に分布域を拡大してきました。アライグマはほぼ県内全域で確認され、ヌートリアは瀬

田川、大戸川、野洲川を中心に目撃が報告されており、県内の水辺沿いでの分布拡大が懸念され

ています。さらに、平成 21 年に南湖で確認されたオオバナミズキンバイは急激に生育面積を拡大

し、漁船の航行阻害などが生じていることから、平成 26 年６月に外来生物法による特定外来生物

に指定されました。 

 

（４）地球規模の環境変化 

 琵琶湖では、水温が徐々に上昇傾向にあります。また、冬期に湖水が表層から深底部まで混合

する全循環の発生時期が遅くなった年がありました。全循環は湖底に酸素をもたらす役割を担っ

ていることから、地球温暖化が進んだ場合に、全循環の発生状況によっては湖底の低酸素化が進

行することが危惧されます。 
 かつて滋賀県ではあまり見られなかったツマグロヒョウモンが身近に増えてきたり、県内に生

息していなかったナガサキアゲハが定着するなど、野生生物の分布に変化が見られます。 
 環境変化の影響の度合いが種によって異なる場合、生物間の相互作用にズレが生じるおそれが

あります。たとえば桜の開花が早まっても、昆虫の活動開始時期はそれほど早くならなければ、

昆虫は桜の花から吸蜜できないことになります。生物多様性は複雑な相互作用の上に成り立って

いることから、我々が経験したことのない地球規模の環境変化により、予測できない影響が及ぶ

おそれがあります。 
 
（５）自然と人との関わりの変化 

 都市部においては、暮らしの中で自然と接する機会は大きく減少しました。現代の大量生産・

大量消費社会においては、生産現場と消費者とのかい離が進み、原材料への意識が至りにくくな

ったこともあり、自然に対する感謝や畏敬の念が消えつつあります。 

一方、中山間地域においては、過疎化や高齢化により、自然と人の生活圏の境界が曖昧になる

ことで軋轢が生じている一面もあります。 

地域コミュニティの希薄化により、伝統行事の担い手不足が深刻化し、くらしの文化の衰退、

ひいては自然との関わりの作法の衰退が危惧されます。 
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資料２ 生物多様性に関する県民の認知度 

【第 46 回県政世論調査 生物多様性について】 

１．調査期間 
平成25年６月６日～平成25年６月28日 

 
２．調査目的 
「生物多様性」という言葉の認知度や、生物多様性や生態系サービスに対する意識、県が取

り組むべきこと等についての調査を行うことにより、県民への生物多様性の浸透度や県施策

への要望を把握し、生物多様性しが戦略の策定を始めとした生物多様性保全施策推進の基礎

資料とする。 
 
３．調査項目および結果 
（１）「生物多様性」という言葉の認知度 

問21 あなたは、「生物多様性」※１の言葉の意味を知っていますか。（○は１つだけ） 
  ※１ 生物多様性･･･「生物多様性」とは、「つながり」と「個性」と言い換えること

ができます。「つながり」とは、食物連鎖などの生きもの同士のつながりのこ

とです。「個性」とは、アサリの貝殻の模様が千差万別のように、同じ種であ

っても個体がそれぞれ違うことなどです。食料、木材、薬など、我々が日ご

ろ当たり前に利用しているものの多くは、生物多様性からの恵みであり、人

間はこれらの恵みがなくては、日々の生活を送ることはできないのです。 

 
 
  

20.9

42.9

22.5

12.2

1.5

0 10 20 30 40 50

聞いたことがあり、
言葉の意味も知っている

意味は知らないが、
言葉は聞いたことがある

言葉を聞いたこともない

わからない

不明・無回答

(％)

 N=3,037
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（２）「生態系サービス」のなかで重要なもの 
問22 わたしたちの生活の中であたりまえと思っていることの多くが、生物多様性の

たくさんの恵みの上に成り立っています。この恵みのことを「生態系サービス」

と呼んでいます。あなたは「生態系サービス」のなかで、どのようなものが重要

だと考えますか。（○はいくつでも） 

 
  

29.3

29.3

16.8

56.8

57.2

28.5

45.3

11.7

8.2

0.4

2.0

13.2

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70

魚やキノコなどの食料を供給する働き

紙、木材、肥料などの原材料を供給する働き

薬の開発や品種改良の元となる
遺伝子資源を供給する働き

CO2や大気汚染物質の吸収などの
大気や気候を調整する働き

水資源の供給・水質浄化などの働き

肥沃な土壌を形成し、維持する働き

動物・植物など生きものの
生息・生育地としての働き

レクリエーション・観光の場を提供する働き

芸術の題材や山岳信仰の拠りどころとなる
などの、文化的、精神的な働き

その他

特にない

わからない

不明・無回答

(％)

 N=3,037

[複数回答]
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（３）生物多様性を保全する取組に対する意識 
問23 生物多様性の保全のため、貴重な動植物をはじめとするさまざまな生物やそれ

らが生息できる環境を守る取組が進められていますが、あなたは、このことにつ

いてどのようにお考えですか。（○は１つだけ） 

 
 
（４）生物多様性を保全していくために重要なこと 

問24 生物多様性を保全していくために、どのようなことが重要だと考えますか。（○

は３つまで） 

 
  

31.1

51.6

2.0

0.5

12.4

2.3

0 10 20 30 40 50 60

人間の生活がある程度制約されても、多種多様な生物が
生息できる環境の保全を優先する

人間の生活が制約されない程度に、多種多様な生物が
生息できる環境の保全を進める

人間の生活や豊かさや便利さを確保するためには、
多種多様な生物が生息できる環境が失われても

やむを得ない

その他

わからない

不明・無回答

(％)

 N=3,037

47.1

26.1

55.8

43.2

13.1

17.2

4.7

21.1

10.2

1.7

4.2

0 10 20 30 40 50 60 70

自然保護地域の拡大や自然の再生

数の少ない貴重な野生動植物の保護

外来生物による生態系への影響の防止

地球温暖化の防止

生物多様性に関する普及啓発

企業などによる生物多様性に配慮した
事業活動や社会貢献活動

ＮＰＯなどによる生物多様性の保全に関する活動

生物多様性に配慮した商品の購入や
無駄な消費(食べ物など)の抑制などの消費行動

生物多様性に関する調査研究

その他

不明・無回答

(％)

 N=3,037

[３つ以内で複数回答]
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（５）生物多様性を保全するために滋賀県が取り組むべきこと 
問25 県では、現在「生物多様性地域戦略」の策定作業を行っていますが、生物多様

性を保全したり生き物と共生していくためには、滋賀県がどのような取組をして

いく必要があると思いますか。（○は３つまで） 

 
 
（６）今後行いたい生物多様性に配慮した行動 

問26 あなたは、生物多様性に配慮した行動として、これからどのようなことを行い

たいと思いますか。これまでに行ってきたことも含めてお答えください。（○はい

くつでも） 

 

 

44.7

22.7

34.4

26.1

33.4

19.1

25.8

17.2

2.0

6.0

0 10 20 30 40 50 60

県民や事業者が自然環境の保全活動を
しやすい環境を作る

自然環境の保全活動をしている
ＮＰＯ・県民活動を支援する

緑地保全などに関する義務付けや、
開発などの規制に関する施策を実施する

保護区の設定など、動植物の保護を
県が主体的に進める

公園や緑地の整備など、自然環境を保全する
施策を県が直接実施する

生物多様性に配慮している
企業・商品・農作物・観光などを紹介する

生物多様性に関する普及啓発・環境学習
などの充実

生態系や自然環境に関する調査・研究を行う

その他

不明・無回答

(％)

 N=3,037

[３つ以内で複数回答]

60.1

28.9

7.3

11.2

38.9

20.6

14.0

59.8

1.1

4.1

4.1

0 10 20 30 40 50 60 70

旬のもの、地元のものを選んで購入する

身近な生きものを観察したり、
外に出て自然と積極的にふれあう

エコツアー（ガイドによる自然体験）に参加する

生物多様性に関わる観察・調査・保全・再生などの
活動に参加する

生きものを最後まで責任を持って育てる

生物多様性や環境に配慮している
企業の商品やサービスを優先的に選ぶ

自然や生きものについて、家族や友人と話し合う

節電や適切な冷暖房の設定など
地球温暖化対策に取り組む

その他

特に行いたいと思わない

不明・無回答

(％)

 N=3,037

[複数回答]
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資料３ ワーキンググループ  

 

【希少種】 

論点整理 （第１～３回のまとめ） 

「希少種」の定義：滋賀県版レッドデータブックの「希少種」以上のカテゴリにランク付けされ

ている種を中心とし、その他注意が必要な種を含む。 

 

１．課題 

（１）希少種に対する危機 

開発行為、過剰利用、利用の減少、琵琶湖の水位操作方法の変更、農地・水田環境の悪、

外来種の侵入、本来の生息地でないものの移植・放流、ニホンジカ・カワウ等一部の野生鳥

獣の極端な増加、生息地の分断化 

 

（２）人の暮らしとの関わり 

人類も含む生命の生存の基盤として生態系全体の保全が重要、自然を利用する文化の衰退、

自然を利用している意識の希薄化 

→生物多様性保全の意義、希少種の価値が理解されづらい 

 

（３）行政組織・施策 

行政組織の個人・部署・地域による意識・知識の差、RDB や保護区選定後の経過把握が不

十分、生物多様性保全の拠点施設の整備・維持が必要 

 

（４）希少種保全の体制・人材 

保全活動に携わる人の知見の不足（種の見分け方、生態学の理解等）、継続的な保全活動を

実施できる体制が担保されていない（金銭・労力等のコスト）、行政等を含む地域の連携が不

十分、既存の施設、大学等の研究機関との連携 

 

（５）科学的知見 

専門家による知見が現場にまで反映されていない、既存の施設、大学等の研究機関との連

携 

 

２．希少種保全上重要な視点 

人との関わりの中で維持されている自然（里山、農地、湖岸域等）の重要性を認識すること、

希少種のみでなく普通種も含め、生態系全体に着目すること、対象種あるいは対象地域のモニ

タリングを継続しながら事業推進すること。 

 

３．諸課題に対応するための方策 

（１）生息生育環境の保全と希少野生動植物種の保護 

・既存の法制度に該当しない行為（小面積・治山事業等）に対するきめ細かな対応の仕組み 

・生息地の連続性の確保 

・新たな希少種を生み出さないための取組み 

・生息・生育地保護区の増設 

・指定希少野生動植物種の種別保護増殖計画の策定 
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・優良取組の拡大（たとえば魚のゆりかご水田等） 

・ネオニコチノイド系農薬の使用廃止を明記 

・良好な環境を維持している水田のリスト化(←ソフト面での積極的支援を重点的に行う等) 

 

（２）人の暮らしとの関わりの再生 

・自然を利用する文化の継承、新たな文化の創設 

 

（３）教育・普及啓発等 

・行政職員の意識・知識の向上 

・既存の施設、大学等の研究機関との連携 

・ソフト面での支援の充実 

・地域住民から必要だと思われる拠点施設の取組みの工夫 

・保全活動に携わる人の知見の向上 

・地元住民、来訪者の方の理解 

・学校教育 

・探鳥会、愛鳥モデル校等を他の生物群でも実施できないか 

 

（４）経済性 

・生物多様性に配慮した生産活動が、付加価値を持つような仕組みづくり 

 

（５）連携 

・利害関係の一致する、経済力・影響力のある団体との連携 

・地域住民、教育機関と行政等との連携 

・既存の施設、大学等の研究機関との連携 

・市民・県民の力を活かした調査や管理の仕組み等 

 

（６）科学的知見の充実 

・シカによる食害の影響の検証 

・動植物の自然分布の調査・整理 

・資料収集と保存（博物館を拠点として） 

・RDB 記載種、生息・生育地保護区の継続的調査 

・専門家による知見が現場に反映される仕組み 

・取り組みの成果の検証 

・減少要因の解明 

 

【外来種対策】 

論点整理 （第１～３回のまとめ） 

１．課題 

（１）目的の明確化の必要性（何のための対策か、何を守るのか） 

（２）外来種の利用（農業、法面緑化、ビオトープ植物、ペット、文化） 

（３）国内外来種、遺伝的撹乱、交雑 

（４）生態回廊を通じた外来種の分布拡大（琵琶湖淀川流域等） 

（５）発見から対策までの判断（グレー生物の侵略性の判定） 
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（６）種同定・分類技術の向上 

（７）駆除の大変さ 

（８）いかに多くの人を巻き込むか 

 

２．科学的知見の充実 

（１）分類・同定の課題  

（２）グレー種かブラック種かの判断、発見から対策までの判断 

（３）駆除の成果について科学的評価をきちんと行う必要がある 

（４）外来種が増えやすい環境要因・背景の解明 

 

３．諸課題に対応するための方策 

（１）普及啓発  

・命を守ることと外来種駆除との論理的整合性(命を奪うことの重みの再構築) 

・間違った保全活動の是正（ホタルの放流、外来植物による花いっぱい運動） 

・市民への効果的啓蒙ツール、体制の整備（ブラックデータブック、認証制度、定期的講習

会・シンポジウム開催等） 

・学校教育・生涯教育 

・しっかりとした科学的知見に基づいた広報活動が重要 

・適切な教育プログラム作り 

・教師への環境教育指導 

・専門家・半専門家どうしの意思疎通向上（種同定・分類技術の向上、他の分類群に対する

意識の向上） 

（２）対策への仕組みづくり 

・「駆除目標の明確化」（具体的な目標ができると、達成感につながる） 

・駆除への参加のハードルを下げる、きっかけづくり 

・駆除活動を評価するしくみづくり 

・関係者間の連携づくり（多様な主体の連携・広域の連携） 

・新たな外来種の発見時の連絡・対応ルートの明確化 

・駆除体制（死体の処分、繁殖等の科学的知見の収集、効果的な駆除ノウハウ共有） 

（３）県の施策 

・滋賀県版外来種ブラックデータブック（グレー種も含む）の早期作成 

・外来種対策ガイドラインの早期策定 

・知らない植物、動物を見たら検索可能なネットの整備（ブラックデータブックの応用） 

・広い視野にたった駆除の計画づくり 

・安定的予算の確保 
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【獣害対策】 

論点整理 （第 1、２回のまとめ） 

１．獣害対策における課題 

（１）野生獣の生息域の拡大 

・耕作放棄地の増大（野生獣の移動経路、潜み場所） 

・河畔林・竹林の拡大（野生獣の移動経路、潜み場所、繁殖場所）⇔一方で希少種に重要 

・里地・里山の荒廃 

・林縁地の荒廃（集落との境界の不明瞭化→集落への出没） 

（２）地域ぐるみの被害対策の取り組み 

・中山間地域の高齢化・人口減少による集落機能の低下 

・意図しない餌付けの進行 

・林業、農業の衰退 

（３）シカ問題 

・シカ生態の変化 （エサの変化、早熟化・小型化・死亡率低下→増加率上昇） 

・森林生態系の衰退（自然植生、希少種の被害、鳥類昆虫類への影響） 

・土壌表層の流亡、崖崩れ等の災害発生が懸念 

（４）捕獲の問題 

・ハンターの高齢化、銃免許所持者の減少 

・農業者等の狩猟免許所持者の増加（技術の向上） 

・次世代のハンター育成（狩猟のマナー、技術、文化の継承） 

・効率的捕獲方法の開発・普及 

・捕獲効果の検証（捕獲によって被害がどれだけ減ったか） 

（５）獣肉の利活用 

・獣肉処理の衛生基準、衛生管理マニュアルの未整備 

・加工処理施設の建設と運営コスト（誰が負担する、経営の視点が必要） 

・シカ肉やイノシシ肉を食べるという文化の継承 

・販売方法の検討（地域内消費、都市型消費） 

・食材として安定供給できるシステムづくり（仕入れ頭数・質の確保、安全性の確保） 

・ジビエブームの独り歩き 

・被害軽減のための捕獲と獣肉利用のための捕獲の違い 

（捕獲したシカの肉が必ずしも食用に利用できる質とは限らない） 

（６）普及啓発 

・学校教育に対するアプローチ（長期的な視点で）ができていない 

・広く県民に対する PR 

２．諸課題に対応するための方向性・方策 

（１）普及啓発 

①学校教育 



14 
 

・命の大切さとジビエ文化の伝承 

→シカ、イノシシ肉の学校給食への利活用 

教育プログラム化を推進（生態系保全、景観保全、ジビエ文化の伝承、命の大切さ等） 

②県民への啓発 

・県民的課題という認識の醸成 

→獣害の実態、野生動物と人の暮らしの関係、生物多様性の位置付けなど 

野生動物への餌付け禁止（無意識の餌付けを含む） 

③情報発信 

・上流と下流の連携（現場から情報発信、都市部の人にも関心をもってもらう） 

（２）被害対策の取り組み 

①市町間連携、近隣府県との連携など広域対策 

 ②野生動物の管理という視点で獣害対策を考える 

→管理者の確保、管理コストの確保、誰が担うのか 

 ③元気な集落、獣害に強い集落づくり 

 ④被害対策（捕獲を含む）の効果の検証、シカの食害で生物多様性はどれだけ低下したのか

検証 

（３）捕獲の推進 

①次世代のハンター育成（狩猟のマナー、技術、文化の継承） 

 ②効率的捕獲方法の開発・普及 

（４）野生動物の利活用 

  ①シカ肉の利用：目的ごとに戦略を定める 

→獣害対策の普及啓発材料として/地産地消の食材として/大規模マーケット商品として 

②獣肉の衛生管理マニュアルの整備 

 

【里山・里地・里湖】 

論点整理 （第１～３回のまとめ） 

１．広がり、面白みをもった保全活動 

・「担い手」の明確化、役割分担 

・シニアによる自然環境の保全 

・間口を広くし、多くの人を受け入れてネットワークを作る 

・自分ができることを知る 

・活動に取り組む人自身が楽しむことが重要 

２．地域の多様性の復活 

・生業、食、遊び等、文化の多様性を尊重 

・1,2 回の WGで出された要素の生活の中への取り込み  

・お寺の行事やお宮さんなど、住民が集まる機会の維持、もしくは創設 

・顔が見えて当事者意識が持て、情報共有できるような仕組みづくり 
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３．利用を見通した森林、里山の保全 

・炭焼きなど、建築用材とその生産以外の、森林と材利用の知識の伝達 

・利用先まで見通した伐採等、山林保全をトータルに考えた仕組みづくり 

・県産材による家屋、公共施設づくりの促進 

４．漁農連携 内湖復活で環境保全 

・農業者に農業の環境負荷の理解を促進し、減反田を利用した湖岸遊水レンゲ畑等の試みを促

進 

・農家が適した田を提供し、漁業者が工事の補助をし、内湖を再生 

・漁業存続 後継者不在という課題解決 

５．環境教育・自然体験の工夫 

・学校教育の限界：安全管理、周囲の目 

・地域の活動団体と学校の連携 

・親子で一緒に自然を体験し自然環境を学ぶ機会づくり：親を巻き込むことでリスク分   

 散 

・屋外体験での体験により応用力、生きる力を育む 

・ガイドラインを整備して指導者育成 

６．市民の手による生態調査、流域調査 

・春夏秋冬、複数年にわたって住民自身が自らの手で調査を行い、現状を肌で知ることが重要 

・活動団体がコアとなって、子ども会などの住民組織を巻き込み、専門家の協力を得て、流域

住民による調査を実施 

・子どもにとって生きもの調査は「命を学ぶ」最も重要な遊び 

７．広葉樹の森づくり 

・孫の代の環境づくり 

・上下流の交流、漁師と山村の住民による森作り 

・その土地に適した木々を植林：拡大造林以前の植生を 80代以上の方から聞き取り、復   

 元 

８．暮らしと自然 多様性のある体験をしてきた世代に学ぶ 

・子どもたちの環境教育の場である「うみのこ」「やまのこ」「田んぼのこ」にシニア層に参加

してもらい、世代間交流を促進 

・意欲のあるシニア層にとっての社会参画のきっかけづくり 

・子どもたちにとってのコミュニケーションから社会を学ぶ場づくり 

 

【観光】 

論点整理 （第１～２回のまとめ） 

１．事業者 

・近畿とセットで観光推進 

(滋賀:琵琶湖、大阪:食や都市、京都･奈良:歴史文化、兵庫:国際、防災) 



16 
 

・滋賀県民のスタイルそのものの観光資源化 

・県民の機運を高めて、琵琶湖で遊ぶ人を増やす 

・琵琶湖の環境改善のための、田んぼ排水用の泥だまりの造成 

・ブルーギルの駆除作業を観光資源化 

・総合開発により減少した湿地、ヨシ原を増やして琵琶湖を浄化 

・過去、現在、未来の中で標準はどこか、生態系のビジョンの提示 

・生態系や生き物を中心とした観光の促進 

・生きもののストーリーを、来訪者目線（興味、非日常）と居住者目線（誇り、義務）で統一 

・6次産業化（生活と食文化）：1次産業 2次産業 3次産業の連携、地産地消 

２．旅行代理店 

・クリーンアップキャンペーン 地域主催：地域に呼びかけ 

・エコツーリズムの商品化、全国展開（LOVERTH） 

・ジビエキャンペーン （参考：和歌山） 

・修学・研修旅行へのプログラムの組み込み 

・子どもの自然体験ツアー、農業体験、森林セラピー等の企画 

・研修会、総会、勉強会へのプログラムの組み込み 

・旅行情報誌等を利用した情報発信 

３．行政 

・エコツーリズム、グリーンツーリズムの推進 

・地域の食材を使った食事の提供 

・自然保護のルール策定 

・自然や地域を守る人材の育成 

・山野草展の規制 

・自然保護の予算の確保 

 

【事業活動】 

論点整理 （第１～２回のまとめ） 

・ネットワークを活かしたり、敷地を活かしたり、ユニークさというのが企業の取り組みの特

徴 

・企業としてどうあるべきか、何が出来るのかというところから始まった取り組みを、生物多

様性という言葉で表現する必要がある 

・「人」という観点をきちんと活かす 

・生物多様性というキーワードの認知度はまだ低く、接点も持ちにくい 

・企業が社会の中に上手く伝播させていくハブのような役割を果たしている 

・生物多様性は、指標、数値として分かりにくい。CO2 削減だと分かりやすい 

・人とお金と時間を生物多様性活動に割くことのメリットが企業にあるのか見えにくい 

・景気や業績に判断されやすく、知っている人・好きな人で盛り上がって終わりになりやすい 
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・どのように実際の活動に結びつけるかが難しい 

・なぜ生物多様性が大切なのかをもっと PRするべき 

・事業者にとってのメリットを滋賀県としてバックアップしてほしい（優遇措置など） 

・生き物が好きだから守りましょう、では取り組みは広がらない 

・県内外、国際的に情報発信することがモチベーションのアップに繋がる表彰制度など 

・生態系サービスなしでは人は生きられないし、企業も活動できないということをもっと PRし

て広めていくことが大事 

・生物多様性は理念的なところに入れていく 

・中小企業は連携して助け合って活動することが必要 

・10年たつと活動も当たり前になって新鮮な気持ちが失われる 

・100 年 200 年という単位で仕組みを構築しないと取り組みの継続が難しいので、滋賀県全体

でそういった取り組みを進めてほしい 

・企業としては 10～15 年のスパンで考えるので、そぐわない面もある 

・本業でどうあるべきかという取り組み（バリューチェーンの検証や負荷削減等）はどんな企

業でもやるべきこと 

・本業と分けて考えていかなければならない部分、地域にどのように貢献するかをしっかりと

考えて高めていくことが、「滋賀らしさ」につながっていく 

 

【文化・伝統工芸】 

論点整理 （第１～２回のまとめ） 

１．活動照会 

（１）小原かご継承者 

  ・丹生ダム予定地の小原で作られていた伝統的なかごを作成 

  ・継ぐ人がいないので、小原かごを守る会を作って保存活動中 

  ・同じ種類の木でも、木は一本ずつ性質が異なる 

（２）近江上布職人 

  ・滋賀県は日本での麻の紡績の発祥の地（大津紡績） 

  ・麻には水が不可欠、水がいいから滋賀県で近江上布が生まれたということがあると思う 

  ・繊維の加工には夏場の湿度、温度が必要 

（３）筆職人 

  ・「雲平筆」とともに、「雲平」という名前を継承 

  ・中に和紙が巻いてある巻筆を作成（国内唯一） 

  ・獣の毛も、適切な時期にとらないといけない、寒い時期にとったのが一番いい 

（４）鮒ずし屋 

  ・鮒ずしは、菌を増やしたりして桶に入れるものではなくて、ご飯と魚を入れて漬けていく

と、家にいる乳酸菌が入って作ってくれる食べ物、それぞれの家庭で味が違う 

  ・フナ寿司の主役は菌、人間は手伝い、菌が変わらないように、鮒ずしをつける蔵の建替は
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半分ずつ行って菌の引越しをしたり、木桶や道具も同じものを使い続けたり、蔵に入るの

は自分に限定したりしている 

  ・漬けてから、重りの調整や水換え等の「守り」をする。作っている主役は菌で、その菌の

お手伝いをして、菌に機嫌よく働いてもらう 

（５）木彫士 

  ・道具 3年、仕事 20年でやっと入り口 

  ・ひとつとして同じケヤキはない、すべて異なる 

  ・多くの人が木製品との付き合い方を知らない 

（６）建築家 

  ・木材の特性についての知識や、特性を活かした技術が途絶えつつある 

  ・求められる住環境が変化している。現代の建築物は気密性が高い 

 

２．まとめ 

・生物多様性と生活の中で関わりがあるのが、伝統文化である 

・暮らしの技術、自然や生き物とどのように付き合っていくか、を継承していくべき。 

・伝統的な製品は多種多様な自然素材が繋がって製品になる 

・人の生活（生まれてから死ぬまで）を含めた戦略が必要 

・田も山も家も代々預かって「守り」をしている 

・人間の力にも光を当てていく、人それぞれの豊かさがある 

・技術や伝統的な製品が途絶えようとしている現状を改善すべきである 

・生物多様性を文化や暮らしで繋げていく必要がある 

 

【活動のネットワーク化】 

論点整理 （第１～２回のまとめ） 

１．課題 
・世代間の交流「たてのつながり」が少ない、年配の方に当時の暮らしを学ぶなどしたらどう

か 
・滋賀県の人は今の環境に満足してしまっており、環境に関して熱心な人とそうでない方との

落差がある 
・滋賀県内での活動の偏りがあり、湖北・高島 
方面と連携する機会が少ない 

・既存の活動の見える化が必要、滋賀県にも教えてもらえる人がいるのも関わらず、全国的に

有名な人のところに行ってしまう 
・「滋賀らしさ」とはどういうことなのか 
（例）琵琶湖、水に関連、滋賀県の生物多様性の活動や取り組みの特徴 
・丁寧なコミュニケーションの確保が必要 
・活動団体と接点持つ方法が難しい、携帯等を持っていない高齢の方々と連携する方法 
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・「関西共通 自然のめぐみ利用区入場券発行」 

・「水郷の風景の中 仲よしじじいから知恵を学ぶ若者達」 

２．ビジョン実現のために必要な人材、資源 

・巻き込みたい「おじいおばあ」、ヨシ職人 

・宿泊施設 

・地域の既存の組織 老人会、青年団、 

漁業組合、掃除ボランティア、座 

・公的機関 JA、ハローワーク 

・教育関係、地域の学校、大学のゼミや研究室 

・水郷の風景を守る取り組みを行っている団体、NPO 等 

・水郷のガイド組合 

 

【農業】 

論点整理（第１～２回のまとめ） 
１．現状と課題 

（１）後継者、担い手不足 
・農家に対するイメージが良くなく、地域の若者に魅力が伝わらない 
・集約や大規模化が進まない地域でより顕著である 

（２）担い手農家への農地の集約と、農村景観の変化 
・担い手の土地の集約が進むほど、草刈をしていない圃場、荒れた水路が増加 
・離農者が増え、維持管理に携わる農作業者が不足 
・集落の仕組みが上手く機能しているか否かで、農村が二極化 
・農家戸数が減るほど地域の農地を守っていくという意識を共有するのが困難 

（３）環境こだわった農業の成果が不透明 
・水田の生き物について、増えた種類・量、農業へのメリットが不明 
・琵琶湖の漁獲高、魚の質、水質等の変化が明確でない 

（４）農業者の仲間や消費者への環境に配慮した農業の PR 
・「魚のゆりかご水田」や生物多様性について、理解してもらえていない 
・消費者の方に生き物が多いことは分かってもらえるが、それがどういうことなのか、理解し

てもらいにくい 
（５）米の消費の低迷、販売先の限定 

・日本国内での米の消費が減少 
・「こだわり」を持った一部の消費者がブランド米を購入 
・消費者の裾野を広げていくためには、どうすればよいか 

２．諸課題に対応するための方策 

（１）後継者、担い手不足 
・地域の農業の魅力を活かし、後継者を作る 
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事例：酒作り 
事例：「魚のゆりかご水田米」をもっと PR 

・「農業者が求められている」ことを実感してもらい、「やりがい」を次の世代へ伝える 
（２）担い手農家への農地の集約と、農村景観の変化 

・農家だけでなく、みんなで用水路や畦畝を守ろうと思えるような機会を作る 
・子どもの発育にとって、手入れの行き届いた水田と荒れた水田でどのような効果、影響があ

るのかという切り口で検討 
（３）環境にこだわった農業の成果が不透明 

・水田の生き物で増えた種類・量、農業へのメリット、琵琶湖の漁獲高、魚の質、水質等を実

際に調査する行政の課の枠を超えて、相互の関係性の解明を進め、具体的な指標を作る 
（４）農業者の仲間や消費者への、環境に配慮した農業の PR 

・生産者自身の理解を深め、農業のあり方を模索していく 
・消費者に向けて取り組みを PR していく 
・生き物のライフサイクルに配慮した草刈や水路掃除 
・収穫期の分散も、水路や水田に水環境が維持されるので、水域を利用できる生物にとってメ

リットがある 
・子どもたちをきっかけに、その家族に、幅広い世代の方々に PR 
・生物多様性を高める取り組みの利点を、生産者自身が実感することが必要 
・安心と安全を、虫食いを受けていることで PR 

（５）米の消費、販路の拡大 
・多様性に配慮した取り組みと、おいしさを含めた品質とを、結びつける 
・６次産業化 
（事例）都市部での収穫祭、稲作作業の体験 
（事例）生きもの観察会(水田等) 
・ブランド化 
（事例）みずかがみ 
（事例）魚のゆりかご水田米 
・学校給食へ地元の美味しいお米を供給。地元のお米は美味しいから食べたいという子どもた

ちの想いが、地元のお米の消費を増やすというサイクルをつくる 
 

【森林・林業】 

論点整理（第１～２回のまとめ） 

１．人工林 
・人工林の今と今後のあり方を考えていく 
・必要に応じた皆伐と間伐 
・サーマル利用・燃料としての低質材利用 
・低質材を利用したオンサイト発電・温水利用など、エスコビジネスとの連携 
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２．天然林 
・里山の広葉樹がヤブ化して生物が少なくなり獣害が増加している 
・里山の広葉樹が高齢化しているため小面積皆伐で再生する（萌芽更新させる） 

３．教育 
・山に入る人へのマナー教育 
・林業のプロへの生態学の教育 
・林業プランナー教育 
・経済林スギ、ヒノキ林の林床にラン類があっても気づかない 
・広葉樹育成に係る遺伝的攪乱の可能性 
・希少植物の同定の依頼窓口 
・林学と生態学のへだたり 

４．経済性 
・森を守る上での経費負担を誰が担うか 
・カーボンオフセットの取り組み（企業との連携） 
・経済性を組み込んだ仕組みが必要(kikito ペーパー) 
・びわこファンドの創設 
・生物多様性のブランド化 
・薪の一大産地としての「滋賀」のポテンシャル 

５．時間軸 
・時代と共に正解が変わる 
・50 年先を見すえた仕事を 

６．生物多様性配慮の取り組み 
・生分解性オイルの使用の徹底 
・チェーンソーの「切り粉」の活用→燻製チップ 

７．スギ・ヒノキ以外の価値 
・ザツ（雑木）の価値 
・花木の価値 
・竹林と竹の活用 

８．所有者と利用者の関係と役割 
・「都会－山側」が話し合う機会 
・山に入る人のマナー 
・地主の存在 
・森林の所有権の課題（とりまとめの単位、整備・管理の責任） 

９．他とのつながり 
・林線、棚田との緩衝帯に希少種あり＝＞農業とのつながり 
・愛知ターゲットとの関係 
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【琵琶湖】 

論点整理（第１～３回のまとめ） 

 
１．「琵琶湖」の生物多様性保全について 
（１）目指す姿 

・かつては人の暮らしと生物多様性の保全が両立していた、「かつて」としてどの年代を目標

とするのが適切か？（過剰利用ではげ山だった時期もある、昔が良いとは限らない） 
・環境保全の目標としてよく言われる「なつかしい未来」＝単純に昔に戻すわけではない 
・マザーレイク 21 計画(第 1 期)の水質の目標は「昭和 30 年代」、人の影響が甚大でなかった

とされる時期、当時を知っている人が現役世代にいて、具体的にイメージできた 
・県の正確な地図（現在の地図と重ね合わせ可能）が作成されたのは明治 20 年代、生態系を

形成する基盤は地形であるため、科学的根拠を求めるのであれば、遡れるのは正確な地図

ができたときまで 
・江戸時代頃までであれば、歴史的文書により当時の自然の状況や人の暮らしの様子がわか

る 
（２）地域の捉え方 

・「滋賀県（または琵琶湖）」あるいは「湖北地域」等という単位よりさらに小さな単位で、

地域特有の生物多様性や生態系サービスの利用がある、その総体として滋賀県の生物多様

性がある 
・地域ごとの特性が生まれる基盤は、地形や気候 
・地域の区分けは要精査（ビオトープネットワーク長期構想の重要拠点区域や流域の考え方

等を参考に） 
・地域を縦軸で（琵琶湖から山まで）捉える見方もあり 
・生物的側面からの区分けと文化的側面からの区分けの一致がみられるか？（遺伝的特性の

異なる個体群が分布する地域境界と、異なる文化（祭りや食文化等）のみられる地域境界

の関係） 
（３）文化的背景 

・滋賀県には、古代・中世・近世の 3 種の祭りが現存する、そのルーツやお供えものに見ら

れる地域の特性は生物多様性と密接に関係 
・放生会：本来は捕まえた動物を功徳のためその場で放すこと、いつからか、他所で捕まえ

たものを放すことにすり替わった（「放す」という行為だけが残り、本来の意義が薄れてい

る） 
→「動物を放すことは良いこと」という日本人の潜在的意識 
→外来種問題、遺伝的多様性の攪乱につながりうる 

（４）「見える化」（生物多様性保全の取り組みの評価） 
・生物多様性を守る意義をどう伝えるか、成果をどう見せるか 
 例）農家が農薬の利用を減らしても、琵琶湖の水質や漁獲量がどう変化したか、実感とし
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て感じてもらえる成果がなかなかない、生物多様性の保全に向けた取り組みも同様 
・社会的評価（他者からの評価）が、個人の満足度にもつながる 

   例）ゆりかご水田米のような認証、価値を理解する消費者の存在 
・「ブランド化よりプライド化」、琵琶湖を守っているというプライドを持てるような仕組み

作り 
（５）生活知と専門知の不一致 

・人々が暮らしの中で当前だと思っていることが、専門的には生物多様性保全上よくないこ

とがある、人々の暮らしの変化や、環境の変化（気候変動等）によって、昔は「正しい」

ことであっても今の時代にあわないこともあるため 
例）稲の刈取り後のひこばえ放置は、野生獣の餌となり里に寄せる原因となる（無意識の

餌付け）、昔は田植がもっと遅く、刈取り後には寒くてひこばえが大して生えなかった 
（６）教育・普及啓発 

・子どもたちにどう伝えるか 
「命の大切さ」と「外来種や有害鳥獣の駆除」の一見した矛盾を丁寧に説明する（その種、

その個体がいることで、目の前に見えないたくさんの地域固有の種が失われている。） 
例）セイヨウオオマルハナバチの駆除における慰霊祭（駆除はするが、その種や個体が悪

いわけではない⇒供養） 
・正しい知識による保全活動が必要（専門家の常識が必ずしも一般の人に伝わっていない） 
・企業の保全活動は、ともすれば「怒られない活動」（二ゴロブナの放流、ブラックバスの駆

除、植樹・森林管理等）に陥りがち、本当に必要なことは何か考えることも必要 
 
（７）課題 

・南湖を今後どのようにしていくのかが大きな課題 
・南湖の 8 割を占める水草、南湖湖岸の 7 割を越える人工湖岸 
・琵琶湖西岸の希少種の保全 
・琵琶湖東岸からの外来種の侵入の防止 
・外来種の侵入監視と、希少種の残存具合の監視を市民の手で行う仕組みづくりの早急な作

成が必要 
・人工湖岸以外の湖岸環境の保全が必要 
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資料４ タウンミーティング 

生物多様性地域戦略の策定を契機として、生物多様性に対する社会の理解を深めるとともに、

一般県民の意見として地域の現状や課題を戦略に反映させるため、タウンミーティングを開催し

た。 

表１ タウンミーティング開催日時、場所、ファシリテータ 

地域 日時 場所 ファシリテータ 

東近江 
平成 26 年（2014 年）10 月 15 日（水） 
19 時 00 分～21 時 00 分 

八日市商工会議所 
大会議室 

山口 美知子 
中井 克樹 

彦根 
平成 26 年（2014 年）10 月 16 日（木） 
19 時 00 分～21 時 00 分 

彦根勤労福祉会館 
中ホール 1 

北井 香 
中井 克樹 

甲賀 
平成 26 年（2014 年）10 月 21 日（火） 
19 時 00 分～21 時 00 分 

碧水ホール 
会議室 

河瀬 直幹 
中井 克樹 

長浜 
平成 26 年（2014 年）10 月 22 日（水） 
18 時 00 分～20 時 00 分 

長浜文化芸術会館 
練習室 1・2 

膽吹 憲吾 
中井 克樹 

大津 
平成 26 年（2014 年）10 月 23 日（木） 
18 時 30 分～20 時 30 分 

コラボしが 21 
脇田 健一 
中井 克樹 

高島 
平成 26 年（2014 年）10 月 26 日（日） 
15 時 00 分～17 時 00 分 

高島市観光物産プラザ 
谷口 良一 
中井 克樹 

 

図５ 募集チラシ（左：表面、右：裏面） 
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【タウンミーティングまとめ】 
タウンミーティングで出された意見を元に、各地域の抱える課題（現状認識）と将来像（これ

からの取組み）についてまとめた。 
 

表２ 各地域の抱える課題と将来像 

地域 課題 将来像 

東近江 

・旬の食材など、普段の生活で自然を

感じることができない。 

・昆虫少年が減少。 

・環境保全活動（ヨシ刈り、里山保全、

外来種駆除など）の効果や持続可能

性がわかりにくい（疑問がある）。 

・地域の人がその地域のよさに気づい

ていない 

・地産地消が実現。 

・生物多様性の問題の解決に人々が一

致団結している社会の実現。 

・星がきれいに見えること。 

・田園生活と都市への通勤が実現した

イギリス紳士のような生活。 

・人と人、人と自然のつながりを回復

し、それが豊かさにつながっている。 

彦根 

・希少種の分布情報を把握するしくみ

がない。 

・主流化するための体制が無い。 

・行政内部で課題の優先順位が共有さ

れていない。 

・人々が無関心になっている。関心が

無くても生活できるようになってい

る。 

・大人が現役で自分の楽しみだけで遊

んでいて他者とのかかわりを放棄し

ている。 

・知識だけでなく現場の体験（実際に

触れたり考えたりすること）ができ

る。 

・子どもも大人も外遊びの機会を増や

す。 

・タウンミーティングを定常化して意

見を出し合える場を作る。 

甲賀 

・シカの食害が増えている。 

・外来種（ソウシチョウ)が増えている。 

・里山が管理されていない。 

・希少種への採集圧が高い。 

・植林の管理が行き届かず、土壌が流

出している。 

・自然（希少種）を一人で楽しむだけ

ではなく共有できるようになる。 

・若い人に山の良さを伝えたい。 

長浜 

・子供も大人も自然との関わりがなく

なっている。 

・シカが増えている。 

・自然の価値を家の中で親から子へ、

祖父母から孫へ、という伝承が行わ

れていない。 

・自然体験の新しい価値を見出す。 

・土の上で遊ぶ楽しさと伝えたい。 

・目の前の課題をみんなで共有して解

決していきたい。 

・人の生き方の多様性が認められる社

会にしたい。 
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・山菜採りの加減がわからずにとりす

ぎることがある。 

・子供を自然体験に連れて行ける大人

が減少した。 

・体験する機会を提供していく。 

・体験するための場の多様性をつくる。 

・昔の体験の記憶を記録しておく。 

・不便さを楽しむ余裕が出るような仕

掛けをつくる。 

・生物多様性に関する情報を共有する

場をつくる。 

大津 

・シカ、獣害が増加している。 

・身近な生物が減少している。 

・活動に参加するモチベーションをど

う維持させるのかが課題。 

・お金の流れを置き換えるアイデアが

出ている。 

・評価方法が決まっている。 

・生物多様性を高める方法が明らかに

なっている。 

高島 

・希少種が減少している。 

・外来の水草など外来種が増加してい

る。 

・人工林の間伐ができていない。 

・空の景色が変わった。 

・街中の自然（草地）が無くなった。 

・川に近寄れなくなった。 

・地域の人が川に入れなくなった。 

・下層の草本が減少している。 

・木の文化、森の文化を取り戻す。 

・スギ、ヒノキの利用を進める。 

・雑木林が更新されるように利用を進

める。 

・自然そのものとそれを利用する人の

どちらもを残せるように、場所と情

報をしっかりと継承する。 

・県境を越えた視点で問題を見ている。 
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資料５ 滋賀県における生態系サービスの利用 

【生態系サービスの利用等に関する情報収集】 

滋賀県で暮らしの中で利用されている生態系サービス（自然の恵み）について、文献をもとに

整理した。生態系サービスの区分については、表３に示すミレニアム生態系評価の４区分を用い

た。収集した文献などの情報は表４に示すとおりである。 

表３ 生態系サービス区分 

区  分 内  容 

供給サービス 

・食料（魚、肉、果物、きのこ等） 
・水（飲用、灌漑用、冷却用等） 
・原材料（繊維、木材、燃料、飼料、肥料、鉱物等） 
・遺伝資源（農作物の品種改良、医薬品開発等） 
・薬用資源（薬、化粧品、染料、実験動物等） 
・観賞資源（工芸品、観賞植物、ペッ卜動物、ファッション等） 

の提供 

調整サービス 

・大気質調整 
（ヒートアイランド緩和、微粒塵・化学物質などの捕捉等） 
・気候調整（炭素固定、植生が降雨量に与える影響等） 
・局所災害の緩和（暴風と洪水による被害の緩和等） 
・水量調整（排水、灌漑、干ばつ防止等） 
・水質浄化 
・土壌浸食の抑制 
・地力（土壌肥沃度）の維持（土壌形成を含む） 
・花粉媒介 
・生物学的コントロール（種子の散布、病害虫のコントロール等） 

文化的サービス 

・自然景観の保全 
・レクリエーションや観光の場と機会 
・文化、芸術、デザインへのインスピレーション 
・神秘的体験 
・科学や教育に関する知識 

基盤サービス 
・栄養塩循環 
・光合成 
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表４ 調査対象文献など 

番号 書名・資料名 著者・編者 

1 アオバナと青花紙(1998) 阪本寧男 
2 伊吹百草(2005)  福永円澄 
3 伊吹山の植物と伊吹薬草園(1999) 村瀬忠義 
4 伊吹山の薬用植物(1971) 京都薬科大学編 
5 近江学 第 5 号(2013) 成安造形大学附属近江学研究所 
6 近江牛物語(2004) 瀧川昌宏 
7 近江植物風土記(2011) 滋賀植物同好会編 

8 淡海の巨木探訪(2004) 
滋賀県琵琶湖環境部林務緑政課編 滋賀の

名木を訪ねる会編 

9 
近江の酒蔵 -うまい地酒と小さな旅

-(2005) 
滋賀の日本酒を愛する酔醸会編 

10 近江の祭りを歩く(2012) 
辻村耕司撮影 淡海文化を育てる会編 中

島誠一監修 
11 近江の名木・並木道(2003) 滋賀植物同好会編 
12 近江の飯・餅・団子(2000) 滋賀の食事文化研究会編 

13 
神ノ木－日・韓・台の巨木・老樹信仰

(2011) 
李春子 

14 
国土数値情報（森林地域、自然公園地

域）(2006,2010) 
国土地理院 

15 滋賀の百祭(1990) 大塚虹水 
16 じんけんひろば「匠の技」 － 
17 食べ伝えよう滋賀の食材(2012) 滋賀の食事文化研究会 
18 鳥獣関係統計 滋賀県 
19 長浜観光協会(ホームページ) 長浜市 
20 びわ湖大津観光協会（ホームページ) 琵琶湖大津観光協会 
21 ふなずしの謎(1995) 滋賀の食事文化研究会編 
22 ふるさとの自然(1994) 滋賀自然環境研究会編 

23 
ふるさと滋賀の野生動植物との共生に

関する条例(パンフレット) 
自然環境保全課 

24 湖国と文化 142 号(2013) － 
25 湖魚と近江のくらし(2003) 滋賀の食事文化研究会編 
26 みなくち子どもの森パンフレット みなくち子どもの森 

27 
山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会

（ホームページ) 
山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 

28 八日市の樹 － 
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番号 書名・資料名 著者・編者 
29 ヨシの文化史(2002) 西川嘉廣 
30 リビング滋賀(2012.4.28) 滋賀リビング新聞社 
31 わたしたちの琵琶湖と魚たち(2001) 滋賀県農政水産部水産課編 
32 伊吹山再生全体構想(2009) 伊吹山自然再生協議会 

33 
朽木いきものふれあいの里センターパ

ンフレット 
朽木いきものふれあいの里センター 

34 京都新聞(2012.1.9) 京都新聞社 
35 京都新聞(2012.9.14) 京都新聞社 
36 京都新聞(2012.12.9) 京都新聞社 
37 京都新聞(2013.1.25) 京都新聞社 
38 近江水の宝(2013) 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編 

39 
金勝の森と人々  栗東町金勝地先

(1998) 
滋賀県大津林業事務所編 

40 湖国野鳥散歩(2004) 口分田政博 

41 
滋賀ガイド「素敵な人」（齊田由紀子さ

ん） 
－ 

42 滋賀の食文化財(2001) 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編 
43 滋賀の水産 滋賀県農林部水産課編 

44 
滋賀プラスワン 2013 年 1．2 月号（し

がの風ふわり）(2013) 
－ 

45 滋賀県の自然神信仰(2007) 滋賀県教育委員会文化財保護課編 

46 
滋賀県の庭園(1982) 滋賀県教育委員会編 滋賀県文化財保護協

会編 
47 滋賀県の伝統食文化(1998) 滋賀県教育委員会文化財保護課編 

48 
滋賀県緑地環境保全地域自然記念物の

しおり(1991) 
滋賀県生活環境部自然保護課編 

49 
森林セラピー基地 びわこ水源の森た

かしま(パンフレット) 
－ 

50 水辺エコトーンマスタープラン(2004) 滋賀県琵琶湖環境部水政課編 
51 瀬田川の砂防(1968) 近畿地方建設局琵琶湖工事事務所編 

52 
大津市田上地先「オランダ堰堤」と「鎧

ダム」(2003) 
滋賀県大津林業事務所編 

53 読売新聞(2012.11.27) 読売新聞社 
54 読売新聞しが県民情報（2012.8.28） 読売新聞社 
55 読売新聞しが県民情報(2012.10.2) 読売新聞社 
56 読売新聞しが県民情報(2012.11.6) 読売新聞社 
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番号 書名・資料名 著者・編者 

57 
日本の里山・里海評価-西日本クラスタ

ー-(2010) 
－ 

58 琵琶湖と自然 滋賀県教育委員会編 滋賀県生活環境部編 
59 琵琶湖ハンドブック(2007) 琵琶湖ハンドブック編集委員会編 
60 琵琶湖大図鑑 － 
61 毎日新聞(2008.5.15) 毎日新聞社 
62 毎日新聞(2012.12.3) 毎日新聞社 
63 木地師のふるさと(1993) － 
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図６ 生態系サービスの利用等に関する情報 
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表６ 生態系サービスの利用等に関する情報 

 

基盤 供給 文化 調整

○ ○ 農地 青花紙 アオバナ 草津市 素材
手書友禅・絞染などの下絵描き用の絵具（青花紙）
として今も利用されている。

1

○ ○ 森林 伊吹もぐさ ヨモギ 米原市 素材 2
○ ○ 森林 薬用植物 ワレモコウ 伊吹山 薬用植物 4
○ ○ 森林 有用植物 ワレモコウ 伊吹山 有用植物 4
○ 森林 近江売薬 伊吹山の薬草 栗東市 素材 5

○ 森林 木造船
スギ、ヒノキ、ケヤキ、マキ、竹、
槙縄等

大津市堅田 素材 5

○ 森林 近江の仏像・彫刻 ヒノキ、ケヤキ、クスノキ、コウヤマキ等 滋賀県 素材 滋賀県文化財保護課、市町、各寺社仏閣 5
○ 森林 朽木盆 ブナ、トチ 高島市朽木 素材 5
○ 森林 丸子舟 槇の木 大津市堅田 素材 5
○ 森林 舟屋 木材 大津市堅田 素材 5
○ 森林 船大工 木材 大津市堅田 素材 5

○ 森林
木地師の里（永源寺）、椀、
盆、皿、食器、玩具

木材 東近江市永源寺 素材 5

○ 森林 薬 近江売薬
甲賀市、彦根市、日
野町

素材 5

○ 森林 薬 近江売薬 米原市 素材 5
○ ○ 農地 近江牛 ウシ 滋賀県 食材 6
○ ○ 農地 近江上布 麻 湖東 素材 7
○ 河川・湖沼 肥料 水草 滋賀県 素材 7
○ ○ 農地 高島クレープ 木綿 高島市 素材 7
○ ○ 農地 かんぴょう ユウガオ 高島市 素材 7
○ ○ その他 酒 酵母・乳酸（蔵） 高島市新旭町 食品 9
○ ○ その他 酒 地下水 湖南、甲賀、湖北 食品 9

○ ○ 農地 酒 米
湖南、高島、甲賀、湖
東、湖北、東近江

食品 9

○ その他 唐崎神社みたらし祭り イネ 大津市 唐崎神社 伝統文化 米粉で作った大きなみたらし団子 10
○ その他 御上神社の御田植祭 イネ 野洲町 御上神社 伝統文化 10
○ その他 羽田祭り イネ 八日市市 羽田神社 伝統文化 10
○ その他 多賀まつり カツラ 多賀町 多賀大社 伝統文化 富ノ木と呼ばれる若葉のついたカツラの小枝 10
○ その他 下新川神社の鮒鮨切り祭り ゲンゴロウブナ 守山市 下新川神社 伝統文化 鮒は子持ちのゲンゴロウブナに限られる 10
○ その他 鯉まつり コイ 大津市 御霊神社 伝統文化 10
○ その他 甘酒祭り コメ 草津市 野上神社 伝統文化 10
○ その他 出庭の餅つき神事 コメ 栗東町 出庭神社 伝統文化 10
○ その他 近江中山の芋競べ祭 サトイモ、モウソウチク 日野町 熊野神社 伝統文化 10

○ その他 今津のシイラ祭り シイラ 今津町 白山神社 伝統文化
夏に若狭より体長一mもあるシイラを一尾買い、塩漬
けにしたものを用いる

10

○ その他 御上神社のずいき祭り ズイキ 野洲町 御上神社 伝統文化 10

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整

○ その他 ケンケト祭 スギ
竜王町 杉之木神社、
八坂神社

伝統文化 10

○ その他 日野祭 タイ
日野町 馬見岡綿向
神社

伝統文化 鯛そうめん 10

○ その他 除蝗祭 松明（カヤ）
近江八幡市 奥津島
神社

伝統文化 10

○ その他 三輪神社の鰌鮨 ドジョウ 栗東町 三輪神社 伝統文化 10
○ その他 どじょう祭り ドジョウ 日野町 白鬚神社 伝統文化 10

○ その他 泥鰌鮨の神事 ドジョウ、ナマズ 栗東町 三輪神社 伝統文化
一年前から川で捕れた泥鰌と鯰に米と蓼を加え、
「なれ鮨」として氏子が丹精込めて手づくりしたもの。
近江の鮒鮨の原型ともいわれる

10

○ その他 勝部の火祭り 菜種がら 守山市 勝部神社 伝統文化 10
○ その他 鯰祭り（例祭） ナマズ 新旭町 藁園神社 伝統文化 10
○ その他 すし切り祭（長刀踊り） フナ（ふなずし） 守山市 下新川神社 伝統文化 10

○ その他 比良八講 水（蓬莱山）
大津市 比叡山延暦
寺

伝統文化 10

○ その他 総社神社の麦酒祭り 麦、米麹、白湯 水口町 総社神社 伝統文化 10

○ その他 川上祭 モウソウチク
高島市 日置神社、津
野神社、平ヶ崎馬場

伝統文化 10

○ その他 モロコ祭 モロコ 長浜市 乃伎多神社 伝統文化 10
○ ○ その他 黒田のアカガシ（野神） アカガシ 木之本町黒田 自然 11
○ ○ その他 金剛輪寺のアカマツ（夫婦松） アカマツ 秦荘町松尾寺 自然 11

○ ○ その他
余呉湖畔のアカメヤナギ（天女
の衣掛柳）

アカメヤナギ 余呉町川並 自然 11

○ ○ その他
旧平田小学校のアメリカスズカ
ケノキ

アメリカスズカケノキ 八日市市下羽田町 自然 11

○ ○ その他 左右神社のイチイガシ イチイガシ 竜王町橋本 自然 11

○ ○ その他
大津駅前中央大通りの並木と
華階寺のイチョウ

イチョウ 大津市京町～島の関 自然 11

○ ○ その他 和田神社のイチョウ イチョウ 大津市木下町 自然 11

○ ○ その他
天川命神社のイチョウ（宮さん
の大銀杏）

イチョウ 高月町雨森 自然 11

○ ○ その他
石道寺のイチョウ（火伏せの銀
杏）

イチョウ 木之本町杉野 自然 11

○ ○ その他 長岡神社のイチョウ イチョウ 山東町長岡 自然 11
○ ○ その他 諏訪神社のイチョウ（乳銀杏） イチョウ 伊吹町上板並 自然 11

○ ○ その他 藤樹道のイチョウ・フジ並木 イチョウ、フジ
安曇川町末広～上小
川

自然 11

○ ○ その他 轡の森のイヌザクラ イヌザクラ 木之本町木之本 自然 11

○ ○ その他
千種街道のイヌシデとミズナラ
並木

イヌシデ、ミズナラ 水源寺町甲津畑 自然 11

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所



34 
 

 

基盤 供給 文化 調整
○ ○ その他 永正寺のイヌマキ イヌマキ 新旭町熊野本 自然 11

○ ○ その他
櫟野寺のイヌマキ（伝教大師お
手植槙）

イヌマキ 甲賀町櫟野 自然 11

○ ○ その他 誓行寺のイブキ イブキ マキノ町西浜 自然 11
○ ○ その他 清滝のイブキ（柏槙） イブキ 山東町清滝 自然 11

○ ○ その他
樹下神社のイロハモミジ(中野
若宮の楓)

イロハモミジ 守山市水保町 自然 11

○ ○ その他 美松山のウツクシマツ ウツクシマツ 甲西町平松 自然 11
○ ○ その他 徳乗寺のウメ（八重紅梅） ウメ 新旭町旭 自然 11
○ ○ その他 願慶寺のウメ（紅梅） ウメ マキノ町海津 自然 11
○ ○ その他 栗栖のウメ（時習館の白梅） ウメ 多賀町栗栖 自然 11

○ ○ その他
宝満寺のウメ（親鸞聖人お手
植紅梅）

ウメ 愛知川町愛知川 自然 11

○ ○ その他 立木神社のウラジロガシ ウラジロガシ 草津市草津四丁目 自然 11
○ ○ その他 應昌寺のウラジロガシ ウラジロガシ 西浅井町塩津中 自然 11
○ ○ その他 酒波寺のエドヒガン エドヒガン 今津町酒波 自然 11
○ ○ その他 海津のエドヒガン（清水の桜） エドヒガン マキノ町海津 自然 11
○ ○ その他 石坐神社のエノキ エノキ 大津市西の庄町 自然 11
○ ○ その他 大将軍神社のエノキ エノキ 志賀町栗原 自然 11
○ ○ その他 今宿のエノキ（一里塚の榎） エノキ 守山市今宿町 自然 11
○ ○ その他 田中のエノキ（えんね） エノキ 湖北町田中 自然 11
○ ○ その他 旧大萩のオオツクバネガシ オオツクバネガシ 愛東町百済寺甲 自然 11
○ ○ その他 印岐志呂神社のオガタマノキ オガタマノキ 草津市片岡町 自然 11
○ ○ その他 東門院のオハツキイチョウ オハツキイチョウ 守山市守山二丁目 自然 11
○ ○ その他 了徳寺のオハツキイチョウ オハツキイチョウ 米原町醒井 自然 11
○ ○ その他 愛の神のカゴノキ カゴノキ 近江八幡市長光寺町 自然 11
○ ○ その他 正法寺（岩間寺）のカツラ カツラ 大津市石山内畑町 自然 11
○ ○ その他 大處神社のカツラ カツラ マキノ町森西 自然 11
○ ○ その他 井戸神社のカツラ カツラ 多賀町向之倉 自然 11
○ ○ その他 椿坂のカツラ（桂照院の桂） カツラ 余呉町椿坂 自然 11
○ ○ その他 吉槻（桂坂）のカツラ カツラ 伊吹町吉槻 自然 11
○ ○ その他 清光寺のカヤ カヤ 信楽町小川 自然 11
○ ○ その他 泉福寺のカヤ カヤ 水口町泉 自然 11
○ ○ その他 瓜生のカヤ カヤ 浅井町瓜生 自然 11
○ ○ その他 少林寺のギンモクセイ ギンモクセイ 守山市矢島町 自然 11
○ ○ その他 蛭口のギンモクセイ ギンモクセイ マキノ町蛭口 自然 11
○ ○ その他 日吉御田神社のクスノキ クスノキ 大津市坂本六丁目 自然 11
○ ○ その他 大宝神社のクスノキ クスノキ 栗東市綣 自然 11
○ ○ その他 布留神社のクスノキ クスノキ 安曇川町横江 自然 11
○ ○ その他 伊庭貞剛邸宅跡のクスノキ クスノキ 近江八幡市西宿町 自然 11

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ その他 泉福寺のクスノキ クスノキ 水口町泉 自然 11
○ ○ その他 官庁街周辺のクスノキ並木 クスノキ 八日市市緑町ほか 自然 11
○ ○ その他 愛東南小学校のクスノキ クスノキ 愛東町曽根 自然 11

○ ○ その他
さざなみ街道のクスノキ・トウカ
エデ並木

クスノキ、トウカエデ
長浜市平方～公園町
ほか

自然 11

○ ○ その他 平野神社のクロガネモチ クロガネモチ 大津市松本一丁目 自然 11

○ ○ その他
小汐神社のクロガネモチとムク
ノキ

クロガネモチ、ムクノキ 草津市大路二丁目 自然 11

○ ○ その他
甲津畑のクロマツ（信長馬つな
ぎの松）

クロマツ 水源寺町甲津畑 自然 11

○ ○ その他 犬塚のケヤキ ケヤキ 大津市逢坂二丁目 自然 11

○ ○ その他 仰木の里のケヤキなどの並木 ケヤキ
大津市仰木の里～仰
木の里東

自然 11

○ ○ その他 海津のケヤキ ケヤキ マキノ町海津 自然 11

○ ○ その他
菅山寺のケヤキ（菅公お手植
の欅）

ケヤキ 余呉町坂口 自然 11

○ ○ その他
八幡神社のケヤキ（柏原の野
神）

ケヤキ 高月町柏原 自然 11

○ ○ その他 芹川堤防のケヤキなどの並木 ケヤキ 彦根市芹橋町ほか 自然 11
○ ○ その他 上丹生のケヤキ（野神） ケヤキ 余呉町上丹生 自然 11
○ ○ その他 菅並のケヤキ（愛宕大明神） ケヤキ 余呉町菅並 自然 11
○ ○ その他 多賀大社のケヤキ（飯盛木） ケヤキ 多賀町多賀 自然 11
○ ○ その他 杉沢のケヤキ（野神） ケヤキ 伊吹町杉沢 自然 11

○ ○ その他
玉桂寺のコウヤマキ（弘法太
子お手植高野槙）

コウヤマキ 信楽町勅旨 自然 11

○ ○ その他 油日神社のコウヤマキ コウヤマキ 甲賀町油日 自然 11
○ ○ その他 延命公園のコナラ コナラ 八日市市清水二丁目 自然 11

○ ○ その他
県道五個荘八日市線のコブシ
並木

コブシ 五個荘町奥～木流 自然 11

○ ○ その他 下坂浜のサイカチ サイカチ 長浜市下坂浜町 自然 11
○ ○ その他 観地神社のサイカチ サイカチ 浅井町力丸 自然 11

○ ○ その他
賀茂神社のサカキ（連理の真
榊）

サカキ 近江八幡市加茂町 自然 11

○ ○ その他 琵琶湖疏水のサクラ並木 サクラ類
大津市三井寺～大門
通

自然 11

○ ○ その他
薬樹院のシダレザクラ（太閤
桜）

サクラ類 大津市坂本五丁目 自然 11

○ ○ その他
さざなみ街道のサクラなどの並
木

サクラ類 守山市木浜～水保町 自然 11

○ ○ その他 海津大崎近辺のサクラ並木 サクラ類 マキノ町海津ほか 自然 11
○ ○ その他 高時川堤防のサクラ並木 サクラ類 高月町～湖北町 自然 11

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ その他 林家庭園のサルスベリ サルスベリ 西浅井町塩津浜 自然 11

○ ○ その他
畑のシダレザクラ（深堂の郷の
都しだれ）

シダレザクラ 信楽町畑 自然 11

○ ○ その他
大福寺のシダレザクラ（徳本
桜）

シダレザクラ 甲賀町岩室 自然 11

○ ○ その他 滝の宮のシダレザクラ シダレザクラ 多賀町富之尾 自然 11

○ ○ その他
清滝寺（徳源院）のシダレザク
ラ（道誉桜）

シダレザクラ 山東町清滝 自然 11

○ ○ その他 木ノ本駅前のシダレヤナギ シダレヤナギ 木之本町木之本 自然 11
○ ○ その他 一ノ宮のシラカシ（野大神） シラカシ 木之本町大音 自然 11
○ ○ その他 桜峠のシロバナヤマフジ シロバナヤマフジ 多賀町霜ケ原 自然 11
○ ○ その他 上古賀のスギ（老樹一本杉〉 スギ 安曇川町上古賀 自然 11
○ ○ その他 天神神社のスギ スギ 信楽町勅旨 自然 11
○ ○ その他 地蔵堂のスギ（保月の地蔵杉） スギ 多賀町保月 自然 11
○ ○ その他 杉坂峠のスギ（楊枝杉） スギ 多賀町栗栖 自然 11
○ ○ その他 吉永のスギ(弘法杉) スギ 甲西町吉永 自然 11
○ ○ その他 岩尾池畔のスギ（一本杉） スギ 甲南町杉谷 自然 11
○ ○ その他 唐川のスギ（野大神） スギ 高月町唐川 自然 11
○ ○ その他 高尾寺跡のスギ（千年杉） スギ 木之本町石道 自然 11
○ ○ その他 若宮溜畔のスギ（池寺の大杉） スギ 甲良町池寺 自然 11

○ ○ その他
慈眼寺のスギ（金毘羅さんの
三本杉）

スギ 彦根市野田山町 自然 11

○ ○ その他 蓮華寺のスギ（一向杉） スギ 米原町番場 自然 11

○ ○ その他
八幡神社のスギ並木（豊公薩
摩大杉）

スギ 山東町西山 自然 11

○ ○ その他 大将軍神社のスダジイ スダジイ 大津市坂本六丁目 自然 11

○ ○ その他
阿志都弥神社行過天満宮のス
ダジイ

スダジイ 今津町弘川 自然 11

○ ○ その他 加茂神社のスダジイ スダジイ 土山町青土 自然 11
○ ○ その他 八幡神社のタブノキ タブノキ マキノ町石庭 自然 11
○ ○ その他 藤樹神社のタブノキ タブノキ 安曇川町上小川 自然 11
○ ○ その他 森神社のタブノキ タブノキ 新旭町旭 自然 11
○ ○ その他 香取五神社のタブノキ タブノキ 西浅井町祝山 自然 11

○ ○ その他
川島墓地のタブノキ（ダマの木
さん）

タブノキ 安曇川町川島 自然 11

○ ○ その他 稲荷神社のタブノキ タブノキ 日野町大窪 自然 11
○ ○ その他 清涼寺のタブノキ タブノキ 彦根市古沢町 自然 11
○ ○ その他 阿弥陀寺のタラヨウ タラヨウ 西浅井町菅浦 自然 11
○ ○ その他 政所のチャノキ チャノキ 永源寺町政所 自然 11
○ ○ その他 龍潭寺のツガ ツガ 彦根市古沢町 自然 11

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ その他 八幡神社のナギ ナギ 安土町内野 自然 11
○ ○ その他 縁心寺のハクモクレン ハクモクレン 大津市丸の内町 自然 11
○ ○ その他 長光寺のハナノキ ハナノキ 近江八幡市長光寺町 自然 11
○ ○ その他 南花沢（八幡神社）のハナノキ ハナノキ 湖東町南花沢 自然 11
○ ○ その他 北花沢のハナノキ ハナノキ 湖東町北花沢 自然 11
○ ○ その他 池寺のヒイラギ（野神さん） ヒイラギ 甲良町池寺 自然 11
○ ○ その他 瓜生（日吉神社）のヒイラギ ヒイラギ 浅井町瓜生 自然 11
○ ○ その他 熊野のヒダリマキガヤ ヒダリマキガヤ 日野町熊野 自然 11
○ ○ その他 県道守山中主線のフウ並木 フウ 中主町比江 自然 11
○ ○ その他 三大神社のフジ(砂擦りの藤) フジ 草津市志那町 自然 11
○ ○ その他 長沢神社のフジ フジ 中主町比江 自然 11
○ ○ その他 在士（八幡神社）のフジ フジ 甲良町在子 自然 11
○ ○ その他 正法寺のフジ（後光藤） フジ 日野町鎌掛 自然 11
○ ○ その他 藤地蔵尊のフジ フジ 多賀町藤瀬 自然 11

○ ○ その他
西明寺のフダンザクラ（不断
桜）

フダンザクラ 甲良町池寺 自然 11

○ ○ その他
びわ湖文化公園のプラタナスな
どの並木

プラタナス 大津市瀬田南大萱町 自然 11

○ ○ その他
浄顕寺のボダイジュ（法然上人
お手植菩提樹）

ボダイジュ 信楽町多羅尾 自然 11

○ ○ その他 鎌掛谷のホンシャクナゲ ホンシャクナゲ 日野町鎌掛 自然 11
○ ○ その他 兵主神社参道のマツ並木 マツ 中主町五条 自然 11
○ ○ その他 今津浜～知内浜のマツ並木 マツ 今津町浜分ほか 自然 11

○ ○ その他
浜街道（さざなみ街道）のマツ
並木

マツ 彦根市薩摩～石寺町 自然 11

○ ○ その他 彦根城のマツ並木（いろは松） マツ 彦根市尾末町 自然 11

○ ○ その他
中山道柏原宿周辺のマツ・カエ
デ並木

マツ、カエデ
山東町梓河内～長久
寺

自然 11

○ ○ その他 高塚のムクノキ ムクノキ 水口町高塚 自然 11
○ ○ その他 昭和町のムクノキ（西の椋） ムクノキ 八日市市昭和町 自然 11
○ ○ その他 小八木のムクノキ（山の神） ムクノキ 湖東町小八木 自然 11
○ ○ その他 小野神社のムクロジ ムクロジ 志賀町小野 自然 11
○ ○ その他 マキノ高原のメタセコイア並木 メタセコイア マキノ町蛭口～牧野 自然 11
○ ○ その他 熊野神社のモミ モミ 土山町山中 自然 11

○ ○ その他
滋賀県体育文化館のモミジバ
スズカケノキ

モミジバススカケノキ 大津市京町三丁目 自然 11

○ ○ その他
西音字のヤツブサウメ（八房
梅）

ヤツブサウメ 多賀町中川原 自然 11

○ ○ その他 最勝寺のヤブツバキ(熊谷) ヤブツバキ 草津市川原町二丁目 自然 11
○ ○ その他 白谷のヤブツバキ（夫婦椿） ヤブツバキ マキノ町白谷 自然 11

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ その他 徳利池畔のヤマグワ ヤマグワ 浅井町尊野 自然 11
○ ○ その他 樹下神社のヤマザクラ ヤマザクラ 志賀町木戸 自然 11

○ ○ その他
阿志都弥神社行過天満宮のヤ
マザクラ

ヤマザクラ 今津町弘川 自然 11

○ ○ その他 龍潭寺のヤマモモ ヤマモモ 彦根市古沢町 自然 11

○ ○ その他
湖岸道路のラクウショウなどの
並木

ラクウショウ 大津市晴嵐～島の関 自然 11

○ ○ 農地 大豆餡、餅 アズキ、イネ 石部町東寺 食材 12

○ ○ ‐
御神酒、小豆でくるんだ餅、イ
ワシ、タクアン

アズキ、イネ、イワシ、ダイコン 大津市平津 食材 12

○ ○ 農地 団子粉 イネ 大津市仰木 食材 12

○ ○ 農地
こわ餅は餅米に糯米（ただ米と
言われていた）をまぜて搗いた
餅

イネ 朽木村宮前坊 食材 12

○ ○ 農地 糯米 イネ 栗東町出庭 食材 12
○ ○ 農地 米粉 イネ 県内各地 食材 12
○ ○ 農地 餅 イネ 湖北町延勝寺 食材 12
○ ○ 農地 屑米 イネ 湖東地域 食材 12
○ ○ 農地 しん粉 イネ 永源寺町黄和田 食材 12
○ ○ 農地 しん粉、もち粉、小豆 イネ、アズキ 中主町八夫 食材 12
○ ○ 農地 糯米、キビ殻、小豆 イネ、キビ、アズキ 草津市下笠町 食材 12
○ ○ 農地 餅、芋、小豆 イネ、サツマイモ、アズキ 甲南町稗谷 食材 12

○ ○ 農地
餅、田芋（サトイモ）、カブラ、ダ
イコン、ニンジン、豆腐など

イネ、サトイモ、カブラ、ダイコ
ン、ニンジン

県全域 食材 12

○ ○ ‐
ご飯、タクアン、梅干し、ヒネグ
キの炊いたのぐらい。塩鮭、ニ
シンの昆布巻き

イネ、ダイコン、ウメ、サケ、ニシ
ン、昆布

湖北地域 食材 12

○ ○ ‐
御神酒、赤飯（盛飯）、豆腐、ワ
カメ、カマスの開き等、野山や
海の産物

イネ、ダイズ、ワカメ、カマス 大津市山中町 食材 12

○ ○ 農地 キビ キビ 大津市、草津市 食材 12
○ ○ 農地 ヤマゴボウ ゴボウ マキノ町在原・小荒路 食材 12

○ ○ 農地
青菜（コマツナ、ホウレンソウ、
ミズナ、ダイコン葉やカブの葉
など）

コマツナ、ホウレンソウ、ミズ
ナ、ダイコン、カブ

野洲町・守山市 食材 12

○ ○ 海洋 サバ サバ 湖北地域 食材 12

○ ○ 農地 サルトリイバラの葉、新粉 サルトリイバラ
近江八幡市・石部町・
土山町、他

食材 12

○ ○ 農地 サルトリイバラの葉、豆団子 サルトリイバラ 秦荘町 食材 12
○ ○ 河川・湖沼 セタシジミ シジミ 琵琶湖・瀬田川付近 食材 12

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 農地 ショウガ ショウガ 栗東町東坂 食材 12

○ ○ 農地
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ
ラ、ホトケノザ、スズナ、スズシ
ロ・小豆

セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ
ラ、ホトケノザ、スズナ、スズシ
ロ・小豆

県内各地 食材 12

○ ○ ‐ 大豆、ホンダワラ（海藻）、餅、 ダイズ、ホンダワラ、イネ 甲南町稗谷 食材 12

○ ○ 農地
糯米、、粳米、サトリモ（タイモと
いう）、タンサン

タイモ、イネ 竜王町、他 食材 12

○ ○ 農地 チガヤ、クマザサ、米 チガヤ、クマザサ 甲賀町鳥居野 食材 12

○ ○ 農地
番茶を麻や木綿で作った茶袋
（チャンブクロ）につめたもの、
米

チャノキ 甲賀郡、他 食材 12

○ ○ 農地 トチの実 トチノキ 朽木村雲洞谷 食材 12
○ ○ 河川・湖沼 ビワマス ビワマス 安曇川町南船木 食材 12
○ ○ 河川・湖沼 ビワマス ビワマス びわ町南浜 食材 12

○ ○ ‐
塩ブリ、すし飯、シイタケ、タケノ
コ、カンピョウ、湯葉、木の芽

ブリ、イネ、シイタケ、タケノコ、
ダイズ、ユウガオ、木の芽

水口町宇川 食材 12

○ ○ 農地 ホオの若葉、米、小豆 ホオ、イネ、アズキ マキノ町在原 食材 12
○ ○ 農地 干したミカンの皮、黒豆、玄米 ミカン、マメ、イネ 湖東地域 食材 12
○ ○ 農地 ミョウガ、米粉団子、餡子 ミョウガ、イネ 長浜市 食材 12
○ ○ 農地 ムカゴ ムカゴ 朽木村 食材 12

○ ○ ‐

カンピョウ、高野豆腐、タケノ
コ、ニンジン、干しシイタケ、湯
葉、薄焼き卵、紅ショウガなど、
季節に合わせた自家製の材料

ユウガオ、ダイズ、タケノコ、ニン
ジン、シイタケ、鶏卵、ショウガ

蒲生町市子沖 食材 12

○ ○ 農地 ヨモギ、糯米 ヨモギ、イネ 蒲生町大塚 食材 12
○ ○ 農地 リョウブ（新芽・若葉）、ご飯 リョウブ 栗東町・朽木村 食材 12

○ その他 自然公園 公園 - 自然 14
○ 森林 － 自然公園地域 滋賀県 自然 14

○ 森林 保安林 森林 - 自然 14
○ ○ 森林 森林 保安林 滋賀県 自然 14

○ その他 黄和田のちんの祭事
「ちん」と呼ばれる十四種の動
植物を模した餅菓子が供え物。

永源寺町 日枝神社 伝統文化 15

○ その他 八条町と宮司町のおこない 犬目桜
長浜市 足柄神社　日
枝神社

伝統文化 15

○ その他 川道神社のおこない イネ びわ町 川道神社 伝統文化 1俵の糯米から作る鏡餅 15
○ その他 海津まつり サカキ マキノ町 海津天神社 伝統文化 15
○ その他 西老蘇のまじゃらこ 雑木 安土町 鎌若宮神社 伝統文化 裏山の雑木を伐り出してドンドを組む 15

○ その他 勝部の火まつり
大松明（柴打といわれ、材料は
ハゲシバリや柴を金勝山より求
める）

守山市 勝部神社 伝統文化
火まつりに燃やす松明は柴打といわれ、材料はハゲ
シバリや柴を栗東町の金勝山より求める

15

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ その他 日野白鬚神社のどじょう祭 ドジョウ 日野町 白鬚神社 伝統文化 15

○ その他 八幡祭り 菜種がら、ヨシ
近江八幡市 日牟礼
八幡宮

伝統文化 傘松明 15

○ その他 日吉大社の大戸開き フジ 大津市 日吉大社 伝統文化 フジの蔓の長短で12ヶ月の日照を表す勧請縄 15
○ その他 下寺天満宮の神事 フナ（ふなずし） 草津市 天満宮 伝統文化 15

○ その他 市辺のはだか祭 フナ（ふなずし）
八日市市 法徳寺薬
師堂

伝統文化 新米で鮒ずし 15

○ その他 君ケ畑の御供盛り ふなずし
永源寺町 大皇器地
祖神社

伝統文化 15

○ ○ 森林 近江雁皮紙 ガンピ、ノリウツギ、トロロアオイ 大津市桐生 素材 16
○ ○ 森林 太鼓 ケヤキ 愛荘町 素材 16
○ ○ 森林 竹工芸品 タケ 近江八幡市 素材 16
○ ○ 森林 扇骨 タケ 高島市（安曇川） 素材 16
○ ○ 農地 本藍染 蓼藍 野洲市・湖南市 素材 16
○ ○ 森林 和ろうそく 櫨、い草、和紙 高島市 素材 16
○ ○ 農地 わらぞうり 麦藁 湖東 素材 16
○ ○ 森林 近江一閑張 和紙、柿渋、漆 湖南市 素材 16
○ ○ 河川・湖沼 アユ アユ 滋賀県 食材 塩焼き、煮込み、水炊き、佃煮、 17

○ ○ 河川・湖沼 イサザ イサザ 滋賀県 食材
イサザ豆、いさざ飯、味噌汁、すまし汁、イサザの
じゅんじゅん（おきすき）

17

○ ○ 農地 いちご いちご 滋賀県 食材
生食、いちごジャム、いちご大福、乾燥いちご（クッ
キーやケーキ）

17

○ ○ 農地 いちじく イチヂク 滋賀県 食材 ジャム、ごま味噌和え、天ぷら、タルト、和菓子 17

○ ○ 農地 近江米 イネ 滋賀県 食材

アメノイオご飯、しじみ飯、ふなずし、サバの棒ずし、
なれずし、ニシンのこうじ漬け、宇川ずし（塩ブリを
使った）、ふじずし（塩サケを使ってクズの葉で包
む）、鏡餅、雑煮の餅、七草がゆ、小豆がゆ、節分の
巻きずし、桃の節句の菱餅、春や秋の彼岸のぼた
餅、春や秋祭りの寿司や団子、粽（ちまき）、おこ
わ、お盆のしんこ団子、中秋の名月の月見団子、新
嘗祭の新米のご飯、神事のお供え物、お洗米、餅、
御供、おこわ、団子類、御神酒、赤飯や白蒸し（黒豆
おこわ）

17

○ ○ 農地 もち米 イネ 滋賀県 食材
餅、赤飯、ぼた餅、おはぎ、ちまき、白玉粉、道明寺
粉、もち粉、あられ、団子菓子

17

○ ○ 河川・湖沼 イワトコナマズ イワトコナマズ 滋賀県 食材 刺身、煮付け、 17

○ ○ 河川・湖沼 ウグイ ウグイ 滋賀県 食材
煮付け、背ごし（皮付きの身を薄切りし氷でしめ、酢
味噌でいただく）、塩焼、フライ、素焼き、うぐいずし
（なれずし）、

17

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 農地 近江牛 ウシハコベ 滋賀県 食材 近江牛のじゅんじゅん（すき焼き） 17

○ ○ 森林 うど うど 滋賀県 食材
和え物、辛子味噌和え、酢の物、サラダ、すき焼き
（皮）、炒め物（皮）、

17

○ ○ 農地 梅 ウメ 滋賀県 食材

梅干し、梅酢、梅酒、梅びしお（梅干しを裏ごしして、
砂糖を加えて加熱、練り上げたもの）、ジャム、酸梅
湯（完熟梅を弱火で煮て、砂糖で甘みをつけて飲
む）

17

○ ○ 農地 えびいも エビイモ 滋賀県 食材

いも棒（棒ダラとの炊き合わせ）、皮付きのまま茹で
てから皮をむき、しょうがじょうゆや酢味噌で和え
た、田楽味噌をつけたり、おでん、お好み焼き、すり
おろして蒸しパン、ツナ缶と炊き合わせ、姿煮

17

○ ○ 農地 そうめんかぼちゃ カボチャ属 滋賀県 食材 甘酢和え 17

○ ○ 農地 坊ちゃんかぼちゃ カボチャ属 滋賀県 食材
電子レンジで加熱、ひき肉詰め、パンプキン王子
（ケーキ）、煮物、グラタン、お菓子、デザート

17

○ ○ 農地 いたちきゅうり キュウリ 滋賀県 食材 煮物、酢の物、吸い物、味噌汁の具、 17
○ ○ 農地 くさぎ クサギ 滋賀県 食材 くさぎと小豆の味噌汁、 17
○ ○ 農地 コイ コイ 滋賀県 食材 あらい、こいこく、あら汁、筒煮、煮麺、こいずし 17
○ ○ 農地 近江米 米 滋賀県 食品 17
○ ○ 河川・湖沼 ゴリ ゴリ 滋賀県 食材 佃煮（しょうゆ煮やあめ煮）、塩ゆで、 17
○ ○ 農地 さつまいも さつまいも 滋賀県 食材 蒸す、煮る、焼く、天ぷらにする、大学芋 17

○ ○ 農地 さといも サトイモ 滋賀県 食材

煮物、味噌汁の実、棒ダラやイカとの煮物、にんじ
ん・ごぼう・こんにゃくなどとの炊き合わせ、いもつぶ
し（いもねり）、さといもおはぎ、いとこ煮、炊き込みご
飯、かんぴょうとの煮物、すりおろして膨れあられ、
酢の物（赤芽のずいき）、ごま味噌和え（赤芽のずい
き）、油炒め（赤芽のずいき）

17

○ ○ 農地 じねんじょ ジネンジョ 滋賀県 食材

すりおろして食べる、すりおろして信州カブラの味噌
汁でのばしたとろろ汁、二杯酢かけ（じねんじょの皮
を包丁でこそげ取り、マッチ棒ぐらいの拍子切りにし
たものに二杯酢をかけるだけ）

17

○ ○ 農地 笠原しょうが ショウガ 滋賀県 食材 甘酢漬け、香辛料、紅しょうが、 17
○ ○ 農地 大中すいか スイカズラ 滋賀県 食材 生食用 17

○ ○ 農地 ずいき ずいき 滋賀県 食材
和え物、煮物、汁の実、赤ずいきの味噌汁（さといも
と共に煮る）、漬物、やたら漬け（しいたけや芋のつ
るなどを加えた）、どぼ漬け（ヌカ漬け）、酢の物

17

○ ○ 農地 そば ソバ 滋賀県 食材 そば粉、そば切り、そばがき 17

○ ○ 農地 そらまめ そらまめ 滋賀県 食材
ゆでて食べる、そらまめご飯、煮豆、たけのこと豆の
煮付け、乾燥豆を炒って子どものおやつ、おたふく
豆

17

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 農地 近江茶 茶 甲賀市、東近江市 食品 朝宮茶、土山茶、政所茶 17

○ ○ 農地 とうがらし トウガラシ属 滋賀県 食材
葉とうがらしの煮物、畑漬け（トウガラシ漬け）、どぼ
漬け（糠漬け）、

17

○ ○ 農地 弥平とうがらし トウガラシ属 滋賀県 食材
下田漬け（下田なす、きゅうり、みょうがと一緒に漬
ける）、下田なすときゅうりの一夜漬け、ニンニクとと
うがらしのスパゲッティ

17

○ ○ 農地 あいとう梨 ナシ 滋賀県 食材 生食、梨ワイン 17

○ ○ 農地 下田なす ナス 滋賀県 食材
どぼ漬け（ぬか味噌漬け）、一夜漬け、ごま味噌和
え、揚げなす、しぎ焼き、グラタン、揚げだしなす、グ
ラタン、パスタ

17

○ ○ 農地 杉谷なすび ナス 滋賀県 食材 田楽、ブリとなすびの炊き合わせ 17

○ ○ 農地 豊浦ねぎ（といらねぎ） ネギ 滋賀県 食材
酢あい（油揚げを入れたぬた）、サバ缶を入れたじゅ
んじゅん、ねぎ丼、ぶつ切りにして炊き込みご飯に入
れたり、薬味

17

○ ○ 河川・湖沼 ハス ハス 滋賀県 食材
佃煮、はすずし、背ごし、塩焼、はす魚田（いったん
素焼きにして、ハスに練り味噌をつけて再度焼く田
楽）

17

○ ○ 河川・湖沼 ヒウオ ヒウオ 滋賀県 食材
釜揚げヒウオ、ヒウオ佃煮、ヒオ豆、氷魚ご飯、じゅ
んじゅん（すき焼き）

17

○ ○ 河川・湖沼 ビワマス ビワマス 滋賀県 食材
刺身、塩焼、煮付け、アラの味噌汁、ムニエル、フラ
イ、アメノイオ御飯（無形民俗文化財に指定）、

17

○ ○ 森林 ふきのとう ふきのとう 滋賀県 食材 てんぷら、ふきのとう味噌、酢味噌和え、佃煮、煮物 17

○ ○ 農地 南浜ぶどう ブドウ 滋賀県 食材 生食用 17

○ ○ 河川・湖沼 フナ フナ 滋賀県 食材
ふなずし、フナのあら汁、煮付け、刺し身、フナこま
ぶし

17

○ ○ 海洋 塩ブリ ブリ 滋賀県 食材
塩ブリぬた、刺身、照り焼き、ブリ大根、蕪鮨、鰤雑
煮

17

○ ○ 農地 ホンモロコ ホンモロコ 滋賀県 食材 素焼き 17
○ ○ 農地 なりくらまくわ マクワウリ 滋賀県 食材 デザート 17
○ ○ 農地 まくわうり マクワウリ 滋賀県 食材 夏のおやつ（すいかとともに）、どぼ漬け 17
○ ○ 農地 菅浦みかん ミカン 滋賀県 食材 生食用 17
○ ○ 農地 高溝もも モモ 滋賀県 食材 生食用、サラダの具、ジャム、シャーベット 17
○ ○ 農地 かんぴょう ユウガオ 滋賀県 食材 宇川ずし 17
○ ○ 農地 鮎河菜（あいがな） 鮎河菜（あいがな） 滋賀県 食材 漬物 17
○ ○ 農地 伊吹大根 伊吹大根 滋賀県 食材 生食、漬物、煮物、ふろふき大根、おでん、和え物 17

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整

○ ○ 農地 栗 栗 滋賀県 食材
保存食、焼き栗、ゆでぐり、栗ごはん、くりおこわ、く
りきんとんなどの和菓子、洋菓子、ぽんぐり、山菜栗
おこわ

17

○ ○ 農地 栗原ごぼう 栗原ごぼう 滋賀県 食材
煮付け、かき揚げ、タイのあら煮の添え野菜、肉や
ウナギで巻いた八幡巻き、ごま和えのたたきごぼ
う、かやくご飯、きんぴらごぼう、サラダ

17

○ ○ 農地 高月菜 高月菜 滋賀県 食材 糠漬け、うま煮 17

○ ○ 農地 坂本菊 坂本菊 滋賀県 食材

おひたし、酢の物、天ぷら、五目ずし、和え物、菊酒
（菊の花びらと焼酎、氷砂糖などの甘味料で作る）、
菊なます（菊としめじの酢の物）、菊ずし、菊の白和
え、菊の天ぷら、ごま豆腐の菊あんかけ、菊ゼリー
などの菊づくしの菊懐石、菊茶

17

○ ○ 農地 三度豆 三度豆 滋賀県 食材 ごま和え、天ぷら、油揚げを巻いた煮物 17

○ ○ 農地 山田大根 山田大根 滋賀県 食材
漬物、おでんなどの煮物、刺身のツマ、ｔねぷらのつ
ゆ、サンマなど焼き魚の付け合せ、貯蔵野菜として
の切干大根、たくあん漬け、ぜいたく煮

17

○ ○ 農地 山椒 山椒 滋賀県 食材

吸い物の吸い口、煮物の青味、木の芽味噌（田楽
や和え物に）、山椒炊き←ここまで葉。ここから実→
魚を煮る際のにおい消し、山椒昆布、佃煮。健胃、
整腸薬や消炎、利尿、駆虫剤

17

○ ○ 農地 滋賀の柿 滋賀の柿 滋賀県 食材
干し柿（あまんぼう）、さわす（渋柿を湯や焼酎につ
けて渋を抜く）

17

○ ○ 農地 滋賀の茶 滋賀の茶 滋賀県 食材
お茶、茶粥（煎じた茶汁で炊いた粥）、てんぷら（新
芽）、プリン、カステラ、ようかん、ゼリー

17

○ ○ 農地 秦荘のやまいも 秦荘のやまいも 滋賀県 食材 すりおろしたやまいも 17

○ ○ 農地 仁保うり 仁保うり 滋賀県 食材
煮付け、奈良漬、即席粕漬け、スープ、酢の物、炒
め物、どぼ漬け

17

○ ○ 農地 水菜 水菜 滋賀県 食材 漬物、鍋の食材、サラダなどの生食用 17
○ ○ 農地 清水芋（しゅうずいも） 清水芋（しゅうずいも） 滋賀県 食材 煮物、すはま、田楽 17

○ ○ 農地 滋賀県 食材
そのまま食べる、柿なます（千切りにした柿、大根、
にんじんに三杯酢をかけた）、サラダ、たくあん漬け
（干した皮）

17

○ ○ 農地 栃の実 栃の実 滋賀県 食材 とちもち 17

○ ○ 農地 日野菜 日野菜 滋賀県 食材 漬物（エビ漬、桜漬、ヒネ漬） 17

○ ○ 農地 尾上菜 尾上菜 滋賀県 食材 一夜漬け、汁の実、おひたし、ひねぐき煮 17

○ ○ 農地 北山茶 北山茶 滋賀県 食材 お茶 17
○ 森林 － 鳥獣保護区 滋賀県 自然 18

○ ○ 農地 長浜盆梅 ウメ 長浜市 素材 長浜観光協会、長浜市観光振興課 19

○ 森林 筏流し スギ、ヒノキ、マンサク、コブシ 高島市 素材 19

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ その他 三井の晩鐘 景観 滋賀県大津市 その他 近江八景 20
○ その他 唐崎の夜雨 景観 滋賀県大津市 その他 近江八景 20

○ その他 石山の秋月 景観
滋賀県大津市石山寺
1丁目

その他 近江八景 20

○ その他 勢多の夕照 景観 滋賀県大津市瀬田 その他 近江八景 20
○ その他 堅田の落雁 景観 滋賀県大津市堅田 自然 近江八景 20
○ その他 矢橋の帰帆 景観 草津市矢橋 その他 近江八景 20
○ その他 比良の暮雪 景観 比良山地 自然 近江八景 20
○ その他 粟津の晴嵐 景観 大津市 自然 近江八景 20

○ ○ その他 近江八景

石山の秋月、勢多の夕照、粟津
の晴嵐、矢橋の帰帆、三井の晩
鐘、唐崎の夜雨、堅田の落雁、
比良の暮雪

大津市、草津市 自然 びわ湖大津観光協会 20

○ その他 － 指定希少野生動植物種(31種） 滋賀県 その他 23
○ その他 － 生息・生育地保護区(9箇所） 滋賀県 その他 GISデータ参照 23

○ 森林 トチノキ（トチの実） トチノキ、木灰、米等
高島市朽木、長浜市
余呉

素材 24

○ ○ 河川・湖沼 琵琶湖の伝統漁法 湖魚、タケなど 滋賀県 食材 25

○ ○ 森林 みなくち子どもの森
里山、森林、ため池、水田、畑
など

甲賀市水口町 自然 26

○ ○ 森林 山門水源の森 森林、湿地、原野など 長浜市西浅井町 自然 山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会 27

○ ○ その他 ヨシ紙 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 ヨシ笛 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 葦筆 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 ヨシ松明 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 ヨシ船 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 リード楽器 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 葦簀 ヨシ 滋賀県 素材 29

○ 河川・湖沼 漁具 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ 農地 粽 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 葭垣 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 葭戸 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 葭棚 ヨシ 滋賀県 素材 29
○ ○ その他 葭葺き屋根 ヨシ 滋賀県 素材 29

○ ○ 森林 伊吹山のお花畑 草本 東近江市 自然 32
○ 森林 朽木いきものふれあいの里 森林 滋賀県高島市朽木 自然 閉鎖 33

○ ○ 森林 高島トレイル 森林、登山道など 高島市 自然 高島トレイル運営協議会（びわ湖高島観光協会） 34
○ ○ 河川・湖沼 三倍体ビワマス ビワマス 米原市 食材 県立醒井養鱒場 35

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 河川・湖沼 淡水真珠 イケチョウガイ 草津市 食材 36

○ ○ 農地 湖国ブランド「ココクール」
絹、ヨシ、木材、茶、乳製品、ビ
ワマス、琵琶湖、ブルーベリー
等

大津市、甲賀市、長
浜市、愛荘町、日野
町、東近江市

食材 37

○ 河川・湖沼 新旭水鳥観察センター 湖沼
滋賀県高島市新旭町
饗庭1600-1

その他 40

○ 河川・湖沼 湖北野鳥センター 湖沼
滋賀県長浜市湖北町
今西

その他 40

○ 河川・湖沼 びわ湖水鳥・湿地センター 湿地
滋賀県長浜市湖北町
今西

その他 40

○ その他 野鳥 野鳥 高島市、長浜市 自然
湖北野鳥センター、びわ湖水鳥・湿地センター、新
旭水鳥観察センター

40

○ ○ 農地 シカ肉カレー ニホンジカ 日野町 食材
日野町有害鳥獣被害対策協議会・日野町猟友会・
カレーチェーン店「CoCo壱番屋」

41

○ ○ 農地 近江大津のでっち羊かん アズキ 大津市三井寺町 食材 42
○ ○ 農地 丁稚羊羹 アズキ 湖西 食材 湖西地区を代表するお菓子のひとつ。 42

○ ○ 農地 丁稚羊羹 アズキ
信楽町、日野町、湖
北町、西浅井町

食材 42

○ ○ 河川・湖沼 アユの佃煮 アユ 栗東、野洲、長浜 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 子持ち大アユの姿煮 アユ 大津市石山寺 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 アユの飴炊き アユ 湖西、湖東 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 小アユの炊いたん アユ 甲西町平松 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 アユずし アユ 木之本町川合 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 大アユずし アユ 木之本町川合 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 イサダの醤油煮 イサダ 湖西 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 イサダ豆 イサダ 湖西 食材 42
○ ○ 農地 桜漬け イネ 守山市木浜町 食材 42
○ ○ 農地 善光寺ういろう イネ 栗太郡栗東町林 食材 42
○ ○ 農地 糠漬け イネ 栗東、守山 食材 42
○ ○ 農地 赤カブ漬 イネ 湖西 食材 日野菜よりカブラが多い。 42
○ ○ 農地 甘酢漬 イネ 甲賀町、土山町 食材 42
○ ○ 農地 さくら漬（一夜漬） イネ 甲賀町 食材 42
○ ○ 農地 酒漬 イネ 甲南町 食材 42
○ ○ 農地 短期の糠漬 イネ 甲西町 食材 42
○ ○ 農地 長期の糠漬 イネ 信楽町 食材 42
○ ○ 農地 切漬け（さくら漬け） イネ 湖東 食材 42

○ ○ 農地 さくら漬（一夜漬） イネ 湖東 食材

日野菜発祥の地日野町があり、日野菜漬がさかん。
しかし愛知川より北部では赤カブを漬けている家庭
が多い。一部の地域（多賀町、秦荘町、彦根市の一
部）では日野菜漬をほとんど漬けていない。

42

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 農地 姿漬け（えび漬け） イネ 湖東 食材 42
○ ○ 農地 糠漬けの早漬け イネ 湖東 食材 42
○ ○ 農地 赤カブ漬 イネ 米原町朝妻筑摩 食材 42
○ ○ 農地 日野菜酢漬 イネ 西浅井町塩津浜 食材 42
○ ○ 農地 日野菜糠漬 イネ 長浜市 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ウグイのなれずし ウグイ 湖西 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 エビの佃煮 エビ 大津市石山寺 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 エビ豆 エビ 湖西 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 エビ豆 エビ びわ町川道 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 オイカワずし オイカワ 彦根市須越町 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ダブ貝の煮物 カラスガイ 湖東 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 雑魚豆 魚類、ダイズ 野洲郡野洲町三上 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 コイずし コイ 草津、栗東、野洲 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 コイの筒切り コイ 野洲、能登川 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 コイの筒煮 コイ 甲賀町鳥居野 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ゴリの佃煮 ゴリ 守山市木浜町 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 サンマ御飯 サンマ 甲南町 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 シジミの山椒煮 シジミ 大津市石山寺 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 シジミの時雨煮 シジミ 湖西 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ハス子の佃煮 ハス 草津市北山田町 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ハスずし ハス 中主町須原 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ハスずし ハス 守山市木浜 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ハスずし ハス 野洲郡中主町吉川 食材 42

○ ○ 河川・湖沼
ハス、オイカワ、ウグイ等のな
れずし

ハス、オイカワ、ウグイ

安土町、近江八幡
市、甲良町、豊郷町、
能登川町、彦根市、
八日市町

食材 42

○ ○ 河川・湖沼 アメノウオ御飯 ビワマス
野洲郡野洲町妙光
寺、守山市木浜町、
甲賀、近江八幡市

食材 42

○ ○ 河川・湖沼
ビワマス（アメノウオ）の炊き込
みご飯

ビワマス 湖西 食材 42

○ ○ 河川・湖沼 マスメシ ビワマス 西浅井町菅浦 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 小ブナのなれずし フナ 草津市志那町 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 コブナの甘露煮 フナ 湖西 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ホンモロコの佃煮 ホンモロコ 大津市石山寺 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 モロコずし モロコ 守山市赤野井町 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 ワカサギ煮 ワカサギ 大津市石山寺 食材 42
○ ○ 河川・湖沼 鴨すき・鴨鍋 マガモ 滋賀県 食材 44

○ その他 油日の岳神社祭り 油日岳 甲賀市甲賀町油日 伝統文化 45

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ その他 東寺の竜王講 阿星山 湖南市東寺 伝統文化 竜王講（りおんこう） 45
○ その他 吉川の亥の子 稲わら 野洲市吉川 伝統文化 45

○ 農地 平子の風籠もり
稲の収穫までに大風が来ない
ようにお祈り

甲賀市土山町平子 伝統文化 45

○ その他 石馬寺の明神祭り 瓜生山（明神山）
東近江市五個荘石馬
寺ほか

伝統文化 45

○ その他 行畑の旧神事 大盛の杜 野洲市行畑 伝統文化 45
○ その他 鏡山の竜王宮祭り 鏡山（竜王山） 竜王町鏡 伝統文化 45
○ 森林 南清水の初亥の祭り カラス 東近江市南清水 伝統文化 45
○ 農地 下寺の草木祭 草木 草津市下寺町 伝統文化 45

○ 農地 立花・戸田のソウモク 草木
守山市立田町立花・
戸田

伝統文化 45

○ 農地 四ツ屋の草木祭 草木 野洲市野洲四ツ屋 伝統文化 45
○ 農地 辻町のソウモク 草木 野洲市辻町 伝統文化 45
○ その他 関津の権現さん参り 笹間ヶ岳 大津市関津 伝統文化 45

○ その他 布施の野神
集落の南東にある丘陵（岡の山
と通称）にある野神さん

東近江市布施 伝統文化 45

○ その他 追分の菖蒲祭り ショウブ、ヨモギ、野神池 草津市追分町 伝統文化 45
○ 農地 北比良の早坂祭り 次郎坊岳 大津市北比良 伝統文化 45
○ その他 高尾祭り 高尾のサカスギ 木之本町石道 伝統文化 45
○ その他 黄和田のダケ参り ダケ（黄和田の裏山） 東近江市黄和田 伝統文化 45
○ その他 音羽のダケサン参り 岳山 高島市音羽 伝統文化 45
○ その他 山中の竜王さん（竜王祭） 嶽山 竜王町山中 伝統文化 45
○ その他 上丹生の成子参り 七々頭ヶ岳 余呉町上丹生 伝統文化 45
○ その他 六地蔵の竜王（宮）祭 日光山（別名多喜山） 栗東市六地蔵 伝統文化 45
○ 農地 三津屋の農神祭り 農神 東近江市三津屋 伝統文化 45
○ その他 佐野の衹園祭り 野神 東近江市佐野 伝統文化 45
○ 農地 吉地の野神さん 野神 野洲市吉地 伝統文化 45
○ 農地 市三宅の野神祭り 野神 野洲市市三宅 伝統文化 45
○ 農地 久野部の野神神事 野神 野洲市久野部 伝統文化 45
○ その他 東横関の野神 野神 近江八幡市東横関 伝統文化 45
○ 農地 上田の野神相撲 野神 近江八幡市上田 伝統文化 45
○ 農地 山之上新村の大角豆相撲 野神 竜王町山之上 伝統文化 45
○ 農地 中羽田の野神 野神 東近江市中羽田 伝統文化 45
○ 農地 上羽田の野神祭り 野神 東近江市上羽田 伝統文化 45
○ 農地 芝原の野神祭り 野神 東近江市芝原 伝統文化 45
○ 農地 下二俣の大角豆講（野神） 野神 東近江市下二俣 伝統文化 45
○ 農地 飯浦の野神祭り 野神 木之本町飯浦 伝統文化 45
○ 農地 別所の野神 野神 日野町別所 伝統文化 45
○ その他 宇田の野の神 野神 甲賀市宇田 伝統文化 45

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ 農地 清田の野神 野神 日野町清田 伝統文化 45
○ 農地 土器の野神祭り 野神 東近江市土器 伝統文化 45
○ 農地 寺尻の野神祭り 野神 日野町寺尻 伝統文化 45
○ 農地 瓜生津の野神祭り 野神 東近江市瓜生津 伝統文化 45
○ 農地 石道の野神祭り 野神、エノキの大木（神木） 木之本町石道 伝統文化 45
○ 農地 日田の野神 野神、シゼンカシ 日野町日田 伝統文化 45
○ 農地 持寺の野神祭り 野上、スギ（ご神木） 高月町持寺 伝統文化 45
○ 農地 落川の野神 野上、スギ（ご神木） 高月町落川 伝統文化 45
○ 農地 高野の野神祭り 野上、スギ（ご神木） 高月町高野 伝統文化 45
○ 農地 西柳野の野神 野神、大木（神木） 高月町西柳野 伝統文化 45
○ 農地 西大路浦出町の野神祭り 野神、ダマ（神木） 日野町西大路 伝統文化 45
○ 農地 河原の野神祭り 野神、ヒノキ（ご神木) 日野町河原 伝統文化 45
○ 農地 小井口の野神祭り 野神、ヒノキ（ご神木) 日野町小井口 伝統文化 45
○ 農地 木村の野神相撲 野神、補陀落のマツ 東近江市木村 伝統文化 45
○ 農地 木津の野神講 野神、マツの大木（神木） 日野町木津 伝統文化 45

○ 農地 冨波甲の野神祭り

野神。神木は杉の木。冨波甲は
山林の少ないムラであり、この
林で枝打ちや木の葉かきをし
て、風呂焚きなどに使う燃料を
持ち帰っていた。

野洲市冨波甲 伝統文化 冨波甲（とばこう） 45

○ 農地 香庄の野神祭り 野神 安土町香庄 伝統文化 45
○ 農地 西生来の野神祭り 野神 近江八幡市西生来 伝統文化 45
○ 農地 稲垂の野神 野神 東近江市稲垂 伝統文化 45

○ その他 山本と石塚の野神 野神
東近江市五個荘山
本・五個荘石塚

伝統文化 45

○ その他 宮荘の野神 野神 東近江市宮荘 伝統文化 45
○ その他 平阪の野神 野神 東近江市五個荘平阪 伝統文化 45
○ その他 建部下野の野神祭り 野神 東近江市建部下野 伝統文化 45
○ 農地 川合の野神汁 野神 東近江市川合 伝統文化 45
○ 農地 大見の野神踊り 野神 木之本町大見 伝統文化 45
○ 農地 大谷の野神祭り 野神 日野町大谷 伝統文化 45
○ 農地 磯野の野神祭り 野神、磯野の一本杉 高月町磯野 伝統文化 45
○ 農地 渡岸寺の野神祭り 野神、ケヤキ（神木） 高月町渡岸寺 伝統文化 45
○ 農地 雨森・保延寺の野神祭り 野神、ケヤキ（神木） 高月町雨森・保延寺 伝統文化 45
○ 農地 柳野中の野神祭り 野神、スギ（神木） 高月町柳野中 伝統文化 45

○ 農地 尾山の野神
野神、二本松と呼ばれる二本の
ヒノキ（ご神木）

高月町尾山 伝統文化 45

○ 農地 東物部の野神祭り 野神、ヒノキの巨木 高月町東物部 伝統文化 45

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ その他 小幡の野神 野神、マツ（御神木） 東近江市五個荘小幡 伝統文化 45

○ その他 木流の野神
野神、もとは愛知川の河川敷に
松の大木があり、そこで祀られ
ていた

東近江市五個荘木流 伝統文化 45

○ その他 南桜の野神祭り
野神。「野止め」の日とし、農作
業を休みとした。

野洲市南桜 伝統文化 45

○ その他 浄土寺の野神 日野川、野神 近江八幡市浄土寺町 伝統文化 45
○ その他 宇川の早苗振り 豊作を祈願 甲賀市水口町宇川 伝統文化 45

○ その他 菩提寺の竜王祭り
菩提寺山（地元では寺山と称
す）

湖南市菩提寺 伝統文化 45

○ その他 三上山の竜王祭 三上山 野洲市三上、妙光寺 伝統文化 45
○ その他 三俣の明神信仰と盆行事 水神 東近江市五個荘三俣 伝統文化 45
○ その他 西明寺の水神講 水神 日野町西明寺 伝統文化 45
○ 河川・湖沼 牧の水の神 水の神、竜王山 甲賀市信楽町牧 伝統文化 45

○ 森林 南桜の山の神
山の、雄松と雌松の叉木（ご神
木）⇒藁（ご神木）

野洲市南桜 伝統文化
山の神は報恩寺の裏山にまつられていたが、高速
道路開通のため場所がなくなり、祭りは野蔵神社で
行われている

45

○ 森林 大石富川脇出の山の神 山の神 大津市大石富川 伝統文化
脇出の集落から信楽川に沿って200mほど南に行っ
た谷の口

45

○ 森林 塩野の山の神・御田 山の神 甲賀市甲南町塩野 伝統文化
「クチ（口山の神）」：諏訪神社の奥、滝川に面した所
「オク（奥山の神）」：甲南町杉谷（市之瀬）方面へと
200m程度進んだ、第二名神高速の工事現場横

45

○ 森林 杣中の山の口 山の神
甲賀市水口町杣中、
甲南町塩野

伝統文化

「クチヤマ」：東光寺の裏手、県道草津・伊賀線から
分かれて水口町高山から甲南町野川を結ぶ広域農
道の道端にある　「オクヤマ」：甲南町塩野にある
「滝坂」とよばれる場所と、山上地内の水口から信
楽への旧街道を少し谷へ入ったところにある「梨の
木」とよばれるところ

45

○ 森林 平津の山の神祭り 山の神 大津市平津 伝統文化
森カブ：滋賀大学キャンパス内　井上・原田カブ：森
カブの山の神より南側、集落に接した小高い森の中

45

○ 森林 宇田の山の口 山の神 甲賀市水口町宇田 伝統文化 集落の南側、野洲川を渡った先の共有林の入り口 45

○ 森林 東寺の山の神行事 山の神 湖南市東寺 伝統文化

「奥の山の神」：十王寺から南へ徒歩15分ほどの山
道を登った場所　「口の山の神」：十王寺から西へ徒
歩10分　もう一カ所、口の山の神からさらに150mほ
ど進んだ山の神にもある

45

○ 森林 西寺の山の神行事 山の神 湖南市西寺 伝統文化
①西教寺から南へ続く道の山の入り口付近が祭場
②常楽寺から山へ入った場所で、堂山の口に当た
るところ

45

○ 森林 平松の山の神 山の神 湖南市平松 伝統文化
松尾神社から移動　開発された新興住宅地の中の
檜林の小祠

45

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所



50 
 

 

基盤 供給 文化 調整
○ 森林 田井の山の神祭り 山の神 東近江市田井 伝統文化 集落から東へ数百m離れた天満宮の境内 45

○ 森林 川合の山の神 山の神 東近江市川合 伝統文化
上本郷の東側の田の中に盛り土をした一画で、「山
の神」と刻んだ石が立つ（以前の場所は今より少し
西側で森があった）

45

○ 森林 桜生の山の神 山の神 野洲市小篠原桜生 伝統文化 45
○ 森林 上羽田平石の山の神 山の神 東近江市上羽田 伝統文化 平石古墳群付近 45

○ 森林 上羽田の山の神神事 山の神 東近江市上羽田 伝統文化 羽田神社のある華岳山の麓にある 45

○ 森林 岡田の山の神 山の神 東近江市岡田 伝統文化 八風街道に近いノエビア工場の隣接地 45

○ 森林 今堀のヤマヤマサン 山の神 東近江市今堀町 伝統文化
日吉神社に集合し、集落の南、布引小学校の東に
ある山の神へ移動

45

○ 森林 今崎のヤマヤマ神事 山の神 東近江市今崎町 伝統文化
日吉神社拝殿から、以前は長谷野の山の神へ参っ
たが、現在は日吉神社の南方、字堂林にある五〇
年森へ参る

45

○ 森林 東市辺の山の神祭り 山の神 東近江市市辺 伝統文化
三好神社から移動　現在は三好神社境内に隣接し
た森に山の神・野神・大将軍をまとめて祀るが、以
前は蛇砂川に隣接した地にそれぞれ祀られていた

45

○ 森林 小脇・今戸・糠塚の山の神祭り 山の神
東近江市小脇・今戸・
糠塚

伝統文化 太郎坊山麓の森の中 45

○ 森林
箕川のシュウシ始め（ワセヨ）と
山の神

山の神 東近江市箕川 伝統文化 神社の社務所から川西の山の小祠へ移動 45

○ 森林 葛川坊村の山の神 山の神 大津市葛川坊村 伝統文化 45
○ 森林 真野大野のハナガラと山の神 山の神 大津市真野大野 伝統文化 45

○ 森林 守山の山の神・左義長（ドンド） 山の神 大津市八尾戸 伝統文化 45
○ 森林 上田上新免の山の神 山の神 大津市石居 伝統文化 45
○ 森林 南笠の山の神のオコナイ 山の神 草津市南笠町 伝統文化 45
○ 森林 芝原の山の神 山の神 大津市上田上芝原 伝統文化 45
○ 森林 部田の山の神祭り 山の神 草津市部田 伝統文化 45

○ 森林 伊井の山の神 山の神
高島市今津町日置前
伊井

伝統文化 45

○ 森林 上砥山の山の神祭り 山の神 栗東市上砥山 伝統文化 45
○ 森林 山入・上田の山の神 山の神 栗東市御園 伝統文化 45
○ 森林 妙光寺の山の神 山の神 野洲市妙光寺 伝統文化 45
○ 農地 御影渡しの神事（年番交替） 山の神 高島市マキノ町大沼 伝統文化 45
○ 森林 観音寺の山の神行事 山の神 栗東市観音寺 伝統文化 45
○ 森林 辻町の山の神 山の神 野洲市辻町 伝統文化 45
○ その他 市場の山の神 山の神 高島市朽木市場 伝統文化 45
○ 農地 木津の神事・山の神 山の神 高島市饗庭 伝統文化 木津（こうつ） 45
○ 森林 上屋の山の神 山の神 野洲市上屋 伝統文化 45
○ 森林 田代の山の神 山の神 甲賀市信楽町田代 伝統文化 45

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所



51 
 

 

 

基盤 供給 文化 調整
○ 森林 山中の山の口講 山の神 竜王町山中 伝統文化 45

○ 森林 伊佐野の山の口 山の神
甲賀市水口町和野伊
佐野地区

伝統文化 45

○ 森林 稲垂の山の神 山の神 東近江市稲垂 伝統文化 45
○ 森林 小今の山の神祭り 山の神 東近江市小今 伝統文化 45
○ 森林 建部瓦屋寺の山の神 山の神 東近江市建部瓦屋寺 伝統文化 45
○ 森林 建部日吉の山の神 山の神 東近江市建部日吉 伝統文化 45
○ 森林 外の山の神 山の神 東近江市外町 伝統文化 45
○ 森林 豊満神社の山の神 山の神 愛荘町豊満 伝統文化 45
○ 森林 南清水の山の神 山の神 東近江市南清水 伝統文化 南清水（みなみしゅうず） 45
○ 森林 大清水の山の神 山の神 東近江市大清水 伝統文化 45
○ 森林 東円堂の山の神さん 山の神 愛荘町東円堂 伝統文化 45
○ 森林 畑田の山の神さん 山の神 愛荘町畑田 伝統文化 45
○ 森林 西菩提寺の山の神 山の神 東近江市西菩提寺 伝統文化 45
○ 森林 中小路の山の神祭り 山の神 東近江市中小路 伝統文化 45
○ 森林 上岸本の山神さん 山の神 東近江市上岸本 伝統文化 45

○ 森林 上大森・大森の山の神祭り 山の神
東近江市上大森町・
大森町

伝統文化 45

○ 森林 鯰江の山の神 山の神 東近江市鯰江 伝統文化 45
○ その他 下中野の梅干相撲 山の神 東近江市下中野 伝統文化 45
○ 森林 原の山神さん（作兵衛祭り） 山の神 彦根市原町 伝統文化 45
○ 森林 小倉の山の神様 山の神 東近江市小倉町 伝統文化 45
○ 森林 菅並のヤマコ（山講） 山の神 余呉町菅並 伝統文化 45

○ 森林 余呉町内のヤマコ（山講） 山の神

余呉町新堂、小谷、
柳ケ瀬、椿坂、中河
内、中之郷、摺墨、菅
並、田戸、鷲見、八
戸、下丹生、上丹生

伝統文化 休止している地区もある　新堂、椿坂、摺墨は継続 45

○ 森林 猫田の山の神祭り
山の神（小字真窪というこんもり
した場所）、松（御神木）

日野町猫田 伝統文化
以前は別所村内の西山の小字真窪（まなくぼ）とい
うこんもりとした場所で松を御神木として祀っていた
が、現在は別所村内の小字青谷で行われている

45

○ 森林 六地蔵の山の神 山の神（高念寺山） 栗東市六地蔵 伝統文化 45

○ 森林 北桜の山の神 山の神、「山ノ神」と刻まれた石 野洲市北桜 伝統文化
多門寺の本堂裏の石造宝塔と、通称「カミダイ」の林
の中

45

○ 森林 安養寺の山の神祭り 山の神、安養寺山 栗東市安養寺 伝統文化 45

○ 森林 大石富川納所の山の神
山の神、上山の神、下山の神と
もに榊を神木とする

大津市大石富川 伝統文化
上山の神：信楽川に注ぐ谷川の上流、下山の神：国
道422号線を西へ下り、信楽川を越える橋の手前
200mくらいのところを山に入った場所

45

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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○ 森林 酒人の山の口
山の神、大山講の祭場にある
かなり大きな岩（御神体）

甲賀市水口町酒人 伝統文化
（東組大山講の場合）三雲トンネルの入り口脇を少
し下った山中

45

○ 森林 蛇溝の山の神祭り
山の神、男神と女神の二本の
神木

東近江市蛇溝 伝統文化 集落の東南500mほどのところにある森 45

○ 森林 妙感寺の山の神
山の神、柿の枝（雌雄の御神
体）

湖南市三雲 伝統文化
集落を抜けて道なりに少し上がった農村公園に続く
小山の裾に2カ所

45

○ 森林 真野普門神田神社の山の神
山の神、神田神社の東側、道を
挟んで鉄塔が立つあたりの小さ
な森

大津市真野普門町 伝統文化 45

○ 森林 小堤の山の神
山の神、吉祥寺山、金山、一ヶ
谷の三か所、ヤマモモの木（神
木）

野洲市小堤 伝統文化
吉祥寺山（きっちょうじやま）、金山（かなやま）、一ヶ
谷（いちがたに）　いずれもヤマモモの木が神木

45

○ 森林 川合寺の山の神祭り
山の神、御神体は自然石で、そ
の周囲には数本の木が立ち並
び、山の神の森を形作っている

東近江市川合寺 伝統文化
集落の南、300mほど離れた場所（もともとは現在の
八日市警察のあたりにあったが移転）

45

○ 森林 野村の山の神祭り
山の神、集落から七、八百メー
トル南にある杉（御神木）

東近江市野村 伝統文化

八幡神社境内（もともとは集落から700～800m南の
杉を山の神の御神木としていたが、戦時中に飛行場
の建設のため山林の伐採を命じられ、それ以降は
石をご神体とし、さらに昭和40年代にその御神体も
移転して八幡神社境内で祀るようになった）

45

○ 森林
芝原・柴原南・下二俣の山の
神祭り

山の神、スギ（神木） 東近江市柴原南 伝統文化

下二俣の集落から名神高速道路を越えてさらに南
に行ったところにある杉の木と、そこからさらに800m
ほど登ったところにあるサントリー会社の敷地内（神
木は枯死）

45

○ 森林 田上枝の山の神 山の神、スギ（神木） 大津市枝 伝統文化 45
○ 森林 井上と片山の山の神祭り 山の神、スギ（神木） 栗東市井上・御園 伝統文化 45
○ 森林 大野の大山の神 山の神、雑木（神木） 甲賀市土山町大野 伝統文化 45

○ 森林 土器・瓜生津の山の神祭り
山の神、土器の集落に接した小
さな森の中

東近江市土器 伝統文化 45

○ 森林 原の山の神祭り
山の神、ネムの木の二股になっ
たもの二つ（女の神さん）、赤松
（男の神さん）

日野町原 伝統文化 芦谷神社、口の山の神、奥の山の神 45

○ 森林 成谷と目相の山の神祭り 山の神、ヒノキ（ご神木） 栗東市荒張 伝統文化 45
○ 森林 辻越と蔵町の山の神祭り 山の神、ヒノキ（ご神木） 栗東市御園 伝統文化 45

○ 森林 大谷の山の神祭り 山の神、ヒノキ（神木） 日野町大谷 伝統文化
集落の西はずれに位置する西の山の神は、小高い
丘陵の中ほどにあり、小さな谷を挟んで南側には野
神がある　東の山の神もあり

45

○ 森林 東坂の山の神 山の神、ヒノキ（神木） 栗東市東坂 伝統文化 45

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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○ 森林 田上石居の山の神 山の神、檜（神木） 大津市田上石居 伝統文化
ゼオンポリミックス(株)大津事業所の裏手にある藪
の中の二股に分かれた桧

45

○ 森林 熊野の山の神祭り 山の神、ヒノキの大木（ご神木） 日野町熊野 伝統文化 45
○ 森林 山の脇の山の神 山の神、ぼけ山 野洲市小篠原山の脇 伝統文化 字ぼけ山の2本の木 45

○ 森林 永源寺高野の山の神
山の神、マツ（男神）、サクラ（女
神）

東近江市高野 伝統文化
永源寺、下高野地蔵（集落を下り愛知川に架かる紅
葉橋近くに祀る地蔵の小祠）

45

○ 森林 山寺の山の神行事 山の神、マツ（ご神木） 草津市山寺町 伝統文化 45

○ 森林 別所の山の神祭り
山の神、松（ご神木）⇒モロギ
（ご神木）、西山

日野町別所 伝統文化 比都佐神社境内の左側 45

○ 森林 山上の山の神
山の神：山上地区の東にある
「椿山」

甲賀市水口町山上 伝統文化

「五日山」（甲賀市水口町山上字梨の木地内）、「六
日山」（山上の集落から庚申山広徳寺に向けて進
み、大師寺から国道307号線を横断した所）、「七日
山」（「六日山」をさらに庚申山広徳寺に向けて進
み、参道を左にそれた所）ほか

45

○ その他 内野の野神祭り 山の神と野神 安土町内野 伝統文化 45
○ その他 上羽田の竜王祭（竜王さん） 雪野山 東近江市上羽田 伝統文化 45
○ 森林 杉野の終山講 横山岳 木之本町杉野 伝統文化 45
○ その他 西明寺の竜王山祭り 竜王山 日野町西明寺 伝統文化 45
○ その他 磯尾の竜王嶽祭り 竜王山（嶽山・盾打山） 甲賀市甲南町磯尾 伝統文化 45
○ その他 大嵩神社嶽祭り 綿向山 日野町西明寺 伝統文化 45

○ 森林 岩坂の山の神
山の神（「クチ（口）」と「オク
（奥）」の二カ所）

甲賀市水口町岩坂 伝統文化
「クチ」「オク」（養父神社から最勝寺へと山を登って
いく道沿いの川筋）

45

○ 森林 神田の山の神祭り
山の神、集落の南西一キロほど
離れたところにある森

東近江市神田 伝統文化 集落の南西1kmほど離れたところ 45

○ 農地 霊仙山池登拝 霊仙山 米原市下丹生 伝統文化 45
○ その他 観学院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸前期 46
○ その他 金乗院庭園跡 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸前期 46
○ その他 財林坊 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 三井寺観音堂 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 昭和 46
○ その他 上光院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 唐院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 普賢堂 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸前期 46
○ その他 宝寿院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 法泉院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 法明院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 本寿院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 万徳院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 明治 46
○ その他 龍泉院 池庭 水 大津市園城寺町246 庭園 江戸後期 46
○ その他 観明院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 昭和 46

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系
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基盤 供給 文化 調整
○ その他 旧白毫院 池庭 水 大津市坂本本町1794 庭園 江戸前期 46
○ その他 金台院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 昭和 46
○ その他 行泉院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸後期 46
○ その他 止観院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 昭和 46
○ その他 滋賀院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸前期 46
○ その他 実蔵坊 流庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸前期 46
○ その他 寿量院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸後期 46
○ その他 十妙院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸後期 46

○ その他
西教寺 枯山水
池庭

水 大津市坂本本町3210 庭園 江戸後期 46

○ その他 大林院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸後期 46
○ その他 仏乗院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸後期 46
○ その他 宝積院 池庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸前期 46
○ その他 薬樹院 流庭 水 大津市坂本本町 庭園 昭和 46
○ その他 律院 流庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸前期 46
○ その他 蓮華院 流庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸前期 46
○ その他 雙厳院 流庭 水 大津市坂本本町 庭園 江戸後期 46
○ その他 東光寺 池庭 水 大津市仰木町5928 庭園 江戸後期 46
○ その他 公風園 流庭 水 大津市石山寺1丁目 庭園 大正 46
○ その他 捨翠園 池庭 水 大津市石山寺1丁目 庭園 昭和 46
○ その他 密蔵院 流庭 水 大津市石山寺1丁目 庭園 大正 46
○ その他 無憂園 流庭 水 大津市石山寺1丁目 庭園 昭和 46
○ その他 魚寅楼 池庭 水 草津市草津二丁目12 庭園 昭和 46
○ その他 大宝神社 池庭 水 栗東町綣 庭園 江戸後期 46
○ その他 西隆寺大日堂 池庭 水 守山市中町38 庭園 昭和整備 46
○ その他 安養寺 池庭 水 栗東町安養寺88 庭園 江戸後期 46

○ その他 大清寺 池庭 水
高島郡高島町水尾武
曽横山1745

庭園 江戸前期 46

○ その他 円光寺 池庭 水
高島郡高島町勝野
2071

庭園 江戸後期 46

○ その他 比利多神社 池・流れ 水
野洲郡中主町西河原
55

庭園 不詳 46

○ その他 和中散本舗 池庭 水 栗東町六地蔵 庭園 江戸前期 46
○ その他 新善光寺 池庭 水 栗東町林 庭園 江戸後期 46

○ その他 正源寺 池庭 水
野洲郡中主町八夫
1529

庭園 江戸後期 46

○ その他 錦織寺 池庭 水
野洲郡中主町木部
819

庭園 江戸後期-明治改修 46

○ その他 播岳寺 池庭 水
高島郡マキノ町中庄
397

庭園 明治 46

文献備考カテゴリ
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○ その他 池の沢庭園 池庭 水 高島郡朽木村村井 庭園 鎌倉 46
○ その他 阿弥陀寺 池庭 水 栗東町東坂 庭園 明治 46

○ その他 大光寺 池庭 水
甲賀郡信楽町小川
1137

庭園 江戸前期 46

○ その他 慈専寺 池庭 水
高島郡マキノ町小荒
路565

庭園 江戸後期 46

○ その他 徳宝寺 池庭 水 西浅井町集福寺518 庭園 江戸後期 46

○ その他 即得寺 池庭 水
高島郡新旭町藁園
1661

庭園 明治 46

○ その他 正玄寺 池庭 水
高島郡新旭町太田
1650

庭園 明治 46

○ その他 一井田鶴 池庭 水
高島郡新旭町藁園
1592

庭園 明治 46

○ その他 西応寺 池庭 水
甲賀郡甲西町菩提寺
1677

庭園 昭和 46

○ その他 長命寺 池庭 水
近江八幡市長命寺町
157

庭園 江戸後期 46

○ その他 宝瞳院 枯山水 水
高島郡マキノ町海津
1381

庭園 江戸後期 46

○ その他 慶願寺 池庭 水
高島郡マキノ町海津
639

庭園 江戸後期 46

○ その他 清浄華院跡 池庭 水
甲賀郡甲西町正福寺
1004

庭園 江戸後期 46

○ その他 菅田神社 池庭 水
近江八幡市中小森町
1207

庭園 大正 46

○ その他 洞覚院 池庭 水
近江八幡市孫平治町
2-17

庭園 江戸後期 46

○ その他 本願寺八幡別院 池庭 水
近江八幡市北元町
39-1

庭園 江戸前期 46

○ その他 教材坊 池庭 水
蒲生郡安土町石寺
1145

庭園 桃山 46

○ その他 沙沙貴神社 池庭 水
蒲生郡安土町常楽寺
1

庭園 明治 46

○ その他 浄厳院 池庭 水
蒲生郡安土町慈恩寺
744

庭園 江戸前期 46

○ その他 浄厳院春陽坊 池庭 水
蒲生郡安土町慈恩寺
744

庭園 江戸後期 46

○ その他 浄厳院誓陽坊 池庭 水
蒲生郡安土町慈恩寺
744

庭園 江戸後期 46

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所



56 
 

 

基盤 供給 文化 調整

○ その他 浄厳院裏門脇 池庭 水
蒲生郡安土町慈恩寺
744

庭園 江戸後期 46

○ その他 奥石神社 池庭 水
蒲生郡安土町東老蘇
1615

庭園 江戸後期 46

○ その他 善水寺（本堂） 池庭 水
甲賀郡甲西町岩根
3518

庭園 明治 46

○ その他 福寿寺 池庭 水
近江八幡市馬淵町岩
倉469

庭園 江戸前期 46

○ その他 妙感寺 池庭 水
近江八幡市馬淵町岩
倉492

庭園 江戸前期 46

○ その他 安養寺 池庭 水
神崎郡永源寺町山上
1983

庭園 江戸後期 46

○ その他 明王寺 池庭 水
甲賀郡甲南町磯尾
1972

庭園 大正-昭和改修 46

○ その他 息障寺 池庭 水
甲賀郡甲南町杉谷
3774

庭園 江戸後期 46

○ その他 紅葉公園 流れと池 水 神崎郡五個荘町川並 庭園 大正 46

○ その他 伊勢廻寺 池庭 水
甲賀郡甲南町野川
708

庭園 昭和 46

○ その他
五個荘町歴史民俗資料館 池
庭

水
神崎郡五個荘町宮荘
681

庭園 大正 46

○ その他 弘誓寺 池庭 水
八日市市建部下野町
282

庭園 昭和 46

○ その他 瓦屋寺 池庭 水
八日市市瓦屋寺町
436

庭園 明治 46

○ その他 来通寺 池庭 水 湖北町延勝寺1074 庭園 明治 46
○ その他 千手寺 池庭 水 彦根市日夏町4528 庭園 江戸後期 46

○ その他 竹平楼 枯山水（一部に小池） 水
愛知郡愛知川町愛知
川1608

庭園 大正 46

○ その他 宝満寺 露地風平庭 水
愛知郡愛知川町愛知
川

庭園 明治 46

○ その他 西光寺 池庭 水 木之本町大音1027 庭園 江戸前期 46
○ その他 西徳寺 池庭 水 木之本町赤尾601 庭園 江戸初期 46

○ その他
近江商品郷土館 露地風平庭
（一部池庭）

水
愛知郡湖東町小田苅
473

庭園 江戸後期 46

○ その他 豊会館 池庭 水 犬上郡豊郷町下枝56 庭園 江戸後期 46
○ その他 横山神社 神池 水 高月町横山297-1 庭園 不詳 46

○ その他 阿自岐神社 池庭 水
犬上郡豊郷町安倉西
663

庭園 不詳（昭和改修） 46

○ その他 大円寺 池庭 水 高月町高月4 庭園 明治 46

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ その他 東雲寺 池庭 水 びわ町川道2795 庭園 昭和 46

○ その他 本誓寺 池庭 水
蒲生郡日野町日田
296

庭園 江戸前期 46

○ その他 西福寺 池庭 水
愛知郡湖東町池庄
1315

庭園 江戸後期 46

○ その他 真願寺 池庭 水 湖北町八日市824 庭園 江戸後期（昭和改修） 46
○ その他 明照寺 池庭 水 彦根市平田町744 庭園 江戸前期 46

○ その他 近江日野商人館 池庭 水
蒲生郡日野町大窪
1011

庭園 昭和 46

○ その他 金剛輪寺明寿院 池庭 水
愛知郡泰荘町松尾寺
874

庭園 江戸前期後期 46

○ その他 安楽寺 池庭 水 びわ町細江104 庭園 江戸後期 46
○ その他 井伊家浜御殿 池庭 水 彦根市松原町515 庭園 江戸後期 46
○ その他 本覚寺 池庭 水 湖北町丁野849 庭園 明治 46

○ その他 教徳寺 池庭 水
犬上郡甲良町尼子
1249

庭園 明治 46

○ その他 高野神社 池庭 水 高月町高野1132 庭園 大正 46
○ その他 長純寺 池庭 水 彦根市佐和町5-49 庭園 江戸後期 46
○ その他 五村別院 池庭 水 虎姫町五村337 庭園 江戸後期 46
○ その他 妙蓮寺 池庭 水 虎姫町大井316 庭園 昭和 46
○ その他 清涼寺 池庭 水 彦根市古沢町1100 庭園 江戸後期 46
○ その他 玉泉寺 池庭 水 虎姫町三川945 庭園 江戸前期 46
○ その他 天寧寺 池庭 水 彦根市里根町232 庭園 江戸後期 46
○ その他 長浜八幡宮 池庭 水 長浜市神前町1355 庭園 伝桃山・昭和改修 46
○ その他 神照寺 池庭 水 長浜市新庄寺町323 庭園 江戸後期 46
○ その他 了因寺 池庭 水 湖北町伊部114 庭園 江戸後期 46
○ その他 一乗院 池庭 水 長浜市新庄寺町162 庭園 江戸後期 46
○ その他 山田神社 池庭 水 彦根市宮田町128 庭園 江戸前期 46
○ その他 西明寺 池庭 水 犬上郡甲良町池寺27 庭園 江戸前期 46

○ その他 専行寺 池庭 水
犬上郡多賀町土田
865

庭園 江戸後期 46

○ その他 百済寺喜見院 池庭 水
愛知郡愛東町百済寺
丁323

庭園 昭和 46

○ その他 勝楽寺 池庭 水
犬上郡甲良町正楽寺
4

庭園 江戸前期 46

○ その他 実宰院 池庭 水 浅井町平塚149 庭園 江戸後期 46
○ その他 観明寺 池庭 水 余呉町川並639 庭園 江戸後期 46
○ その他 喜見庵 池庭 水 余呉町文室1095 庭園 江戸後期 46
○ その他 全長寺 池庭 水 余呉町池原885 庭園 江戸後期 46

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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○ その他 開蓮寺 池庭 水
犬上郡多賀町木曽
413

庭園 江戸後期 46

○ その他 総持寺 池庭 水 長浜市宮司町708 庭園 江戸前期 46

○ その他 西徳寺 池庭 水
犬上郡多賀町多賀
546

庭園 江戸後期 46

○ その他 白山神社 池庭 水 長浜市加納町166 庭園 不明（昭和整備） 46

○ その他 清凉寺 池庭 水
甲賀郡土山町青土
854

庭園 江戸後期 46

○ その他 遠久寺 池庭 水
犬上郡多賀町佐目
307

庭園 明治 46

○ その他 蓮浄寺 流れの庭 水
犬上郡多賀町南後谷
127

庭園 明治 46

○ その他 西琳寺 池庭 水
犬上郡多賀町富之尾
1150

庭園 明治 46

○ その他 西円寺 池庭 水 近江町西円寺661 庭園 江戸前期 46
○ その他 孤篷庵 枯山水および池庭 水 浅井町上野135 庭園 江戸前期 46
○ その他 蓮華寺 池庭 水 米原町番場 庭園 江戸前期 46

○ その他 高松寺 池庭 水
犬上郡多賀町八重練
581

庭園 江戸後期 46

○ その他 日光寺 池庭 水 近江町日光寺142 庭園 明治 46
○ その他 西皆円寺 池庭 水 近江町能登瀬678 庭園 江戸後期 46
○ その他 名越寺円光院跡 池庭 水 長浜市名越町316 庭園 昭和 46
○ その他 名越寺平等院 池庭 水 長浜市名越町316 庭園 江戸後期 46
○ その他 観音寺本坊 池庭 水 山東町朝日1342 庭園 江戸後期 46
○ その他 護国寺本坊 池庭 水 伊吹町上野1（弥高） 庭園 江戸後期 46

○ ○ 農地 十五日粥 アズキ 高島町鴨 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 竹の皮羊羹（でっち羊羹） アズキ 高島町鴨 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47

○ ○ 農地 小豆飯 アズキ 五個荘町宮荘 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 小豆粥 アズキ 長浜市口分田町 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 赤飯 アズキ、イネ 甲賀町神 食材 行事食・神饌 47

○ ○ 農地 いとこ煮
アズキ、カボチャ、ゴボウ、イモ、
ダイコン

長浜市口分田町 食材 野菜の煮物 47

○ ○ 農地 いとこ煮
アズキ、カボチャ、ゴボウ、イモ、
ダイコン

米原町筑摩 食材 野菜の煮物 47

○ ○ 農地 いとこ煮
アズキ、カボチャ、ゴボウ、イモ、
ダイコン

伊吹町甲津原 食材 野菜の煮物 47

○ ○ 河川・湖沼 鮎なます アユ 高島町鴨 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 河川・湖沼 小鮎の佃煮 アユ 安曇川町南船木 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 氷魚 アユ 安曇川町南船木 食材 魚貝の焼き物・煮物 47

○ ○ 河川・湖沼 小あゆと大豆の煮物 アユ 彦根市三津屋町 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 農地 鮎御飯 アユ、イネ 安曇川町南船木 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 あわ餅（こがね餅） アワ 中主町八夫 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 河川・湖沼 里芋のいか（するめ）煮 イカ 長浜市口分田町 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47

○ ○ 河川・湖沼 いさざのじゅんじゅ イサザ 今津町浜分 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ その他 御膳持ち イネ 大津市山中町 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 農地 牛の舌だんご イネ 大津市仰木町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ その他 エトエトの神饌 イネ 草津市下笠 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 農地 串だんご イネ 草津市追分町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 にが菜会 イネ 守山市金森 食材 行事食・神饌 47
○ ○ その他 法事の膳 イネ 安曇川町上古賀 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 農地 こわ餅 イネ 大津市上千町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 芋御飯と芋炊き イネ 中主町八夫 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 へそだんご イネ 中主町八夫 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 おあえだんご（茎だんご） イネ 野洲町三上 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 いさざ飯 イネ 新旭町熊野本 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 ショイ飯（醤油飯） イネ 新旭町熊野本 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 零余子御飯 イネ 朽木村麻生 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 甘酒 イネ 信楽町上朝宮 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 強飯 イネ 水口町牛飼 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 嫁菜飯 イネ 水口町牛飼 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 トウコ イネ 甲南町稗谷 食材 餅・だんご・おはぎ 47

○ ○ 農地 充満寺のお磨きのにぎりめし イネ 高月町西野 食材 めし・かゆ・すし 47

○ ○ 農地
ゆりだんご（漬け物入り焼きだ
んご）

イネ 豊郷町安食西 食材 餅・だんご・おはぎ 47

○ ○ 農地 焼きだんご（漬け物入り） イネ 湖東町西菩提寺 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 まゆだんご イネ びわ町川道 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 ゆりこだんご－焼きだんご イネ 秦荘町松尾寺北 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 米だんご イネ 湖北町伊部 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 五目飯 イネ 長浜市口分田町 食材 めし・かゆ・すし 47

○ ○ 農地 いもつぶし 芋 中主町八夫 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47

○ ○ 農地 芋つぶし 芋 野洲町三上 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47

○ ○ 農地 小芋の煮物 イモ 草津市追分町 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 芋だんご イモ、イネ 野洲町三上 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 さつまいも飯（芋飯） イモ、イネ 水口町牛飼 食材 めし・かゆ・すし 47

○ ○ 河川・湖沼 うぐいずし（鯎）鮓 ウグイ
マキノ町上開出・下開
出

食材 なれずし 47

○ ○ 農地
うこぎとわらびと山椒の葉の煮
物

ウコギ、ワラビ、サンショウ 伊吹町甲津原 食材 野菜の煮物 47

○ ○ 農地 エカキ豆の五目煮 エカキマメ 山東町野一色 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 えびと大根の味噌炊き エビ 今津町浜分 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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○ ○ 河川・湖沼 たこと小芋の直煮 エビ 水口町牛飼 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 河川・湖沼 えび大根 エビ 能登川町伊庭 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 河川・湖沼 エビ豆 エビ 能登川町伊庭 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 農地 えんどうの甘煮 エンドウ 草津市下笠 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 麦芽を用いた水飴作り オオムギ 長浜町口分田町 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 くるみごぼう オニグルミ、ゴボウ 信楽町上朝宮 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 干し柿 カキ 大津市上千町 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 干し柿 カキ 高島町鴨 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 さわし柿 カキ 新旭町熊野本 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 柿なます カキ 近江八幡市江頭 食材 なます、あえもの 47

○ ○ 農地
干柿・豆腐・ほうれんそうの和
物

カキ、ダイズ、ホウレンソウ 山東町野一色 食材 なます、あえもの 47

○ ○ 農地 柏餅 カシワ 信楽町多羅尾 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 赤かぶら漬け カブ 高島町鴨 食材 漬物 47
○ ○ 農地 日野菜漬け カブ 竜王町山之上 食材 漬物 47
○ ○ 農地 日野菜の桜漬 カブ 甲南町稗谷 食材 漬物 47
○ ○ その他 鴨祭り カモ 高島町鴨 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 河川・湖沼 ダブ貝の煮物 カラスガイ 八日市市大森町 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 農地 キビ餅（トキビ餅） キビ 大津市上千町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 キビの赤飯 キビ、アズキ 大津市上千町 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 ひねきゅうりの煮物 キュウリ 長浜市口分田町 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 ぬたなます 魚介、野菜 虎姫町三川 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 河川・湖沼 じゃこ（雑魚）鮓 魚類 栗東町中沢 食材 なれずし 47
○ ○ 河川・湖沼 鯉のあらい コイ 草津市追分町 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 河川・湖沼 コイの丸煮 コイ 草津市追分町 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 にごいの刺身とあら汁 コイ 今津町浜分 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 河川・湖沼 鯉そうめん コイ 米原町筑摩 食材 うどん・そば・そうめん 47
○ ○ 農地 こふく豆 コフクマメ 中主町八夫 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 ごぼうのぬた ゴボウ 中主町八夫 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 ねごんぼ ゴボウ 中主町八夫 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 ネゴンボウ ゴボウ 八日市市川合寺町 食材 野菜の煮物 47

○ ○ 農地
山ごぼうだんご・だんごのはな
びら

ゴボウ、イネ マキノ町在原 食材 餅・だんご・おはぎ 47

○ ○ 農地 沙沙貴神社正徳座のうどん コムギ 安土町常楽寺 食材 うどん・そば・そうめん 47
○ ○ 農地 小麦餅 コムギ 甲南町稗谷 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 そうめんのおひたし コムギ 虎姫町三川 食材 うどん・そば・そうめん 47
○ ○ 河川・湖沼 雑魚ずし、わたこずし 魚 能登川町伊庭 食材 なれずし 47
○ ○ 河川・湖沼 ジャコ豆 魚、野菜、鶏肉 永源寺町市原野 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 河川・湖沼 ごた煮 魚、野菜、鶏肉 米原町筑摩 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 農地 ちまき ササ、イネ 高島町鴨 食材 餅・だんご・おはぎ 47

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系

タイプ
生態系サービス名称 生態系サービス内容 場所
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 農地 ちまき（粽） ササ、イネ 甲南町稗谷 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 いもねり サツマイモ 志賀町栗原 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 赤ずいきあえ サトイモ 草津市追分町 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 ずいきの酢和え サトイモ 高島町鴨 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 ずいきの漬物 サトイモ 信楽町多羅尾 食材 漬物 47
○ ○ 海洋 サバずし サバ 大津市上千町 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 海洋 鯖ずし サバ 高島町鴨 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 海洋 鯖そうめん サバ 日野町蓮花寺 食材 うどん・そば・そうめん 47
○ ○ 河川・湖沼 さばずし（鯖鮓） サバ 湖北町伊部 食材 なれずし 47
○ ○ 海洋 サバそうめん サバ 長浜市口分田町 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 海洋 焼きサバ サバ 長浜市口分田町 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 農地 さやいんげんのおしたし サヤインゲン 長浜市口分田町 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 山椒となつめ（金時豆）の煮物 サンショウ、ナツメ 木之本町杉野 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 しじみ豆 シジミ 長浜市口分田町 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 河川・湖沼 しじみとねぎのぬた シジミ、ネギ 米原町筑摩 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 しょうが飯 ショウガ、イネ 栗東町東坂 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 ぜんまいのくるみあえ ゼンマイ、オニグルミ 伊吹町甲津原 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 イサザそば ソバ 今津町浜分 食材 うどん・そば・そうめん 47
○ ○ 農地 そら豆の甘煮 ソラマメ 高島町鴨 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 大根葉の切り漬け ダイコン 信楽町多羅尾 食材 漬物 47
○ ○ 農地 たくあん漬け（長期漬け） ダイコン 信楽町多羅尾 食材 漬物 47
○ ○ 農地 しんこ ダイコン 近江八幡市江頭 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 大根の漬物 ダイコン 能登川町伊庭 食材 漬物 47
○ ○ 農地 ぜいたく煮 ダイコン 湖北町伊部 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 煮おろし ダイコン 多賀町大君ケ畑 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 ぜんざいがん ダイズ 草津市下笠 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 煮豆（大豆とこんにゃく） ダイズ 草津市下笠 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 クサギの小豆汁 ダイズ 栗東町荒張 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 味噌 ダイズ 高島町鴨 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 おかず味噌 ダイズ 中主町八夫 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 納豆汁 ダイズ マキノ町在原 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 かもうりの澄まし汁、葛引き ダイズ 近江八幡市江頭 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 石部田楽 ダイズ 石部町東寺 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 くるび餅 ダイズ 石部町東寺 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 小豆のお事汁 ダイズ 水口町牛飼 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 大豆と昆布の煮物 ダイズ 水口町牛飼 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 味噌作り ダイズ 能登川町伊庭 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 豆腐田楽 ダイズ 長浜町口分田町 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 報恩講のお講汁 ダイズ びわ町川道 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 八はい汁 ダイズ 米原町朝妻筑摩 食材 汁もの 47

文献備考カテゴリ
生態系サービス 生態系
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基盤 供給 文化 調整
○ ○ 農地 いも汁 ダイズ 長浜市口分田町 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 打ち豆の講汁 ダイズ 余呉町文室 食材 汁もの 47
○ ○ 農地 白和え ダイズ 近江町能登瀬 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 トロロ汁（イモ汁） ダイズ 近江町能登瀬 食材 汁もの 47

○ ○ 農地
かぶらの味噌汁（お講のおとき
の汁）

ダイズ 浅井町南郷 食材 汁もの 47

○ ○ 農地 スノウの納豆餅 ダイズ、イネ 大津市仰木町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 納豆餅 ダイズ、イネ 守山市赤野井町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 豆だんご ダイズ、イネ 秦荘町松尾寺北 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 大根と大豆の醤油煮 ダイズ、ダイコン 石部町東寺 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 はぐき漬け 高月菜 長浜市口分田町 食材 漬物 47
○ ○ 農地 淡竹の煮物 タケ 日野町蓮花寺 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 めずし（蓼ずし） タデ 野洲町三上 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 河川・湖沼 たにしの煮物とあえ物 タニシ 中主町八夫 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 農地 茶粥 チャノキ 信楽町多羅尾 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 農地 豆茶（碁会茶） チャノキ 蒲生町大塚 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 河川・湖沼 どじょうずし（泥鰌鮓） ドジョウ 栗東町大橋 食材 なれずし 47
○ ○ 河川・湖沼 どじょうの卵じめ ドジョウ 甲賀町神 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 ドジョウの卵とじ ドジョウ 永源寺町市原野 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 農地 栃餅 トチ 朽木村麻生 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 栃餅のおはぎ トチ、イネ 伊吹町甲津原 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 河川・湖沼 どろ貝の煮物 ドブガイ 愛東町青山 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 農地 なすびのへたの煮物 ナス 志賀町南小松 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 なすのからし漬け ナス 高島町鴨 食材 漬物 47
○ ○ 農地 下田なすの一夜漬け ナス 甲西町下田 食材 漬物 47
○ ○ 農地 なすの味噌あえ ナス 八日市市川合寺町 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 下田なすときゅうりの一夜漬け ナス、キュウリ 甲西町下田 食材 漬物 47
○ ○ 河川・湖沼 にしんの糀漬け ニシン マキノ町在原 食材 漬物 47
○ ○ 河川・湖沼 にしんの麹漬け ニシン 朽木村麻生 食材 漬物 47
○ ○ 河川・湖沼 にしんの麹漬け ニシン 安曇川町南船木 食材 漬物 47
○ ○ 河川・湖沼 にしんの糀漬け ニシン 木之本町杉野 食材 漬物 47
○ ○ 海洋 かずのこ ニシン 甲賀町神 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 河川・湖沼 にしんの麹漬け ニシン 余呉町文室 食材 漬物 47
○ ○ 河川・湖沼 いたどりとにしんの煮物 ニシン 多賀町大君ケ畑 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 河川・湖沼 かしわのすき焼き ニワトリ 大津市上千町 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 河川・湖沼 はすずし ハス 高島町鴨 食材 なれずし 47
○ ○ 河川・湖沼 ハスの魚田 ハス 長浜市口分田町 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 ガンゾの味噌だき ハツメ 能登川町伊庭 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 ひじきと生節の煮物 ヒジキ 水口町牛飼 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 農地 あめのう（アメノウオ）御飯 ビワマス、イネ 安曇川町南船木 食材 めし・かゆ・すし 47

文献備考カテゴリ
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○ ○ 農地 かんぴょうの味噌炊き フクベ 甲南町稗谷 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 河川・湖沼 ぶりのあらだき ブリ 大津市山中町 食材 魚介と野菜の煮物、かしわのすき焼き 47
○ ○ 海洋 ブリの押しずし ブリ 野洲町三上 食材 めし・かゆ・すし 47
○ ○ 河川・湖沼 ブリのぬた ブリ 竜王町山之上 食材 なます、あえもの 47
○ ○ 農地 黒豆 マメ 甲賀町神 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 農地 ごまめ（田作り） マメ 甲賀町神 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 農地 茗荷餅 ミョウガ 長浜市口分田町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 河川・湖沼 もろこずし モロコ 守山市赤野井町 食材 なれずし 47
○ ○ 河川・湖沼 もろこの素焼き・醤油煮 モロコ 高島町鴨 食材 魚貝の焼き物・煮物 47
○ ○ 農地 盆の七草あえ 野草 信楽町多羅尾 食材 行事食・神饌 47
○ ○ 農地 山みずなの煮物 ヤマミズナ 伊吹町甲津原 食材 野菜の煮物 47
○ ○ 農地 柚子みそ ユズ 石部町東寺 食材 その他（みそ・田楽・干し柿・おやつほか） 47
○ ○ 農地 蓬餅 ヨモギ 蒲生町大塚 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 ゆりこの棒だんご（ヨモギだん ヨモギ、イネ 豊郷町安食西 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 ひきちぎりだんご（一番茶摘み ヨモギ、イネ 八日市市大森町 食材 餅・だんご・おはぎ 47
○ ○ 農地 りょうぶのしたし リョウブ 栗東町荒張 食材 なます、あえもの 47

○ その他 － 自然記念物(27件） 滋賀県 その他 48
○ その他 － 緑地環境保全地域(6地区） 滋賀県 その他 48

○ 森林
森林セラピー基地・森林セラ
ピーロード

森林、登山道など 高島市 自然 49

○ ○ その他
田上山の砂防・治山、山腹工
事、ハゲシバリ

森林
栗東市、甲賀市、大
津市

その他 51

○ ○ その他 湖南農業高校カレー アオバナ、米、野菜、近江鶏等 草津市 食材 53
○ ○ 農地 「権座」の酒米づくり 内湖、水郷、米 近江八幡市 食材 白王町集落営農組合 53
○ ○ 農地 小原かご イタヤカエデ等 長浜市余呉 素材 55
○ ○ 河川・湖沼 鯖ずし 湖魚 長浜市湖北町 食材 56
○ ○ 農地 尾上菜 野菜 長浜市湖北町 食材 56
○ ○ 農地 ショウレン 野菜 長浜市湖北町 食材 56

○ 森林 比叡山行者道 森林 大津市 自然 61
○ ○ ○ 森林 木の岡ビオトープ 湿地林、湖岸林 大津市 自然 62

○ ○ 河川・湖沼 ヨシ刈り ヨシ 滋賀県 食材 針江生水の郷委員会 62
○ ○ 農地 浜ちりめん 絹 湖北 食材 浜縮緬工業協同組合ＨＰ -
○ 森林 ｋｉｋｉｔｏの間伐材製品 木材（間伐材） 東近江市 素材 湖東地域材循環システム協議会 -

○ 森林
木彫りの里（彫刻、錺金具、木地師、漆

塗）
木材、漆等 米原市上丹生 素材 上丹生プロジェクトＫ -

○ ○ 河川・湖沼 フナずし 湖魚（ニゴロブナ）、米 滋賀県 食材 17,21
○ ○ 河川・湖沼 セタシジミ セタシジミ 滋賀県 食材 しじみ汁、味噌汁、しぐれ煮、しじみ飯 17,25

○ 森林 － 比叡山行者道 大津市 自然 30,61

○ ○ 森林 巨樹・巨木・老木 樹木 滋賀県 自然
8,11,
13,28
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資料６ 生態系サービス利用に関するヒアリング 

生態系サービスの利用について、同一流域内で里山・人里・里湖に位置づけられる３地区にお

いて、幼少期から過ごされた方にヒアリングを実施した。 

表７ ヒアリング日時と実施場所 

地区 開催日 場所 

奥永源寺（里山） 平成 27 年（2015 年）1 月 22 日（木） 対象者宅 

老蘇（人里） 平成 27 年（2015 年）1 月 15 日（木） 草の根内野集会所 

安土（里湖） 平成 27 年（2015 年）1 月 21 日（水） 永町公民館 

 

表８ 地域の特徴（生態系サービス区分） 

 
奥永源寺 
（里山） 

老蘇 
（人里） 

安土 
（里湖） 

供給 
サービス 

・山の資源（果実、キノ

コ類、薬草、山菜、柴、

木材、落ち葉、動物） 
・川の資源（川魚） 
・農地の資源（お茶、食

料） 

・山の資源（果実、キ

ノコ類、薬草、山菜、

柴、木材、落ち葉） 
・川の資源（川魚） 
・農地の資源（桑、食

料、燃料） 

・湖の資源（水草、燃料：

すくも、養殖真珠、肥料） 
・山の資源（果実、キノコ

類、柴） 
・農地の資源（桑、食料、

燃料） 
調整 

サービス 
・滝のそばに夕涼み － － 

文化 
サービス 

・魚つかみ（川） 
・ふなずし 
・祭事の飾り 
・山の神様 
・炭焼 

・魚つかみ（川、湖） 
・川遊び 
・祭事の道具、飾り 

・魚つかみ（川、湖） 
・田舟 
・藁を使った道具 

基盤 
サービス 

・湧水が多い 
・多雪 

・扇央地に集落 
・地下水位が高い 
・伏流水が多い 

・湧水が多い 
・水が豊富（内湖） 
・透明で綺麗な水 

 
 


