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第1章 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所 

1.第一種事業の名称 

国道 8 号 彦根～東近江（仮称） 

 

2.第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所 

事業予定者の名称： 国土交通省 近畿地方整備局 

代表者の氏名  ： 国土交通省 近畿地方整備局長 井上
いのうえ

 智夫
と も お

  

住所      ： 〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前 1 丁目 5 番 44 号 
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第2章 第一種事業の目的及び内容 

1.第一種事業の経緯 

国道 8 号は、新潟県新潟市から京都府京都市へ至る延長約 600km の一般国道であり、地域の

南北軸を担う主要幹線道路です。しかし、対象地域である彦根～東近江間では、幹線道路の不

足、国道 8 号沿道の土地利用の高度化によって、短距離移動の生活交通と物流交通が混在し、

日常的な渋滞が発生しており、主要幹線道路の機能が果たせていません。 

対象地域には、大規模な事業所や優れた観光施設が多数立地していますが、国道 8 号の渋滞

が、産業や観光の振興を阻害しています。また、国道 8 号で追突事故が多数発生していること

に加え、渋滞を回避するために幅員の狭い生活道路へ交通が流入することから、歩行者と車両

の接触事故の危険性も高い地域となっています。 

また、国道 8 号 彦根～東近江は、滋賀県彦根市～滋賀県東近江市に至る道路事業の効率的

な実施に関し、平成 28 年度から計画段階評価の手続きを実施しており、構想段階における道

路計画のアンケート調査や、「社会資本整備審議会 道路分科会 近畿地方小委員会（以下、近

畿地方小委員会）」を 3 回実施しました。 

現在は、アンケート調査や、近畿地方小委員会での有識者の意見等を踏まえ、複数のルート

帯を設定し、本配慮書を取りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 地方小委員会における審議経過 

  

【平成 28 年 12 月】 【平成 29 年 3 月】 【平成 30 年 7 月】 【平成 30 年 9～10 月】 【令和元年 6 月】 
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図 2-2 地域の課題「現状と課題①」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-3 地域の課題「現状と課題②」  

資料）時間別旅行速度：実走 
（滋賀国道事務所調べ：H28 年度） 
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図 2-4 地域の課題「現状と課題③」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 地域の課題「現状と課題④」 

※イタルダ事故データ 
交通事故の調査研究、分析を行って
いる交通事故総合分析センター（略
称:ITARDA(イタルダ)所有の交通事
故調査データ 
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○調査目的 

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、アンケート調査を実施し、

国道 8 号彦根～東近江の道路計画について周辺地域の皆さまにご意見を伺いました。 

第 1 回では、地域の皆さまが日頃感じている地域や道路の現状と課題についてお伺いしました。 

○調査方法・調査期間・配布回収数 

アンケート調査は、無作為抽出による郵送配布・留置き・Web の 3 種類の方法で平成 29 年 3 月 1

日～3 月 15 日に実施しました。 

調査方法及び配布・回収数は下表のとおりです。 

調査期間：平成 29 年 3 月 1 日～3 月 15 日 

対象 対象 調査対象者 調査手法 配布数 回収数 

住民等 

地域 
住民 

彦根市、東近江市、 
愛荘町、豊郷町、 
甲良町、多賀町 

郵送配布・回収 
15,981 部 
（世帯） 

5,290 部 
（世帯） 

5,631 部 

道路 
利用者 

滋賀県等 
Web アンケート（滋賀国道・滋

賀県・自治体 HP） 
－ 161 部 

沿道地域※１ 
留置きアンケート（滋賀県庁、

市町役場、道の駅※２等に配置） 
－ 180 部 

事業所 事業所 
彦根市、東近江市、 
愛荘町、豊郷町、 
甲良町、多賀町  

郵送配布・回収 
1,693 部 
（事業所） 

680 部 
（事業所） 

680 部 
（事業所） 

※1 沿道地域：米原市、近江八幡市、竜王町 
※2 道の駅：あいとうマーガレットステーション、奥永源寺渓流の里、せせらぎの里こうら、近江母の郷、 

伊吹の里、竜王かがみの里、アグリパーク竜王 

○調査結果及び分析等 

【地域の課題】 

 住民等・事業所のアンケート調査結果ともに、道路交通に関する 4 項目(産業､渋滞､事故､観光)

の全てにおいて、｢問題だと思う(問題＋やや問題)｣の割合が概ね 6 割を上回っています。 

特に、「b．彦根市街地、愛知川を渡る部分を中心に渋滞が発生し、買い物や通勤時の利便性が低

い」が問題だと思う割合は約 9 割と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-6 地域の課題「第１回地域の意見聴取結果について」その① 
 

住民等 

60.4%

65.7%

54.9%

34.1%

26.8%

23.7%

30.3%

28.4%

6.9%

6.0%

11.2%

27.2%

4.3%

2.6%

2.2%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a：渋滞による産業活動への影響

b：彦根市街地、愛知川を渡る部分を中心に渋

滞が発生し、 買い物や通勤時の利便性が低い

c：国道８号彦根～東近江及び道幅の狭い

生活道路での事故の発生

d：点在する観光施設での観光入込客数の伸

び悩み

問題と思う やや問題と思う どちらともいえない

あまり問題と思わない 問題と思わない 無回答

事業所 

総回答数：5,631 人 総回答数：680 社 

51.4%

65.1%

52.3%

26.7%

31.7%

23.4%

30.3%

32.9%

8.8%

6.2%

10.5%

26.1%

3.8%

2.9%

3.2%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a：渋滞による産業活動への影響

b：彦根市街地、愛知川を渡る部分を中心に渋

滞が発生し、 買い物や通勤時の利便性が低い

c：国道８号彦根～東近江及び道幅の狭い

生活道路での事故の発生

d：点在する観光施設での観光入込客数の伸び

悩み

問題と思う やや問題と思う どちらともいえない

あまり問題と思わない 問題と思わない 無回答

※割合は総回答数に対する回答数 ※割合は総回答数に対する回答数 

地域の課題（第１回地域の意見聴取結果）について 

道路交通に関する４項目について 
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・彦根ＩＣ、外町、高宮町付近は、朝・夕常に渋滞し、ＪＲの駅や病院、彦根市内に行くのに時間がかかる。 

・国道 8 号の渋滞を避けて、中山道など、せまい道路の迂回交通量が増加しており、交通事故などの危険性が増し

ている。 

・観光施設へ行く時など渋滞していたら途中で嫌になり、やめてしまう。そうなると客数がへり、施設も潤わなくなり、

地域も活性しなくなる。 など 

 

【道路整備の必要性】 

 住民等・事業所のアンケート調査結果ともに、道路整備が「必要だと思う（必要＋やや必要）」

の割合は 8 割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

地域の課題や道路整備の必要性についての意見を踏まえると、住民等・事業所ともに、道路交通

に関する 4 項目(産業､渋滞､事故､観光)の課題について問題だと感じている方が多く、8 割以上の

方が道路整備の必要性を感じられています。 

 

図 2-7 地域の課題「第１回地域の意見聴取結果について」その② 

 

 

 

 

その他、課題に関する主な意見 

住民等 事業所 

総回答数：5,631 人 総回答数：680 社 ※割合は総回答数に対する回答数 ※割合は総回答数に対する回答数 

地域の課題（第１回地域の意見聴取結果）について 

道路整備の必要性について 
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○調査目的 

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、アンケート調査を実施し、

国道 8 号彦根～東近江の道路計画について周辺地域の皆さまにご意見を伺いました。 

第 2 回では、地域の課題を解決するための政策目標・配慮事項で重視すべき点についてお伺いし

ました。 

○調査方法・調査期間・配布回収数 

アンケート調査は、無作為抽出による郵送配布・留置き・Web の 3 種類の方法で平成 30 年 9 月

27 日～10 月 27 日に実施しました。 

調査方法及び配布・回収数は下表のとおりです。 

調査期間：平成 30 年 9 月 27 日～10 月 27 日 

対象 対象 調査対象者 調査手法 配布数 回収数 

住民等 

地域 
住民 

彦根市、東近江市、 
愛荘町、豊郷町、 
甲良町、多賀町 

郵送配布・回収 
15,615 部 
（世帯） 

4,054 部 

4,336 部 

道路 
利用者 

沿道地域※１ 
留置きアンケート（滋賀県庁、

市町役場、道の駅※２等に配置） 
575 部 

滋賀県等 
Web アンケート（滋賀国道・滋

賀県・自治体 HP） 
－ 282 部 

事業所 事業所 
彦根市、東近江市、 
愛荘町、豊郷町、 
甲良町、多賀町  

郵送配布・回収 
1,963 部 
（事業所） 

570 部 
（事業所） 

570 部 
（事業所） 

※1 沿道地域：米原市、近江八幡市、竜王町 
※2 道の駅：あいとうマーガレットステーション、奥永源寺渓流の里、せせらぎの里こうら、近江母の郷、 

伊吹の里、竜王かがみの里、アグリパーク竜王 

○調査結果及び分析等 

【地域の課題を解決するためのルート帯案検討時の重視事項】 

 住民等・事業所のアンケート調査結果ともに、今回のルート帯案に関する項目（政策目標、配

慮事項）のすべてにおいて、「重視すべき（特に重視＋やや重視）」の割合が概ね 6 割を超えていま

す。 

 特に、政策目標についての「渋滞の緩和」、「交通安全の確保」を重視すべきだと思う割合が約 9

割と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※割合は総回答数に対する回答数 総回答数：4,336 人 

重視すべき事項について 

住民等 

特に重視すべき やや重視すべき どちらともいえない あまり重視すべきでない 重視する必要ない 無回答凡例

27.7%

73.7%

61.6%

14.9%

36.6%

21.0%

33.3%

30.5%

28.3%

42.5%

19.2%

25.9%

41.3%

36.9%

39.1%

40.7%

33.5%

35.1%

19.0%

3.0%

7.1%

29.7%

18.4%

27.3%

16.5%

24.0%

23.9%

3.0%

0.6%

0.3%

6.1%

2.8%

5.8%

3.8%

5.3%

5.2%

1.2%

0.4%

0.4%

2.3%

0.8%

1.8%

1.4%

2.1%

2.7%

6.7%

3.1%

4.7%

5.7%

4.6%

5.0%

4.3%

4.6%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

産業振興を支援する道路

渋滞の緩和に寄与する道路

交通安全の確保に寄与する道路

観光振興を支援する道路

生活環境(騒音、大気汚染)に配慮し、できる限り影響を回避した道路

自然環境(動物、植物、生態系)に配慮し、できる限り影響を回避した道路

既成市街地からのアクセスしやすい道路

道路整備により影響する家屋が少ない道路

事業費が経済的な道路

重視すべき事項（第２回地域の意見聴取結果）について 

政
策
目
標 

配
慮
事
項 

図 2-8 重視すべき事項「第２回地域の意見聴取結果について」その① 
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・大型車が新ルートに流れるようにし、名神への出入りがしやすいようにして国道 8 号の交通量を減らしてほしい。 

・御幸橋、外町付近の渋滞解消に最大限配慮した道路を希望します。 

・国道 8 号と並行している中山道の交通事故危険性回避を最優先すべき。 

・長距離になってもいいので住宅地から離れた道をお願いします。 

・災害時に混乱を軽減できるルートであり大勢の人が利用できる市街地に近いルート。 など 

 

【ルート帯案が効果的か否か】 

 住民等・事業所のアンケート調査結果ともに、今回のルート帯案が「効果的だと思う（効果的＋

やや効果的）」の割合は概ね 8 割を占めています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

地域の課題を解決するためのルート帯検討時における重視すべき事項の意見を踏まえると、住民

等・事業所ともに、「渋滞の緩和」、「交通安全の確保」について重視すべきと感じている方が多く、

約 8 割の方が今回のルート帯案が効果的と感じられています。 

 

図 2-9 重視すべき事項「第２回地域の意見聴取結果について」その② 
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7.4%

4.7%

6.0%

4.2%

5.6%

4.9%

0.4%

0.2%

0.4%

2.5%

0.7%

2.3%

1.4%

2.1%

2.5%

9.1%

1.6%

5.6%

6.1%

4.9%

5.1%

4.7%

5.1%

4.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

産業振興を支援する道路

渋滞の緩和に寄与する道路

交通安全の確保に寄与する道路

観光振興を支援する道路

生活環境(騒音、大気汚染)に配慮し、できる限り影響を回避した道路

自然環境(動物、植物、生態系)に配慮し、できる限り影響を回避した道路

既成市街地からのアクセスしやすい道路

道路整備により影響する家屋が少ない道路

事業費が経済的な道路

特に重視すべき やや重視すべき どちらともいえない あまり重視すべきでない 重視する必要ない 無回答凡例

その他、重視すべき事項に関する主な意見 

※割合は総回答数に対する回答数 総回答数：570 社 

重視すべき事項（第２回地域の意見聴取結果）について 

事業所 

政
策
目
標 

配
慮
事
項 

住民等 事業所 

総回答数：4,336 人 総回答数：570 社 ※割合は総回答数に対する回答数 ※割合は総回答数に対する回答数 

ルート帯案が効果的か否かについて 
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2.第一種事業の目的 

対象地域である彦根～東近江間では、日常的な渋滞の発生により、高速 IC までのアクセス

性が悪く産業活動や観光振興の妨げになっています。 

また、渋滞に付随して国道 8 号では追突事故が多数発生しており、渋滞を回避するために幅

員の狭い生活道路へ交通が流入することから、歩行者と車両の接触事故の危険性も高い地域と

なっています。 

以上の産業、渋滞、事故、観光に係わる課題を解決するために、本事業は以下の 4 つの政策

目標を設定し、より良い地域づくりに寄与する事を目的とします。 

 

1.産業振興の促進 

2.渋滞の緩和 

3.交通安全の確保 

4.観光振興の促進 

 

3.第一種事業の内容 

(1)第一種事業の種類 

第一種事業の種類：一般国道の改築 

 

(2)事業実施想定区域の位置 

事業実施想定区域の位置は図 2-10 に、起終点は以下に示すとおりです。 

起点：滋賀県彦根市 

終点：滋賀県近江八幡市 
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(3)第一種事業の規模 

規模：約 20km 

車線：4 車線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：終点部は近江八幡市の一部を含みます。 

図 2-10 事業実施想定区域の位置 

 

 

(4)その他の第一種事業に関する事項 

1)位置等に関する複数案の設定についての考え方 

本事業に係る計画段階配慮事項についての検討にあたっては、事業実施想定区域の位置又

は規模に関する複数の案（以下、「位置等に関する複数案」という。）を適切に設定する必要

があります。 

位置等に関する複数案としては、政策目標や地形・地質条件、自然環境、生活環境、コス

ト縮減などを踏まえて設定します。 

 
 

対象地域 
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2)複数案の設定にあたっての考え方 

政策目標の達成に寄与する複数案として、滋賀県彦根市と滋賀県東近江市を結ぶ案とし、

表 2-1 及び図 2-11(1)～(3)に示す複数案を選定します。 

複数案のルート選定にあたっては、解決すべき課題から求められる政策目標（事業の目的）

の達成度について、経済面、社会面、環境面などを総合的に比較検討し、3 案を選定しまし

た。 

表 2-1 ルートの概要 

 【①案】 
都市計画道路活用ルート 

【②案】 
山側ルート 

【③案】 
国道 8 号拡幅ルート 

ルートの
概要 

既存の都市計画道路幅
（彦根長浜幹線）を最大
限活用したバイパスによ
り交通容量を拡大する案 

支障移転による既成市街
地への影響を最小限に抑
えるため、彦根市街地の
山側に導入したバイパス
により交通容量を拡大す
る案 

現道（対面 2 車線）を 4 車
線に拡幅（一部、立体交
差）し、交通容量を拡大す
る案 

 

【複数案のルート選定の考え方】 

 

 

 

 

 

◇当該地域の課題を早期に解決する政策目標の案を設定

◇対策案の検討

当該地域に求められるサービスとは
・名神高速道路へのアクセス向上
・国道8号の渋滞の緩和
・交通事故の減少
・彦根城をはじめ、点在する観光地間の道路ネットワークの強化

当該地域の課題を解決し、地域の将来像を実現するルート帯案を設定

【産業振興関連】
産業振興（産業活性化、
雇用の創出、交流人口
の拡大）を支援する道
路整備とは

【事故関連】
交通安全に寄与する道
路整備とは

【観光振興関連】
観光振興を支援する道
路整備とは

【渋滞関連】
現道の渋滞を緩和する
道路整備とは

地域や道路の状況や課題

地域の将来像

住民等のニーズ、課題認識

産業

渋滞

事故

観光

１．産業振興の促進

２．渋滞の緩和

３．交通安全の確保

４．観光振興の促進

政
策
目
標

①産業振興の促進 ②渋滞の緩和 ③交通安全の確保 ④観光振興の促進

・工場等から名神高速道路
（ＩＣ）までのアクセス
性・定時性の向上により、
物流の効率化が図れるか

・通勤や買い物等の日常生
活における円滑な移動を
確保できるか

【その他】
・生活環境（大気・騒音等）への影響が少ないか ・事業費が大きすぎないか
・自然環境（動物・植物・生態系）への影響が少ないか ・支障家屋数が少ないか

・国道8号や生活道路の安全
な交通が確保されるか

・彦根城をはじめ、点在す
る観光地間の速達性・定
時性が向上するか

バイパス整備により政策目標を達成する案 現道拡幅により政策目標を達成する案

【①案】 都市計画道路活用ルート 【②案】 山側ルート 【③案】 国道8号拡幅ルート

ル
ー
ト
帯
選
定
の
ポ
イ
ン
ト
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図 2-11(1) 計画段階評価における複数案の位置図（【①案】都市計画道路活用ルート） 
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図 2-11(2) 計画段階評価における複数案の位置図（【②案】山側ルート） 

  



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11(3) 計画段階評価における複数案の位置図（【③案】国道 8号拡幅ルート） 
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第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

事業実施想定区域及びその周囲とは、環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域と

して、事業実施想定区域から概ね片側 3km（本書において最も広範囲に設定する環境要素は景

観であり、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）（平成 25 年 3 月、国土交通省国土

技術政策総合研究所）」を参考に設定しました。）を含む図 3-1 の範囲とし、自然的状況及び社

会的状況を把握する範囲としました。 

なお、市町村単位で公表されている統計資料等を出典とする地域特性については、彦根市、

近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の全域を範囲として把握し

ました。 

次項に自然的状況及び社会的状況の概況を示します。 
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図 3-1 事業実施想定区域及びその周囲の位置 
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1.自然的状況 

事業実施想定区域及びその周囲における主な自然的状況を把握した結果の総括を表 3-1(1)

～(2)に示します。また、自然的状況を項目別に把握した結果を次項に示します。 

 

表 3-1(1) 自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

大気環境の 

状況 

1.気象 

彦根地方気象台における平成 30 年の気象の概況は、年平均気温が 15.7℃、年間降水量

が 1,863.0 ㎜、年平均相対湿度 75％、年間日照時間 2,060.4 時間である。 

2.大気質 

事業実施想定区域及びその周囲には、一般環境大気測定局が 3 箇所、有害大気汚染物質

測定地点が 2 箇所、ダイオキシン類測定地点が 1 箇所ある。一般環境大気測定局では、平

成 29 年度の二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、微小粒子状物質で、全ての地点

で環境基準（長期的評価）を達成しているが、光化学オキシダントは全ての地点で非達成

である。なお、指針値が示されている非メタン炭化水素は指針値を超えている。また有害

大気汚染物質及びダイオキシン類はいずれの地点でも環境基準を達成している。なお、事

業実施想定区域及びその周囲における自動車排出ガス測定局はない。 

3.騒音 

18 地点の調査結果は、60～74dB（昼間値。夜間は 53～73dB）であり、10 地点で環境基

準を達成している。 

4.振動 

事業実施想定区域及びその周囲における振動に係る調査結果はない。 

5.その他 

事業実施想定区域及びその周囲における低周波音に係る調査結果はない。 

水環境の 

状況 

1.水象 

事業実施想定区域及びその周囲には、主な湖沼として琵琶湖、琵琶湖沿いに西の湖、伊

庭内湖、曽根沼等の「内湖」がある。主な河川は芹川、犬上川、宇曽川、愛知川等、主な

湧水は十王村の水、軽野湧水、弘法池湧水がある。 

2.水質 

事業実施想定区域及びその周囲には、河川の環境基準点が犬上川 1 地点、宇曽川 1 地

点、琵琶湖 2 地点の計 4 地点あり、平成 28 年度の生活環境項目については、犬上川及び

宇曽川において pH、BOD、SS 及び DO は環境基準を達成しているが、大腸菌群数はすべて

の地点で環境基準を超過している。また、琵琶湖では彦根港と天野川沖で DO は環境基準

を達成しているが、その他の項目については、環境基準を超過している。なお平成 26 年

度以降、事業実施想定区域及びその周囲におけるダイオキシン類調査地点はない。 

3.水底の底質 

事業実施想定区域及びその周囲における水底の底質に係る調査結果はない。 

4.その他 

事業実施想定区域及びその周囲には、地下水の測定地点が 11 地域あり 1,2-ジクロロエ

チレンが彦根市 1 地域及び近江八幡市 1 地域、トリクロロエチレンが東近江市 1 地域、テ

トラクロロエチレンが彦根市 2 地域及び愛荘町 1 地域、ひ素が近江八幡市 1 地域及び東近

江市 2 地域、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が東近江市 1 地域で環境基準を超過している。

また、ダイオキシン類調査は 3 地域で実施されており、環境基準を達成している。 
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表 3-1(2) 自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

土壌及び 

地盤の状況 

1.土壌 

事業実施想定区域及びその周囲には、細粒灰色低地土壌や礫質灰色低地土壌、細粒強グ

ライ土壌等が広く分布している。山地には、乾性褐色森林土壌が分布している。 

事業実施想定区域及びその周囲には「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づ

き指定された農用地土壌汚染対策地域はない。なお、「土壌汚染対策法」に基づき指定さ

れた形質変更時要届出区域、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき指定された

区域がある。 

また、事業実施想定区域及びその周囲におけるダイオキシン類調査では環境基準を達成

している。 

2.地盤 

事業実施想定区域及びその周囲では、地盤沈下は観測されていない。 

地形及び 

地質の状況 

1.地形 

事業実施想定区域及びその周囲には、山地、丘陵地、台地・段丘、低地が分布してい

る。また、事業実施想定区域及びその周囲には、重要な地形の「日本の地形レッドデータ

ブック 危機にある地形」に記載されている「水郷低地、西の湖」がある。 

2.地質 

事業実施想定区域及びその周囲には、一部で固結堆積物、火成岩積、ほとんどの平野部

で礫、泥の未固結堆積物等が分布している。 

動植物の 

生息又は 

生育、植生

及び生態系

の状況 

1.動物 

事業実施想定区域及びその周囲には、カヤネズミ、ケリ、モリアオガエル、タカチホヘ

ビ、ギフチョウ等が生息するとされている。 

2.植物 

事業実施想定区域及びその周囲には、主要な植物として天然記念物の多賀大社のケヤ

キ、八幡神社紫藤樹等が生育するとされている。 

3.生態系 

事業実施想定区域及びその周囲には、生態系の保全上重要であって、まとまって存在す

る自然環境の琵琶湖国定公園や湖東県立自然公園、守り育てたい湖国の自然 100 選等があ

る。 

景観及び 

人と自然と

の触れ合い

活動の場の

状況 

1.景観 

事業実施想定区域及びその周囲には、主要な眺望点として彦根城、佐和山、箕
み

作山
つくりやま

が

ある。また、主要な景観資源として、琵琶湖国定公園、芹川のケヤキ並木、杉原氏庭園等

がある。 

2.人と自然との触れ合い活動の場 

事業実施想定区域及びその周囲には、彦根市荒神山自然の家、湖東三山自然歩道、河辺

いきものの森等がある。 
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(1)気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境の状況 

1)気象の状況 

A.気象の地域区分 

事業実施想定区域及びその周囲の気象の地域区分は、日本海気候区、東海気候区及び瀬戸

内海気候区が重なり合う地域となっており、準海洋性の気候を示す温和なところです。事業

実施想定区域及びその周囲における気象官署及び施設としては、彦根地方気象台があります。 

 

B.気象の概況 

彦根地方気象台（図 3-2）における平成 30 年の気象の概況を表 3-2 に示します。これに

よると、彦根地方気象台における平成 30 年の年平均気温 15.7℃、年間降水量 1,863.0 ㎜、

年平均相対湿度 75％、年間日照時間 2,060.4 時間となっています。 

 

表 3-2 気象の概況（彦根地方気象台 平成 30 年） 

気象要素 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 

気 

 

温 

平均 (℃) 3.3 3.3 8.8 14.2 18.0 22.2 28.5 28.5 22.8 17.9 12.8 7.6 15.7 

最高 (℃) 12.4 13.1 22.0 28.3 28.9 33.3 36.8 35.9 32.8 30.2 21.2 18.6 36.8 

最低 (℃) -3.4 -4.2 -1.2 2.9 5.8 13.2 21.5 17.9 14.8 9.1 3.5 -0.6 -4.2 

平均湿度  (％) 76) 71 72 72 72 77 74 71 83 74 76 79 75 

降水量    (㎜) 113.5 31.0 150.0 155.5 244.0 210.0 310.5 78.5 312.0 60.5 62.0 135.5 1863.0 

現地気圧 (hPa) 1007.0 1008.5 1007.7 1005.1 1001.8 998.8 999.5 998.7 1001.9 1005.9 1009.9 1010.5 1004.6 

最多風向 SSE NW NW NNW NNW NW NW NW) NNW NNW NNW NNW NW) 

平均風速(m/s) 3.8 3.2 3.2 2.6 2.5 2.5 2.7 3.1 2.3 2.8 2.8 3.5 2.9 

日照時間 (時間) 110.6 147.1 208.6 199.9 185.4 184.8 273.1 244.0 91.6 170.4 159.7 85.2 2060.4 

注）表中の ）の値は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例

外を除いて正常値（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）。必要な資料数は、要素または現象、統

計方法により若干異なるが、全体数の 80％を基準とする。 

出典：「過去の気象データ・ダウンロード 彦根」（令和元年 7 月 19 日現在、気象庁 HP） 
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C.周囲の年間風向・風速の状況 

上記の彦根地方気象台の風向・風速の平年値の概況は表 3-3 に示します。年間の風向とし

ては 1 月から 11 月は北西の風の頻度が高く、12 月は南南東の風の頻度が高い結果となって

います。風速の平年値は年間を通して 2.3m/s～4.3m/s で推移しています。 

 

表 3-3 風向・風速の概況（彦根地方気象台 平年値） 

項目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年間 

平均風速 

(m/s) 
3.7 4.3 3.4 2.7 2.5 2.3 2.5 2.4 2.8 3.2 2.8 3.7 3.0 

最多風向 

(16 方位) 
北西 北西 北西 北西 北西 北西 北西 北西 北西 北西 北西 南南東 北西 

注）1.平均風速の平年値は1981～2010年までの30年間、最多風向は1990～2010年までの21年間の値を示す。 

出典：「過去の気象データ・ダウンロード 彦根」（令和元年 7 月 19 日現在、気象庁 HP） 

 

1)大気質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における大気汚染常時監視局及び有害大気汚染物質測定地

点及びダイオキシン類測定地点を表 3-4 及び図 3-2 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には、一般環境大気測定局（以下、「一般局」と称しま

す。)である彦根局及び八幡局、東近江局があります。有害大気汚染物質測定地点としては

彦根局および東近江局、ダイオキシン類測定地点としては東近江局があります。なお、自動

車排出ガス測定局はありませんでした。 

 

表 3-4 事業実施想定区域及びその周囲における大気汚染常時監視局の概要 

区分 
番
号 

測定局
名・測定

地点 
市町村 所在地 用途地域 

測定項目 

二
酸
化
硫
黄 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

窒
素
酸
化
物 

微
小
粒
子
状
物
質 

炭
化
水
素 

有
害
大
気
汚
染
物
質 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

一般局 

1 彦根局 彦根市 
彦根市西今
町 800 

第一種中高層
住居専用地域 

 ○ ○ ○ ○  ○  

2 八幡局 近江八幡市 
近江八幡市 
中村町 25 

商業地域 ○ ○ ○ ○ ○    

3 東近江局 東近江市 
東近江市春
日町 1-15 

第一種中高層
住居専用地域 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

注）1.番号は図 3-2 に対応している。 

  2.有害大気汚染物質測定は彦根局と東近江局で実施されている。 

  3.ダイオキシン類測定は県立八日市南高校内・東近江大気自動測定局(東近江局)で実施されている。 

出典：「滋賀県における監視体制」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

   「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

   「有害大気情報」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「平成 29 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 31 年 3 月、環境省） 
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A.二酸化硫黄(SO2) 

事業実施想定区域及びその周囲における測定局の二酸化硫黄の測定結果及び環境基準達成

状況を表 3-5(1)に示します。 

平成 29 年度の二酸化硫黄の日平均値の 2%除外値は 0.002ppm であり、いずれの地点も環

境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppm を超えた日数がないことから、全ての地点で

環境基準を達成しています。 

 

表 3-5(1) 二酸化硫黄(SO2)の測定結果及び環境基準達成状況（平成 29 年度） 

区分 測定局名 市町名 
年平均値 

(ppm) 

1時間値

の最高値 

(ppm) 

1時間値

が

0.10ppm

を超えた 

時間数 

(時間) 

日平均値

が

0.04ppm

を超えた 

日数 

(日) 

日平均値

の2%除外

値(ppm) 

日平均値が

0.04ppmを

越えた日が

2日以上連

続したこと

の有無 

(有×無○) 

環境基準の

長期的評価

による日平

均値が

0.04ppmを 

超えた日数 

(日) 

環境基準

の達成状

況(達成

○・非達

成×) 

長

期 

短

期 

一

般

局 

八幡局 近江八幡市 0.001 0.018 0 0 0.002 ○ 0 ○ ○ 

東近江局 東近江市 0.001 0.007 0 0 0.002 ○ 0 ○ ○ 

【環境基準(長期的評価)】年間を通じて測定した1日平均値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した

値(2%除外値)が0.04ppm以下であること、かつ、日平均値が0.04ppmを超える

日が2日以上連続しないこと 

【環境基準(短期的評価)】1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.10ppm以下であ

ること 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

 

B.浮遊粒子状物質(SPM) 

事業実施想定区域及びその周囲における測定局の浮遊粒子状物質の測定結果及び環境基準

達成状況を表 3-5(2)に示します。 

平成 29 年度の浮遊粒子状物質の日平均値の年間の 2%除外値が 0.033～0.040mg/m3 であり、

いずれの地点も環境基準の長期的評価による日平均値が 0.10mg/m3 を超えた日数がないこと

から、全ての地点で環境基準を達成しています。 

 

表 3-5(2) 浮遊粒子状物質(SPM)の測定結果及び環境基準達成状況（平成 29 年度） 

区分 測定局名 市町名 
年平均値 

(mg/m3) 

1時間値

の最高値 

(mg/m3) 

1時間値が

0.20mg/m3

を超えた 

時間数 

(時間) 

日平均値が

0.10mg/m3

を越えた日

数 

(日) 

日平均値の

2%除外値 

(mg/m3) 

環境基準の長期的

評価による日平均

値が0.10mg/m3 

を超えた日数 

(日) 

環境基準

の達成状

況(達成

○・非達

成×) 

長

期 

短

期 

一
般
局 

彦根局 彦根市 0.018 0.073 0 0 0.040 0 ○ ○ 

八幡局 近江八幡市 0.013 0.096 0 0 0.033 0 ○ ○ 

東近江局 東近江市 0.017 0.068 0 0 0.036 0 ○ ○ 

【環境基準(長期的評価)】年間にわたる日平均値の2%除外値が0.10mg/m3以下であること、かつ、日平均

値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続しないこと 

【環境基準(短期的評価)】連続して又は随時に行った測定について、1時間値が0.2mg/m3以下で、かつ、1

時間値の日平均値が0.1mg/m3以下であること 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 
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C.光化学オキシダント(OX) 

事業実施想定区域及びその周囲における測定局の光化学オキシダントの測定結果及び環境

基準達成状況を表 3-5(3)に示します。 

平成 29 年度の光化学オキシダントの昼間の 1 時間値が 0.06ppm を超えた時間数及び日数

がいずれの地点もあることから、全ての地点で環境基準を達成していません。 

 

表 3-5(3) 光化学オキシダント(OX)の測定結果及び環境基準達成状況（平成 29 年度） 

区分 測定局名 市町名 

昼間の 

1時間値

の年平

均値 

(ppm) 

1時間値

の最高値 

(ppm) 

昼間の1時間値が0.06ppm

を超えた時間数及び日数 

昼間の1時間値が0.12ppm

を超えた時間数及び日数 

環境基準 

の達成状況 

(達成○・ 

非達成×) 時間数 日数 時間数 日数 

一
般
局 

彦根局 彦根市 0.038 0.119 428 76 0 0 × 

八幡局 近江八幡市 0.037 0.107 446 75 0 0 × 

東近江局 東近江市 0.037 0.107 456 73 0 0 × 

【環境基準】1年間の昼間に測定されたすべての1時間値が0.06ppm以下であること。「昼間」とは季節によ

らず5時から20時までの15時間の時間帯をいい、6時から20時までの1時間値を評価対象とする 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

 

D.窒素酸化物(NO2、NO) 

事業実施想定区域及びその周囲における測定局の窒素酸化物の測定結果及び環境基準達成

状況を表 3-5(4)に示します。 

平成 29 年度の二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.020～0.021ppm であることから、

全ての地点で環境基準を達成しています。 

 

表 3-5(4) 窒素酸化物の測定結果及び環境基準達成状況（平成 29 年度） 

区分 測定局名 市町名 

二酸化窒素(NO2) 一酸化窒素(NO) 

年平均値 

(ppm) 

1時間値の

最高値 

(ppm) 

日平均値の

年間98%値 

(ppm) 

日平均値が

0.06ppm を

超えた日数 

(日) 

環境基準 

の達成状況 

(達成○・ 

非達成×) 

年平均値 

(ppm) 

1時間値の

最高値 

(ppm) 

一
般
局 

彦根局 彦根市 0.007 0.041 0.020 0 ○ 0.002 0.041 

八幡局 近江八幡市 0.007 0.037 0.020 0 ○ 0.002 0.052 

東近江局 東近江市 0.008 0.041 0.021 0 ○ 0.002 0.101 

【二酸化窒素に係る環境基準（評価方法）】年間における1日平均値の年間98％値が0.04ppmから0.06ppmま

でのゾーン内またはそれ以下であること 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 
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E.微小粒子状物質（PM2.5） 

事業実施想定区域及びその周囲における測定局の微小粒子状物質の測定結果及び環境基準

達成状況を表 3-5(5)に示します。 

平成 29 年度の微小粒子状物質の年平均値は 11.6～13.6μg/m3で、全ての地点で環境基準

を達成しています。 

 

表 3-5(5) 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果及び環境基準達成状況（平成 29 年度） 

区分 測定局名 市町名 
年平均値 

(μg/m3) 

日平均値 

の最高値 

(μg/m3) 

日平均値が 

35μg/m3を 

超えた日数 

(日) 

日平均値の年間

98パーセンタイ

ル値 

(μg/m3) 

環境基準 

の達成状況 

(達成○・ 

非達成×) 

一
般
局 

彦根局 彦根市 11.6 40.5 3 25.7 ○ 

八幡局 近江八幡市 12.8 49.6 5 32.6 ○ 

東近江局 東近江市 13.6 47.5 5 31.8 ○ 

【環境基準】1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、１日平均値が35μg/m3以下であること 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

 

A.炭化水素（メタン及び非メタン炭化水素） 

事業実施想定区域及びその周囲における測定局の炭化水素の測定結果及び指針値を表

3-5(6)及び(7)に示します。平成 29 年度の午前 6 時～9 時の 3 時間平均値は 0.04～0.42ppm

であり、指針値を超えています。 

 

表 3-5(6) 非メタン炭化水素（NMHC）の測定結果（平成 29 年度） 

区分 測定局名 市町名 
年平均値 

(ppm) 

6～9時 

における 

年平均値 

(ppm) 

6～9時 

3時間平均値 

6～9時3時間平均値が

0.20ppmを超えた 

日数とその割合 

6～9時3時間平均値が 

0.31ppmを超えた 

日数とその割合 

最高値 

(ppm) 

最小値 

(ppm) 
日 % 日 % 

一般局 東近江局 東近江市 0.10 0.12 0.42 0.04 26 7.2 3 0.8 

【指針値】午前6時～9時の3時間平均値が0.20～0.31ppm以下であること 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

 

表 3-5(7) メタン（CH4）及び全炭化水素（T-HC)の測定結果（平成 29 年度） 

区分 測定局名 市町名 

メタン(CH4) 全炭化水素(T-HC) 

年平均値 

(ppm) 

6～9時 

における 

年平均値 

(ppm) 

6～9時 

3時間平均値 年平均値

(ppm) 

6～9時 

における 

年平均値 

(ppm) 

6～9時 

3時間平均値 

最高値 

(ppm) 

最小値 

(ppm) 

最高値 

(ppm) 

最高値 

(ppm) 

最小値 

(ppm) 

一般局 東近江局 東近江市 1.97 2.00 2.33 1.81 2.08 2.12 2.54 1.88 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 
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B.有害大気汚染物質 

事業実施想定区域及びその周囲における有害大気汚染物質の測定結果を表 3-6(1)に示し

ます。平成 29 年度の有害大気汚染物質は、環境基準及び指針値が設定されている項目につ

いて、いずれの地点でも全ての項目で環境基準を達成しています。 

 

表 3-6(1) 有害大気汚染物質測定結果(平成 29 年度) 

測定地点 

項目 
単位 

1 3 環境基準 

(指針値) 彦根局 東近江局 

ベンゼン μg/m3 0.55 0.61 3以下 
トリクロロレチレン μg/m3 0.11 0.13 130以下 

テトラクロロエチレン μg/m3 0.067 0.067 200以下 

ジクロロメタン μg/m3 24 1.2 150以下 

アクリロニトリル μg/m3 0.026 0.025 2以下 

塩化ビニルモノマー μg/m3 0.024 0.028 10以下 

クロロホルム μg/m3 0.17 0.17 18以下 

1,2-ジクロロエタン μg/m3 0.12 0.12 1.6以下 

1,3-ブタジエン μg/m3 0.054 0.058 2.5以下 

トルエン μg/m3 4.6 4.3 － 

塩化メチル μg/m3 1.1 1.1 － 

ホルムアルデヒド μg/m3 3.1 2.9 － 

アセトアルデヒド μg/m3 1.5 1.7 － 

酸化エチレン μg/m3 － 0.084 － 

ベリリウム ng/m3 － 0.012 － 

マンガン ng/m3 － 7.6 (140以下) 

ニッケル ng/m3 － 1.3 (25以下) 

クロム ng/m3 － 1.0 － 

ヒ素 ng/m3 － 0.20 (6以下) 

水銀 ng/m3 － 1.1 (40以下) 

ベンゾ〔a〕ピレン ng/m3 － 0.13 － 

キシレン μg/m3 0.80 0.91 － 

エチルベンゼン μg/m3 0.83 0.95 － 

スチレン μg/m3 1.2 1.9 － 

クロロベンゼン μg/m3 0.015 0.020 － 

1,3,5-トリメチルベンゼン μg/m3 0.14 0.13 － 

1,2,4-トリメチルベンゼン μg/m3 0.58 0.58 － 

N,N-ジメチルホルムアミド μg/m3 － 0.13 － 

N,N-ジメチルアセトアミド μg/m3 － 0.038 － 

注）1.測定結果の“－”は測定を実施していないこと、“<”は検出下限値未満、“()”は検出下限値

以上定量下限値未満を示す。 

  2.環境基準(指針値)の“()”は指針値、“－”は環境基準および指針値がないことを示す。 

  3.測定地点番号は図3-2に対応している。 

出典：「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書）【資料編】」（平成31年3月、滋賀県） 
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C.ダイオキシン類 

事業実施想定区域及びその周囲におけるダイオキシン類の測定結果及び環境基準達成状況

を表 3-6(2)に示します。ダイオキシン類は、東近江局で測定が実施されており、平成 29 年

度は環境基準を達成しています。 

 

表 3-6(2) ダイオキシン類の測定結果及び環境基準達成状況（平成 29 年度） 

測定地点 市町村 年平均値（pg-TEQ/m3） 
環境基準の達成状況 

(達成○・非達成×) 

東近江局 東近江市 0.012 ○ 

【環境基準】0.6 pg-TEQ/m3以下であること。 

出典：「平成 29 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 31 年 3 月、環境省） 
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図 3-2 気象庁観測所及び大気汚染常時監視局位置図 

出典：「滋賀県における監視体制」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「滋賀県全地点」（令和元年 7 月 19 日現在、気象庁 HP） 

「平成 29 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 31 年 3 月、環境省） 

「有害大気情報」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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2)騒音の状況 

A.道路交通騒音 

事業実施想定区域及びその周囲における道路交通騒音測定地点を図 3-3 に、測定結果を

表 3-7 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲における騒音の測定結果は、60～74dB（昼間値。夜間は

53～73dB）であり、騒音に係る環境基準により地域の類型が指定された 18 地点のうち 10

地点で環境基準を達成しており、13 地点で要請限度を下回っています。 

 

表 3-7 道路交通騒音測定結果 （平成 28、29 年度） 

番号 測定地点 路線名 

等価騒音 

レベル(dB) 

環境基 

準類型 

(注 5) 

環境基準 

の適否 

要請限度 

の地域指 

定(注 6) 

要請限度 

の適否 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

1 近江八幡市馬淵町 一般国道 8 号 72 72 幹線道路 × × 幹線道路 ○ × 

2 東近江市下麻生町 一般国道 477 号 63 56  ○ ○  ○ ○ 

3 愛知郡愛荘町長野 一般国道 8 号 73 71  × ×  ○ × 

4 愛知郡愛荘町愛知川 一般国道 8 号 72 70  × ×  ○ ○ 

5 犬上郡豊郷町大字安食南 一般国道 8 号 74 73 × × ○ × 

6 犬上郡甲良町大字金屋 一般国道 307 号 71 66 × × ○ ○ 

7 彦根市古沢町 彦根城線 68 63 ○ ○ ○ ○ 

8 彦根市松原町 彦根米原線 69 65 ○ ○ ○ ○ 

9 東近江市蒲生岡本町 土山蒲生近江八幡線 62 53 ○ ○ ○ ○ 

10 東近江市綺田町 桜川西中在寺線 68 60 ○ ○ ○ ○ 

11 東近江市上南町 桜川西竜王線 65 56 ○ ○ ○ ○ 

12 東近江市市辺町 高木八日市線 64 56 ○ ○ ○ ○ 

13 米原市下多良 彦根米原線 68 66 ○ × ○ ○ 

14 犬上郡甲良町大字在士 甲良多賀線 70 63 ○ ○ ○ ○ 

15 犬上郡多賀町大字土田 甲良多賀線 60 57 ○ ○ ○ ○ 

16 彦根市鳥居本町 一般国道 8 号 73 72  × ×  ○ × 

17 彦根市南川瀬町 一般国道 8 号 72 71  × ×  ○ × 

18 東近江市横溝町 湖東彦根線 63 55  ○ ○  ○ ○ 

注）1.時間の区分は、昼間：6:00～22:00、夜間：22:00～6:00 

2.   ：環境基準が非達成である時間帯 

3.環境基準 ［○：達成 ×：非達成］、要請限度 ［○：下回っている ×：上回っている］ 

4.幹線道路：幹線交通を担う道路に近接する空間 

5.道路交通騒音における環境基準類型と基準値との関係は以下のとおりである。 

道路に面する地域 A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 

昼間：60dB以下、夜間：55dB以下 

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する 

地域 

昼間：65dB以下、夜間：60dB以下 

なお、幹線交通を担う道路に近接する空間については、環境基準類型にかかわらず、基準値は昼

間：70dB以下、夜間：65dB以下とする。 

6.要請限度の地域指定種別と限度値との関係は以下のとおりである。 

a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 昼間：65dB以下、夜間：55dB以下 

a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 昼間：70dB以下、夜間：65dB以下 

b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面

する区域 昼間：75dB以下、夜間：70dB以下 

なお、幹線交通を担う道路に近接する空間については、地域指定種別にかかわらず、限度値は昼

間：75dB以下、夜間：70dB以下とする。 

出典：「自動車騒音の常時監視結果」（令和元年7月19日現在、独立行政法人国立環境研究所HP） 

 

B.一般環境騒音 

事業実施想定区域及びその周囲において、一般環境騒音測定は実施していません。 
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3)振動の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において、振動測定は実施していません。 

 

4)その他 

事業実施想定区域及びその周囲において、低周波測定は実施していません。 
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図 3-3 騒音測定地点位置図 

出典：「自動車騒音の常時監視結果」（令和元年 7 月 19 日現在、独立行政法人国立環境研究所 HP） 
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(2)水象、水質、水底の底質 その他の水に係る環境の状況 

1)水象の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における河川及び湖沼を表 3-8(1)～(3)に、主要な湧水を

表 3-9 に、それらの位置図を図 3-4 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には、主な湖沼として琵琶湖、琵琶湖沿いに西の湖、伊庭

内湖、曽根沼等の「内湖」があります。主な河川としては芹川、犬上川、宇曽川、愛知川等

の河川があります。また、主要な湧水として十王村の水、軽野湧水、弘法池湧水等がありま

す。 

表 3-8(1) 河川及び湖沼 

区分 水系等 名称 

河川 淀川水系 琵琶湖 

    天野川 菜種川 

      (和佐川) 

      (総谷川) 

    今江川 

    入江川 

    磯川 磯北川 

    矢倉川 小野川 

      (上矢倉川) 

      (寒谷川) 

    芹川 早川 

      赤田川 

      水谷川 

      (エチガ谷) 

      南谷川 

        (支谷) 

        (白谷) 

        (アサハギ谷) 

      四手川 

        南四手川 

      尾谷川 

      高松川 

    平田川 

    野瀬川 

    犬上川 太田川 

        (車戸川) 

      四の井川 

      正楽寺川 

      佃川 

        (小屋寺川) 

        (小森池川) 

      (境谷) 

      大杉川 

      犬上川北流 

       (宮谷川) 

       南後谷川 

    江面川   

    安食川   
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表 3-8(2) 河川及び湖沼 

区分 水系等 名称 

河川 淀川水系 宇曾川 豊郷川 

      新愛知川 

      岩倉川 

        南川 

        (寺川) 

        (銭取川) 

      小増川 

      安壺川 

      南川 

        淵川 

         五の谷川 

         (南側川) 

        ドン川 

        北川 

    文録川 額戸川 

    不飲川   

    (室戸川)   

    愛知川 加領川 

        経田川 

    大同川 瓜生川 

        須田川 

        宮荘川 

         天保川 

        三田川 

        (地蔵川) 

        石馬寺川 

        (シル谷川) 

      山路川 

      躰光寺川 

      五位田川 

      新川 

      大同川放水路 

    長命寺川※ 黒橋川 

        三明川 

         三明川放水路 

         江岸川 

        平和川 

      蛇砂川 

      西の湖 

      山本川 

        蛇砂川北流 

        (宮立川) 

      安土川 

    白鳥川 藤間川 

      御沢川 

      布引川 

      平田大川 

    大惣川   

    日野川 法教寺川 

      佐久良川 

        大同川 

      古川 

      須川 
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表 3-8(3)  河川及び湖沼 

区分 水系等 名称 

湖沼、溜池 淀川水系 芹川 芹川ダム 

    宇曽川 宇曽川ダム 

    大同川 伊庭内湖 

  - - 宮溜 

      恵美須溜 

      大門池 

      高宮池 

      曽根沼 

      野田沼 

      布施溜池 

注）1. ()は管理区間不明、それ以外の河川は一級河川。 

  2. 一級河川には、河川の一部が管理区間に含まれないものも含まれる。 

  3. ※長命寺川は図中にはないが、黒橋川や西之湖の河口にあたる河川である。 

  4. 名称不明の河川は、図中ラベル及び本表には記載していない。 

出典：「国土数値情報(河川)」 

（令和元年 7 月 19 日現在、国土交通省国土政策局国土情報課 HP） 

  ：「地理院地図」(令和元年 7 月 19 日現在、国土地理院 HP) 

 

表 3-9 主要な湧水 

番号 名称 所在地 

1 十王村の水 彦根市西今町563 

2 浅小井町湧水 近江八幡市浅小井町 

3 若宮湧水(金剛寺湧水) 近江八幡市金剛寺町305 

4 北川湧水 近江八幡市安土町常楽寺 

5 山比古湧水 愛知郡愛荘町松尾寺 

6 軽野湧水 愛知郡愛荘町軽野 

7 大日池湧水 甲良町正楽寺 

8 弘法池湧水 甲良町長寺 

9 河合不動明王の湧水 多賀町（河内山女原付近） 

10 佐目の出壺 多賀町佐目 

11 名称不明 多賀町杉～保月 

12 名称不明 多賀町河内宮前 

出典：「湧水保全ポータルサイト」(令和元年7月19日現在、環境省HP) 
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図 3-4 河川・湖沼、主要な湧水位置図 

出典：「湧水保全ポータルサイト」（令和元年 7 月 19 日現在、環境省 HP） 

「国土数値情報（河川）」（令和元年 7 月 19 日現在、国土交通省国土政策局国土情報課 HP ） 

「地理院地図」（令和元年 7 月 19 日現在、国土地理院 HP ） 
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2)水質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における公共用水域の水質測定地点(環境基準点)を図 3-5

に、調査結果を表 3-10(1)～(2)に示します。なお、平成 26 年度以降、水質のダイオキシン

類測定は実施されていません。 

平成 29 年度には、事業実施想定区域及びその周囲において環境基準の類型指定がされて

いる公共用水域のうち 4 地点について、生活環境項目及び健康項目の測定が行われています。 

これによると、生活環境項目については、犬上川及び宇曽川において pH、BOD、SS 及び

DO は環境基準を達成していますが、大腸菌群数はすべての地点で環境基準を超過していま

す。また、琵琶湖の彦根港と天野川沖では DO は環境基準を達成していますが、その他の項

目については、環境基準を超過しています。 

健康項目については、すべての地点で環境基準を達成しています。 

 

表 3-10(1) 水質測定結果（生活環境項目、平成 29 年度） 

番号 
 

河川名 測定地点 
環境 

基準 

類型 

BOD・COD(mg/L) SS(mg/L) DO(mg/L) 
測定結果 
(年間75%値) 

環境基準 
測定結果 

(年平均値) 
環境基準 

測定結果 

(平均値) 
環境基準 

1 犬上川 
犬上川橋 

上流 100ｍ 
AA 0.8 1 以下(○) 2 25 以下(○) 11.0 7.5 以上○) 

2 宇曽川 唐崎橋 B 1.2 3 以下(○) 6 25 以下(○) 9.2 5 以上(○) 

3 琵琶湖 彦根港沖 AA 2.5 1 以下(×) 1.9 1 以下(×) 10.5 7.5 以上(○) 

4 琵琶湖 天野川沖 AA 2.4 1 以下(×) 1.8 1 以下(×) 10.3 7.5 以上○) 

 

番号 河川名 測定地点 
環境 

基準 

類型 

pH 大腸菌群数(MPN/100mL) 
測定結果 

（範囲） 
環境基準 

測定結果 

（範囲） 
環境基準 

1 犬上川 
犬上川橋

上流 100ｍ 
AA 7.7～8.5 6.5～8.5(○) 140～4,900 50 以下(×) 

2 宇曽川 唐崎橋 B 7.4～8.0 6.5～8.5(○) 490～70,000 5,000 以下(×) 

3 琵琶湖 彦根港沖 AA 7.2～8.8 6.5～8.5(×) 5～240 50 以下(×) 

4 琵琶湖 天野川沖 AA 6.9～8.8 6.5～8.5(×) <2～240 50 以下(×) 

 

番号 河川名 測定地点 
環境 

基準 

類型 

全窒素 全りん 
測定結果 

(平均値) 
環境基準 

測定結果 

(平均値) 
環境基準 

3 琵琶湖 彦根港沖 AA 0.25 0.2 以下(×) 0.011 0.01 以下(×) 

4 琵琶湖 天野川沖 AA 0.25 0.2 以下(×) 0.010 0.01 以下(×) 

注）1.年間75％値は、年間のデータ（日間平均値）を小さい順に並べ、0.75×n番目（nはデータの数）の

値をいい、環境基準の適合状況を判断する目安とされている。 

2.MPNとは、Most Probable Numberの略称であり、「最確数」と訳されている。MPN/100mLの単位は、試

料100mL中の個数を示す。 

3.犬上川及び宇曽川はBOD、琵琶湖はCODの値を示す。 

4.琵琶湖の年平均値は、月別の測定結果を平均した値である。なお、定量下限値の場合は、定量下限値

を用いて算出した。 

出典：「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書）【資料編】」（平成31年3月、滋賀県）  
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表 3-10 (2) 水質測定結果（健康項目、平成 29 年度） 

測定地点 

 

 

項目 

1 2 3 4 

環境基準 犬上川 

犬上川橋上

流100m地点 

宇曽川 

唐崎橋 

琵琶湖 

彦根港沖 

琵琶湖 

天野川沖 

最大値 mg/L 単位：mg/L 

カドミウム <0.003 <0.003 － － 0.003以下 

全シアン <0.1 <0.1 － － 
検出されない

こと 

鉛 <0.005 <0.005 － － 0.01以下 

六価クロム <0.02 <0.02 － － 0.05以下 

砒素 <0.005 <0.005 － － 0.01以下 

総水銀 <0.0005 <0.0005 － － 0.0005以下 

PCB <0.0005 <0.0005 － － 
検出されない

こと 

ジクロロメタン <0.002 <0.002 － － 0.02以下 

四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 － － 0.002以下 

1,2-ジクロロエタン <0.0004 <0.0004 － － 0.004以下 

1,1-ジクロロエチレン <0.002 <0.002 － － 0.1以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン <0.002 <0.002 － － 0.04以下 

1,1,1-トリクロロエタン <0.1 <0.1 － － 1以下 

1,1,2-トリクロロエタン <0.0006 <0.0006 － － 0.006以下 

トリクロロエチレン <0.001 <0.001 － － 0.01以下 

テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 － － 0.01以下 

1,3-ジクロロプロペン <0.0002 <0.0002 － － 0.002以下 

チウラム <0.0006 <0.0006 － － 0.006以下 

シマジン <0.0003 <0.0003 － － 0.003以下 

チオベンカルブ <0.002 <0.002 － － 0.02以下 

ベンゼン <0.001 <0.001 － － 0.01以下 

セレン <0.002 <0.002 － － 0.01以下 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
0.62 1.4 0.18 0.14 

10以下 

ふっ素 0.08 0.12 － － 0.8以下 

ほう素 <0.1 <0.1 － － 1以下 

1,4-ジオキサン <0.005 <0.005 － － 0.05以下 

注）1.“－”は測定を実施していないことを示す。 

出典：「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書）【資料編】」（平成31年3月、滋賀県）
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図 3-5 水質調査地点位置図 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

「国土数値情報（河川）」（令和元年 7 月 19 日現在、国土交通省国土政策局国土情報課 HP ） 

「地理院地図」（令和元年 7 月 19 日現在、国土地理院 HP ） 
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3)水底の底質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲では水底の底質調査に係る調査は実施されていません。 

 

4)その他 

「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）」（平成 31 年 3 月、滋賀県）によると、滋賀

県では県下の全体的な地下水質の状況を把握するための概況調査、概況調査を契機とした調

査、過去に有害物質が検出された地区の地下水質の動向を把握するための定期モニタリング

調査が実施されています。また、地下水のダイオキシン類調査が実施されています。 

平成 29 年度に事業実施想定区域及びその周囲では、彦根市で 3 地域、近江八幡市で 2 地

域、東近江市で 5 地域、愛荘町で 1 地域、合計 11 地域において地下水の定期モニタリング

調査、近江八幡市及び愛荘町においてダイオキシン類調査が実施されています。調査地域位

置図を図 3-6 に、調査結果を表 3-11(1)～(3)に示します。なお、調査地点の詳細な位置は

公表されていないため、調査地域名の字界等を示しました。 

これらの調査結果によると、1,2-ジクロロエチレンが彦根市 1 地域及び近江八幡市 1 地域、

トリクロロエチレンが東近江市 1 地域、テトラクロロエチレンが彦根市 2 地域及び愛荘町 1

地域、ひ素が近江八幡市 1 地域及び東近江市 2 地域、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が東近江

市 1 地域で環境基準を超過しています。ダイオキシン類調査については、環境基準を達成し

ています。 

 

表 3-11(1) 地下水質の定期モニタリング調査結果（平成 29 年度） 

調査地域 

 

 

 

項目 

彦根市 近江八幡市 愛荘町 

環境基準 
馬場・城

町・長曽根

地区 

日夏・清

崎・南川瀬

地区 

湖岸地域 

上田町・千

僧供町・長

福寺町地区 

岡山・桐

原・北里学

区地域 

愛知川地区 

最高値(mg/L) mg/L 

調査地点数 12 6 1 3 4 8 － 

クロロエチレン（別

名塩化ビニル又は塩

化ビニルモノマー） 

不検出 不検出 － 0.0006 － 不検出 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン － － － 不検出 － － 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレ

ン 
不検出 不検出 － 不検出 － 不検出 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレ

ン 

0.085 

(1 地点) 
不検出 － 

0.077 

(1 地点) 
－ 不検出 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエ

タン 
－ － － 不検出 － － 1 以下 

1,1,2-トリクロロエ

タン 
－ － － 不検出 － － 0.006 以下 

トリクロロエチレン 0.002 不検出 － 0.009 － 0.002 0.01 以下 

テトラクロロエチレ

ン 

0.023 

(2 地点) 

0.060 

(2 地点) 
－ 不検出 － 

0.012 

(2 地点) 
0.01 以下 

ひ素 － － 不検出 － 
0.085 

(3 地点) 
－ 0.01 以下 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
－ － － － － － 10 以下 
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表 3-11(2) 地下水質の定期モニタリング調査結果（平成 29 年度） 

調査地域 

 

 

 

項目 

東近江市 

環境基準 東近江市 

地域 
湯屋地区 

蒲生 

朝日野地区 

旧能登川町 

北部地域 
平林町地区 

最高値(mg/L) mg/L 

調査地点数 5 1 4 4 2 － 

クロロエチレン（別名

塩化ビニル又は塩化ビ

ニルモノマー） 

不検出 不検出 － － － 0.002 以下 

1,2-ジクロロエタン － － － － － 0.004 以下 

1,1-ジクロロエチレン 不検出 不検出 － － － 0.1 以下 

1,2-ジクロロエチレン 不検出 不検出 － － － 0.04 以下 

1,1,1-トリクロロエタ

ン 
－ － － － － 1 以下 

1,1,2-トリクロロエタ

ン 
－ － － － － 0.006 以下 

トリクロロエチレン 0.001 
0.014 

(1 地点) 
－ － － 0.01 以下 

テトラクロロエチレン 0.006 不検出 － － － 0.01 以下 

ひ素 － － 
0.023 

(2 地点) 

0.034 

(3 地点) 
－ 0.01 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸

性窒素 
－ － － － 

18 

(1 地点) 
10 以下 

注）1.各測定値の下()内の地点数は、環境基準の超過地点数を示す。 
  2.“－”は測定を実施していないことを示す。 
出典：「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書）【資料編】」（平成31年3月、滋賀県） 

 

表 3-11(3) 地下水質のダイオキシン類調査結果（平成 28、29 年度） 

単位：pg-TEQ/L 

調査地点 市町村 年平均値 環境基準 

豊郷町豊郷 豊郷町 0.049 

1 以下 近江八幡市宇津呂町 近江八幡市 0.038 

愛荘町豊満 愛荘町 0.038 

注）1.詳細な調査地点は不明であるため、図示していない。 

出典：「平成 28 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 30 年 3 月、環境省） 

「平成 29 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 31 年 3 月、環境省） 
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図 3-6 地下水水質調査地域位置図 

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）【資料編】」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

「平成 28 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 30 年 3 月、環境省） 

「平成 29 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 31 年 3 月、環境省） 
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(3)土壌及び地盤の状況 

1)土壌の状況 

A.土壌の区分及び分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲における土壌図を図 3-7 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には、細粒灰色低地土壌や礫質灰色低地土壌、細粒強グラ

イ土壌等が広く分布しています。山地には、乾性褐色森林土壌が分布しています。 

 

B.土壌汚染の状況 

事業実施想定区域及びその周囲には「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」（昭和 45

年 12 月 25 日法律第 139 号）に基づく土壌汚染対策地域の指定はありません。 

なお、「土壌汚染対策法」（昭和 14 年 5 月 29 日法律第 53 号）に基づき指定された形質変

更時要届出区域、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137

号）に基づき指定された区域があります。事業実施想定区域及びその周囲の形質変更時要届

区域及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の指定区域状況は 2.社会的状況(2(8)10)

及び 2(8)11))の図 3-29 に示します。 

 

C.ダイオキシン類の状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、米原市朝妻筑摩及び豊郷町吉田、近江八幡市土田町、

古川町、愛荘町川原において土壌のダイオキシン類調査が実施されています。土壌のダイオ

キシン類調査結果を表 3-12 に示します。平成 28、29 年度は、いずれの調査地点でも環境基

準を達成しています。なお、詳細な調査地点位置が不明なため、図示していません。 
 

表 3-12 土壌のダイオキシン類調査結果（平成 28、29 年度） 

単位：pg-TEQ/g 

調査地点 市町村 年平均値 環境基準 

米原市朝妻筑摩 米原市 0.085 

1,000 以下 

豊郷町吉田 豊郷町 0.80 

近江八幡市土田町 近江八幡市 0.34 

近江八幡市古川町 近江八幡市 0.019 

愛荘町川原 愛荘町 0.17 

出典：「平成 28 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 30 年 3 月、環境省） 

「平成 29 年度 ダイオキシン類に係る環境調査結果」（平成 31 年 3 月、環境省） 

 

2)地盤の状況 

「平成 29 年度全国の地盤沈下地域の概況」（平成 31 年 3 月、環境省）によると、事業実

施想定区域及びその周囲では、地盤沈下は観測されていません。 

 

A.観測井に基づく地下水位及び地盤高の変動の状況 

「全国地盤環境情報ディレクトリ（平成 29 年度版）」（令和元年 7 月 19 日現在、環境省

HP）によると、事業実施想定区域及びその周囲では、地下水位及び地盤高の変動は確認でき

ませんでした。 
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図 3-7 土壌図

出典：「土壌分類基本調査（土壌）」 

①彦根東部（昭和 62 年、滋賀県） 

②彦根西部（昭和 57 年、滋賀県） 

③御在所山（平成 2 年、滋賀県） 

④近江八幡（昭和 58 年、滋賀県） 
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(4)地形及び地質の状況 

1)地形の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における地形分類図を図 3-8 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲の地形は、山地、丘陵地、台地・段丘、低地が分布してい

ます。 

事業実施想定区域は、主に低地を通過し、山地、丘陵地の一部を通過します。 

 

2)地質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における表層地質図を図 3-9 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲の地質は、一部で固結堆積物、火成岩積、ほとんどの平野

部で礫、泥の未固結堆積物等が分布しています。 

事業実施想定区域は、山地部及び丘陵地で固結堆積物を、ほとんどの低地部で未固結堆積

層を通過します。 

 

3)重要な地形及び地質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な地形及び地質の状況を表 3-13 及び図 3-10

に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には「日本の地形レッドデータブック 第 1 集 新装版」

（平成 12 年、日本の地形レッドデータブック作成委員会）における学術上及び希少性の観

点からの重要な地形・地質として「水郷低地、西の湖」が指定されています。 
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表 3-13 重要な地形 

名称 カテゴリー 選定基準 保存状況 保全状況 地形の特性 

水郷低地,
西の湖 

Ⅲ ③ ランク C 
国定公園 
(琵琶湖) 

琵琶湖の内湖は干拓などにより、ほ
とんど消滅・改変されたが、自然状
態のまま残っているのは西の湖が唯
一である。湖岸の水生植物や動物群
も貴重であるが、開発による消滅・
改変の危機にある。すでに水質汚濁
によって養殖真珠業が廃業した。 

注)1.カテゴリー 

Ⅰ：変動地形 Ⅱ：火山地形 Ⅲ：河川のつくる地形 Ⅳ：気候を反映した地形 

Ⅴ：海岸地形 Ⅵ：地質を反映した地形 Ⅶ：その他の重要な地形 

2.選定基準 

①：日本の地形を代表する典型かつ希少、貴重な地形。 

②：①に準じ、地形学の教育上重要な地形もしくは地形学の研究の進展に伴って新たに注目した 

ほうがよいと考えられる地形。 

③：多数存在するが、なかでも典型的な形態を示し、保存することが望ましい地形。 

④：動物や植物の生育地として重要な地形。 

3.保存状況 

A：現在の保存状況がよく、今後もその継続が求められる地形。 

B：現時点で低強度の破壊を受けている地形。今後、破壊が継続されれば、消滅が危惧される。 

C：現在著しく破壊されつつある地形。また、大規模開発計画などで破壊が危惧される地形。 

このランクに属する地形は現状のままでは消滅すると考えられるので、最も緊急な保全が要求 

される。 

D：重要な地形でありながら、すでに破壊され、現存しない地形。 

4.保全状況 

保護すべき地形、またはその地形が存在する地域が、行政機関などによって指定されている状態につ

いて記載 

出典：「日本の地形レッドデータブック 第 1 集 新装版」 

（平成 12 年、日本の地形レッドデータブック作成委員会） 
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図 3-8 地形分類図  

出典：「土壌分類基本調査（地形分類図）」 

①彦根東部（昭和 62 年、滋賀県） 

②彦根西部（昭和 57 年、滋賀県） 

③御在所山（平成 2 年、滋賀県） 

④近江八幡（昭和 58 年、滋賀県） 
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図 3-9 表層地質図  

出典：「土壌分類基本調査（表層地質図）」 

①彦根東部（昭和 62 年、滋賀県） 

②彦根西部（昭和 57 年、滋賀県） 

③御在所山（平成 2 年、滋賀県） 

④近江八幡（昭和 58 年、滋賀県） 
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図 3-10 重要な地形及び地質

出典：「日本の地形レッドデータブック 第 1 集 新装版」（平成 12 年、日本の地形レッドデータブック作成委員会） 
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(5)動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

については、表 3-14 に示す文献資料を基に整理しました。 

なお、動植物や生態系に係る文献資料の収集範囲については、事業実施想定区域及びそ

の周囲における動植物の生息又は生育の状況をより的確に反映させるため、事業実施想定

区域から概ね片側 3km を含む彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、

甲良町、多賀町のうち、以下の範囲（図 3-11 の白色箇所）としました。 

・彦根市全域 

・近江八幡市全域 

・東近江市のうち、旧永源寺町を除いた全域 

・米原市のうち、旧伊吹町、山東町を除いた全域 

・愛荘町全域 

・豊郷町全域 

・甲良町全域 

・多賀町全域 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 文献資料の収集範囲   

表 3-14 文献資料一覧 

 

番号 文献資料名

1 「日本の重要な両生類・は虫類(近畿版)」 (昭和57年、環境庁)

2 「日本の重要な昆虫類(近畿版)」 (昭和55年、環境庁)

3 「日本の重要な淡水魚類(近畿版)」 (昭和57年、環境庁)

4 「第2回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 滋賀県」 (昭和56年、環境庁)

5 「第3回自然環境保全基礎調査」 （昭和58～63年、環境庁）

6 「第4回自然環境保全基礎調査」 （昭和63～平成5年、環境庁）

7 「第5回自然環境保全基礎調査」 （平成5～11年、環境庁）

8 「第6回自然環境保全基礎調査」 （平成11～17年、環境省）

9 「第7回自然環境保全基礎調査」 （平成17～23年、環境省）

10 「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 生息・生育地保護区」 (平成20-26年、滋賀県)

11 「滋賀県で大切にすべき野生生物　滋賀県レッドデータブック2015年版」 (平成27年、滋賀県生きもの総合調査委員会)

12 「滋賀の環境2016（平成28年版環境白書）」　(平成29年1月、滋賀県)

13 「彦根市　文化財情報」 (令和元年7月19日現在、彦根市HP)

14 「多賀町立文化財センター　指定文化財」 (令和元年7月19日現在、多賀町立文化財センターHP)

15 「甲良町　文化財一覧」 (令和元年7月19日現在、甲良町HP)

16 「近江八幡市　指定等文化財」 (令和元年7月19日現在、近江八幡市HP)

17 「東近江市　文化財一覧」 (令和元年7月19日現在、東近江市HP)

18 「広報とよさと 2015年12月号 No.359」 (平成27年、豊郷町)

19 「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書）」　(平成31年3月、滋賀県)
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1)文献による動物の生息の状況 

A.動物相の状況 

a)哺乳類の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生息記録のある哺乳類として 7 目 16 科 34 種

が挙げられます。これらの種には、山林に生息するホンドザル、ニホンリス、ツキノワグ

マ、イノシシ、ニホンジカや、山地から耕作地等の人里にかけて広く生息するホンドタヌ

キやホンドキツネ、高茎草地に生息するカヤネズミ、水域周辺をよく利用するホンドイタ

チ等が含まれています。また、洞窟等の特殊な環境を利用するコキクガシラコウモリやユ

ビナガコウモリ、山地渓流に生息するカワネズミ等も記録されています。 

 

b)鳥類の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生息記録のある鳥類として 13 目 31 科 96 種が

挙げられます。事業実施想定区域及びその周囲は琵琶湖や内湖に近接しており、河川やた

め池、水田地帯も存在するため、記録のある鳥類はカイツブリ類、サギ類、ガンカモ類、

シギ・チドリ類、ヤマセミ、カワガラス等の水辺の鳥が多くなっています。他に、アオゲ

ラ、シジュウカラ等の山林に生息する種、ヒバリ、カワラヒワ等の草地に生息する種、ス

ズメ、ハシボソガラス等の耕作地から市街地にかけて広く出現する種も多く記録されてい

ます。また、生態系の上位に位置するハヤブサ、フクロウ等の猛禽類も記録されています。 

 

c)爬虫類・両生類の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生息記録のある爬虫類・両生類として 4 目 12

科 21 種が挙げられます。これらの種には、山林に生息するジムグリ、山地から耕作地等

の人里にかけて広く生息するヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビ、アオダイショウ、水

田等の水域周辺をよく利用するヒバカリやヤマカガシ、用水路や河川に生息するニホンス

ッポン等の爬虫類が含まれています。また、山林の沢やその周辺に生息するカジカガエル

やタゴガエル、河川上～中流域に生息するオオサンショウウオ、丘陵地の水場に隣接した

林地に生息するカスミサンショウウオ、低地の湿地や水田に生息するナゴヤダルマガエル

等の両生類が含まれています。 

 

d)魚類の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生息記録のある魚類として 8 目 15 科 55 種が

挙げられます。これらの種には、河川源流～上流域に生息するイワナ類やアマゴ、上～中

流域に生息するタカハヤやアカザ、下流域や用水路、止水域に生息するコイ、ギンブナ、

タナゴ類、ナマズ等が含まれています。また、事業実施想定区域及びその周囲は琵琶湖や

内湖に近接しているため、ワタカ、ホンモロコ、ニゴロブナ等の琵琶湖固有種も多く記録

されています。他に、湧水のある河川や用水路といった特殊な環境に生息するスナヤツメ

類やハリヨも記録されていますが、ハリヨについては近似種や他地域個体群との交雑が問

題となっています。外来種としてはブルーギル、オオクチバス等が記録されています。 
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e)昆虫類の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生息記録のある昆虫類として 13 目 82 科 322

種が挙げられます。これらの種には、ヒグラシ、ムラサキシジミ、オオムラサキ、オオク

ワガタ、オオセンチコガネ、ムネアカオオアリ等の山林を中心に生息する種や、カンタン、

ベニシジミ等の草地に生息する種が多く含まれています。また、事業実施想定区域及びそ

の周囲は琵琶湖や内湖に近接しており、河川やため池、水田地帯も存在するため、アキア

カネ、アジアイトトンボ、クロゲンゴロウ、ガムシ等の止水性水生昆虫や、ハグロトンボ、

ムカシトンボ、キベリマメゲンゴロウ等の流水性水生昆虫も多く記録されています。他に、

琵琶湖の水深の深い場所を幼虫が利用するメガネサナエや、石灰洞に生息するスズカホラ

ズミトビムシやイシダメクラチビゴミムシといった、特殊な環境を利用する種も記録され

ています。 

 

f)底生動物の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生息記録のある底生動物として 6 目 13 科 39

種が挙げられます（なお、水生昆虫については前項の「昆虫類の状況」で整理していま

す）。これらの種には、下流域や用水路、止水域に生息するヒメタニシ、チリメンカワニ

ナ、イシガイ科貝類や、湿地や水田等に生息するマルタニシ、オオタニシ、ヒメモノアラ

ガイ等が含まれています。また、事業実施想定区域及びその周囲は琵琶湖や内湖に近接し

ているため、ナガタニシ、ビワカワニナ属、オウミガイ、オトコタテボシガイ、セタシジ

ミ等の琵琶湖固有種も多く記録されています。外来種としてはサカマキガイが記録されて

います。 

 

g)陸産貝類の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生息記録がある陸産貝類として 4 目 23 科 93

種が挙げられます。確認種はヤマタニシ、オオギセル、オオコウラナメクジ、ミヤマヒダ

リマキマイマイ等の山林を中心に生息する種が多く含まれ、他にコベソマイマイ、オオケ

マイマイ等の山林から低地林に広く生息する種や、ナメクジ、ウスカワマイマイ等の低地

の耕作地等に生息する種、湖沼や湿地周辺に生息するナガオカモノアラガイ等が記録され

ています。また、石灰岩礫地に生息するクチマガリスナガイや石灰洞に生息するホラアナ

ゴマオカチグサガイといった、特殊な環境を利用する種も記録されています。 

  



 

50 

 

B.重要な動物種の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において確認記録のある重要な動物種を表 3-15(1)～(9)

に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物種として、哺乳類ではカワネズミ、コ

キクガシラコウモリ、カヤネズミ、ツキノワグマ等の 17 種、鳥類ではハヤブサ、チュウサ

ギ、イカルチドリ等の 43 種、爬虫類ではニホンスッポン、タカチホヘビ等の 7 種、両生類

ではカスミサンショウウオ、ナガレヒキガエル、ナゴヤダルマガエル等の 11 種、魚類では

スナヤツメ類、ニゴロブナ、ホトケドジョウ、ドンコ等の 42 種、昆虫類ではモートンイト

トンボ、メガネサナエ、オオムラサキ、ギフチョウ、オオクワガタ等の 137 種、底生動物で

はマルタニシ、イボカワニナ、マツカサガイ等の 32 種、陸産貝類ではヤママメタニシ、ホ

ラアナゴマオカチグサガイ、オオギセル、ツルガマイマイ等の 57 種が確認されています。 

これらの重要な種の中には、国指定特別天然記念物であるカモシカ、オオサンショウウオ、

国指定の天然記念物であるオジロワシ、オオワシ、アユモドキ、ゲンジボタル（息長ゲンジ

ボタル発生地として）、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4

年 6 月 5 日法律第 75 号）の指定種であるツキノワグマ、オジロワシ、オオワシ、ハヤブサ、

メダイチドリ、コアジサシ、オオサンショウウオ、アユモドキ、「ふるさと滋賀の野生動植

物との共生に関する条例」(平成 18 年 3 月 30 日滋賀県条例第 4 号)の指定種であるユビナガ

コウモリ、テングコウモリ、コミミズク、ヤマセミ、ナゴヤダルマガエル、ハリヨが含まれ

ています。 

また、法律に基づく指定種のほか、「環境省レッドリスト 2019 の公表について」(平成 31

年、環境省)及び「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック 2015 年版」

(平成 28 年、滋賀県)の対象種、鳥類では「近畿地区・鳥類レッドデータブック-絶滅危惧種

判定システムの開発」（平成 14 年、京都大学学術出版会）の滋賀県における対象種が含まれ

ています。 

事業実施想定区域及びその周囲における詳細な位置が特定できた重要な動物種は表 3-16、

確認位置は図 3-12(1)～(3)に示すとおりです。図示していないものは、事業実施想定区域

及びその周囲での記録はあるが詳細な位置が特定できなかったもの、または図郭外に位置す

るものです。 
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表 3-15(1) 文献により確認された重要な動物 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 哺乳類 トガリネズミ ホンシュウジネズミ 6 注目

2 カワネズミ 7 絶危

3 モグラ アズマモグラ 6,7,11 希少

4 キクガシラコウモリ コキクガシラコウモリ 6,7,10,11 絶危

5 キクガシラコウモリ 6,10,11 絶危

6 ヒナコウモリ モモジロコウモリ 6,7,10,11 絶危

7 ヒナコウモリ 11 絶危 指定

8 ユビナガコウモリ 6,10,11 絶危

9 テングコウモリ 6,10,11 絶危 指定

10 オヒキコウモリ オヒキコウモリ 11 VU 注目

11 オナガザル ホンドザル 6,7,11 注目

12 リス ムササビ 6,7,11 希少

13 ネズミ スミスネズミ 6,7 他

14 ハタネズミ 7 希少

15 カヤネズミ 6,11 希少

16 クマ ツキノワグマ 6 国際 希少

17 ウシ カモシカ 6,7,10 特天 絶危

1 1 1 0 17 2合計　10科17種

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-15(2) 文献により確認された重要な動物 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 鳥類 クイナ バン 5 希少

2 カモ オシドリ 5 DD 繁殖3 希少

3 ヨシガモ 5,11 越冬3 希少

4 トモエガモ 5,11 VU 越冬2 希少

5 ミコアイサ 11 越冬2 希少

6 ウミアイサ 5 越冬2 希少

7 カイツブリ カイツブリ 5,10 希少

8 カンムリカイツブリ 5 繁殖3 希少

9 サギ ミゾゴイ 11 VU 繁殖3 絶増

10 ササゴイ 11 希少

11 チュウサギ 5 NT 繁殖2 希少

12 チドリ タゲリ 5 越冬3 希少

13 ケリ 5 DD

14 イカルチドリ 5
繁殖3

越冬3
希少

15 メダイチドリ 11 国際 通過2 希少

16 シギ タシギ 5 越冬3 希少

17 イソシギ 5
越冬3

夏季3
希少

18 キョウジョシギ 11 通過2 希少

19 カモメ コアジサシ 11 国際 VU 繁殖2 希少

20 タカ オジロワシ 11 国天 国内 VU 越冬3 絶増

21 オオワシ 11 国天 国内 VU 越冬3 絶増

22 ハイイロチュウヒ 11 越冬1 希少

23 フクロウ フクロウ 5
繁殖2

越冬2
希少

24 トラフズク 11 越冬1 絶増

25 コミミズク 5,11 越冬2 絶危 指定

26 カワセミ カワセミ 5
繁殖2

越冬2
希少

27 ヤマセミ 5,11 絶危 指定

28 キツツキ アリスイ 11 越冬2 希少

29 ハヤブサ コチョウゲンボウ 11 越冬3 希少

30 ハヤブサ 5 国内 VU
繁殖2

越冬3
希少

31 キクイタダキ キクイタダキ 5,11 越冬3 希少

32 ヨシキリ コヨシキリ 11 通過3 希少

33 セッカ セッカ 5 越冬3 希少

34 カワガラス カワガラス 5 希少

35 ヒタキ コルリ 11 絶増

36 スズメ ニュウナイスズメ 5 越冬3 希少

37 セキレイ ムネアカタヒバリ 5 越冬3

38 タヒバリ 5 希少

39 アトリ ベニマシコ 5 越冬3 希少

40 ウソ 5 希少

41 シメ 5 越冬3

42 ホオジロ ノジコ 5 NT 通過2 希少

43 オオジュリン 5 希少

2 5 10 33 40 2合計　21科43種

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-15(3) 文献により確認された重要な動物 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 爬虫類 スッポン ニホンスッポン 7 DD 注目

2 トカゲ ヒガシニホントカゲ 6,7 注目

3 タカチホヘビ タカチホヘビ 7 注目

4 ナミヘビ ジムグリ 7 注目

5 ヒバカリ 7 注目

6 ヤマカガシ 6,7 注目

7 クサリヘビ ニホンマムシ 7 注目

0 0 1 0 7 0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 両生類 サンショウウオ カスミサンショウウオ 7 VU 希少

2 オオサンショウウオ オオサンショウウオ 11 特天 国際 VU 絶危

3 イモリ アカハライモリ 7 NT 注目

4 ヒキガエル アズマヒキガエル 6,7 希少

5 ナガレヒキガエル 6 希少

6 アカガエル タゴガエル 6,7 注目

7 ニホンアカガエル 7 注目

8 ヤマアカガエル 6 希少

9 ナゴヤダルマガエル 1 EN 絶増 指定

10 アオガエル モリアオガエル 1,6,7 注目

11 カジカガエル 6,7 注目

1 1 4 0 11 1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 魚類 ヤツメウナギ スナヤツメ類 7 VU 絶増

2 ウナギ ニホンウナギ 7 EN 注目

3 コイ コイ 6,7 LP 希少

4 ゲンゴロウブナ 7 EN 希少

5 ニゴロブナ 7 EN 希少

6 ギンブナ 6,7 注目

7 ヤリタナゴ 7 NT 絶増

8 アブラボテ 6,7 NT 絶増

9 カネヒラ 7 絶増

10 ニッポンバラタナゴ 3 CR 絶滅

11 ワタカ 7 CR 絶危

12 ハス 6,7 VU 希少

13 アブラハヤ 6,7 注目

14 タカハヤ 6,7 注目

15 モツゴ 6,7,10 希少

16 アブラヒガイ 7 CR 絶危

17 ビワヒガイ 6,7 希少

18 ムギツク 6,7,11 希少

19 ホンモロコ 6,7 CR 絶増

20 ゼゼラ 7 VU 希少

21 ツチフキ 7 EN

22 ズナガニゴイ 7,11 絶増

23 コウライニゴイ 7 注目

24 イトモロコ 7,11 絶増

25 デメモロコ 7 VU 希少

26 スゴモロコ 7 VU 希少

番号 類名 科名 種名 文献資料

合計　6科11種

番号 類名 科名 種名 文献資料

選定基準

合計　5科7種

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準

選定基準



 

54 

 

表 3-15(4) 文献により確認された重要な動物 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

27 魚類 アユモドキ アユモドキ 3,11 国天 国内 CR 絶危

28 ドジョウ ドジョウ 6,7 NT 注目

29 ニシシマドジョウ 6,7 注目

30 フクドジョウ ホトケドジョウ 7 EN 絶増

31 ギギ ギギ 7 絶危

32 ナマズ ナマズ 6,7 注目

33 アカザ アカザ 6,7 VU 希少

34 アユ アユ 6,7 分布

35 サケ ニッコウイワナ 7 DD 絶増

36 イワナ属 6 絶増

37 サツキマス（アマゴ） 6,7,11 NT 注目

38 ビワマス 7 NT 注目

39 トゲウオ ハリヨ 6,7,10 CR 絶危 指定

40 カジカ カジカ 6,7 EN/NT 希少

41 ウツセミカジカ（琵琶湖型） 6,7 EN 分布

42 ドンコ ドンコ 6,7 他

1 1 26 0 41 1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 昆虫類 イボトビムシ スズカホラズミトビムシ 11 希少

2 アオイトトンボ コバネアオイトトンボ 11 EN 絶滅

3 オツネントンボ 11 注目

4 イトトンボ ベニイトトンボ 11 NT 絶危

5 モートンイトトンボ 11 NT 希少

6 オオイトトンボ 11 絶増

7 ヤンマ ネアカヨシヤンマ 11 NT 絶増

8 アオヤンマ 6,7 NT 絶増

9 ルリボシヤンマ 11 注目

10 カトリヤンマ 2,7 希少

11 サナエトンボ キイロサナエ 7,11 NT 他

12 オオサカサナエ 6,7 VU 希少

13 メガネサナエ 2,6,7 VU 希少

14 タベサナエ 7,11 NT 希少

15 フタスジサナエ 2,6,7,11 NT 希少

16 オグマサナエ 6,7,11 NT 希少

17 エゾトンボ トラフトンボ 6,7 他

18 トンボ ヨツボシトンボ 2,6,7 他

19 ハッチョウトンボ 2,11 他

20 コノシメトンボ 11 分布

21 ナニワトンボ 11 VU 絶危

22 マイコアカネ 6,7 希少

23 ミヤマアカネ 11 希少

24 オオキトンボ 11 EN 絶危

25 オナシカワゲラ カワイオナシカワゲラ 11 DD 注目

26 カマドウマ スズカクチキウマ 11 分布

27 ツユムシ ヘリグロツユムシ 11 注目

28 キリギリス コバネササキリ 11 希少

29 ハタケノウマオイ 11 注目

30 コオロギ ナツノツヅレサセコオロギ 11 注目

31 バッタ カワラバッタ 11 希少

32 セミ ハルゼミ 2 他

合計14科42種

番号 類名 科名 種名 文献資料

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準

選定基準



 

55 

 

表 3-15(5) 文献により確認された重要な動物 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

33 昆虫類 キジラミ エノキカイガラキジラミ 11 NT 分布

34 キンカメムシ オオキンカメムシ 2,11 分布

35 アメンボ エサキアメンボ 11 NT 希少

36 ミズムシ ミゾナシミズムシ 11 NT 注目

37 ホッケミズムシ 11 NT 絶危

38 ヒメコミズムシ 11 注目

39 タイコウチ ヒメミズカマキリ 11 希少

40 マルミズムシ ヒメマルミズムシ 11 注目

41 ツノトンボ キバネツノトンボ 11 注目

42 ウスバカゲロウ オオウスバカゲロウ 11 注目

43 カタツムリトビケラ カタツムリトビケラ 11 希少

44 シジミチョウ オナガシジミ 7,11 分布

45 ウラジロミドリシジミ 2,6,11 絶増

46 ミヤマカラスシジミ 11 希少

47 カラスシジミ 11 注目

48 ウラナミアカシジミ 6,7,11 絶増

49 クロシジミ 11 EN 絶増

50 キマダラルリツバメ 2,6,11 NT 絶増

51 シルビアシジミ 11 EN 絶滅

52 タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン 7,11 VU 絶増

53 オオウラギンヒョウモン 2,11 CR 絶滅

54 キマダラモドキ 7 NT

55 クロヒカゲモドキ 6 EN 絶危

56 クモガタヒョウモン 7,11 希少

57 オオヒカゲ 6,11 分布

58 オオムラサキ 2,6,7,11 NT 絶増

59 ウラナミジャノメ本土亜種 11 VU 絶増

60 アゲハチョウ ギフチョウ 2,6,7,11 VU 絶危

61 シロチョウ ツマグロキチョウ 2,6,11 EN 絶危

62 スジボソヤマキチョウ 2,6,7,11 希少

63 ツトガ ミドロミズメイガ 11 注目

64 キタホシオビホソノメイガ 11 注目

65 マドガ マドガ 11 注目

66 ヤママユガ オナガミズアオ本土亜種 7 NT

67 ウスタビガ本土亜種 11 分布

68 スズメガ スキバホウジャク 11 VU 注目

69 イブキスズメ 11 注目

70 オオシモフリスズメ 11 注目

71 ヤガ コシロシタバ 7 NT

72 ベニシタバ 11 注目

73 アミメキシタバ 7,11 絶増

74 ウスイロキシタバ 11 絶増

75 ジョナスキシタバ 7,11 分布

76 カバフキシタバ 2,7,11 絶増

77 フシキキシタバ 2,7 絶増

78 アサマキシタバ 11 絶増

79 キシタアツバ 11 NT 注目

80 オオチャバネヨトウ 11 VU 絶増

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-15(6) 文献により確認された重要な動物 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

81 昆虫類 オサムシ コキベリアオゴミムシ 11 注目

82 オオヨツボシゴミムシ 11 注目

83 イシダメクラチビゴミムシ 11 分布

84 クロケブカゴミムシ 11 注目

85 サメメクラチビゴミムシ 11 分布

86 クビナガヨツボシゴミムシ 11 DD 注目

87 ゲンゴロウ コセスジゲンゴロウ 11 CR 希少

88 クロゲンゴロウ 11 NT 希少

89 シマゲンゴロウ 11 NT 他

90 コマルケシゲンゴロウ 11 NT 希少

91 キベリクロヒメゲンゴロウ 11 NT 希少

92 ヒメシマチビゲンゴロウ 7,11 希少

93 ゴマダラチビゲンゴロウ 11 希少

94 キベリマメゲンゴロウ 7,11 NT 希少

95 ミズスマシ オオミズスマシ 11 NT 希少

96 ヒメミズスマシ 11 EN 希少

97 ミズスマシ 11 VU 希少

98 コオナガミズスマシ 11 VU 希少

99 オナガミズスマシ 11 注目

100 コガシラミズムシ クロホシコガシラミズムシ 11 VU 希少

101 クビボソコガシラミズムシ 11 DD 希少

102 マダラコガシラミズムシ 11 VU 希少

103 ダルマガムシ ホンシュウセスジダルマガムシ 11 注目

104 ナカネダルマガムシ 11 注目

105 ホソガムシ チュウブホソガムシ 11 VU 注目

106 ガムシ ガムシ 11 NT 希少

107 マルチビガムシ 11 注目

108 ヒゲブトチビシデムシ ババヒゲブトチビシデムシ 11 注目

109 ムネアカセンチコガネ ムネアカセンチコガネ 11 分布

110 センチコガネ オオセンチコガネ 11 分布

111 クワガタムシ オオクワガタ 11 VU 絶増

112 アカマダラセンチコガネ アカマダラセンチコガネ 11 注目

113 コガネムシ アカマダラハナムグリ 11 DD 希少

114 マルツヤマグソコガネ 11 分布

115 クロツブマグソコガネ 11 分布

116 トゲニセマグソコガネ 11 注目

117 ミヤマダイコクコガネ 11 分布

118 コケシマグソコガネ 11 注目

119 チドリムネミゾマグソコガネ 11 分布

120 キョウトアオハナムグリ 11 注目

121 セマルケシマグソコガネ 11 分布

122 コブスジコガネ チビコブスジコガネ 11 注目

123 タマムシ タマムシ 2,11 分布

124 ホタル ヒメボタル 2,11 注目

125 テントウムシ ハラグロオオテントウ 11 注目

126 マクガタテントウ 11 注目

127 ムナグロチャイロテントウ 11 注目

128 ゴミムシダマシ ヤマトオサムシダマシ 11 NT 注目

129 マルチビゴミムシダマシ 11 分布

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-15(7) 文献により確認された重要な動物 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

130 昆虫類 カミキリムシ ホシベニカミキリ 11 注目

131 クスベニカミキリ 11 分布

132 フタコブルリハナカミキリ 11 注目

133 ハムシ ヤヒロミドリトビハムシ 11 注目

134 コマユバチ ウマノオバチ 11 NT 希少

135 スズメバチ チャイロスズメバチ 11 希少

136 ドロバチモドキ ニッポンハナダカバチ 11 VU 絶増

137 キアシハナダカバチモドキ 11 VU 注目

0 0 56 0 134 0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 底生 タニシ マルタニシ 6 VU 希少

2 動物 オオタニシ 6,7 NT 注目

3 ナガタニシ 6,7 NT 希少

4 トゲカワニナ ヌノメカワニナ 6 NT

5 カワニナ ホソマキカワニナ 7 NT 希少

6 タテヒダカワニナ 6,7 NT 分布

7 ハベカワニナ 7 分布

8 モリカワニナ 7 NT 希少

9 イボカワニナ 6,7 NT 希少

10 ヤマトカワニナ 6,7 NT 分布

11 カゴメカワニナ 6,7 NT 分布

12 タケシマカワニナ 7 NT 希少

13 クロダカワニナ 6 NT 希少

14 エゾマメタニシ マメタニシ 7 VU 注目

15 ミズシタダミ ビワコミズシタダミ 7 NT 分布

16 モノアラガイ モノアラガイ 6,7 NT

17 オウミガイ 6,7 VU 分布

18 ヒラマキガイ カドヒラマキガイ 6,7 NT 分布

19 ヒメヒラマキミズマイマイ 6 EN

20 イシガイ メンカラスガイ 6,7 希少

21 イケチョウガイ 6,7 CR+EN 絶危

22 オバエボシガイ 6,7 VU 絶増

23 オトコタテボシガイ 6,7 VU 絶増

24 トンガリササノハガイ 6,7 NT 分布

25 タテボシガイ 6,7 分布

26 カタハガイ 6 VU 絶危

27 マツカサガイ 6 NT 絶増

28 マルドブガイ 6,7 VU 希少

29 シジミ マシジミ 6,7 VU 絶増

30 セタシジミ 6,7 VU 絶増

31 マメシジミ マメシジミ 7 注目

32 ドブシジミ ビワコドブシジミ 7 分布

0 0 27 0 29 0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 陸産 ゴマオカタニシ ゴマオカタニシ 7,11 NT 希少

2 貝類 ヤマタニシ アツブタガイ 6,7,11 希少

3 サドヤマトガイ 11 NT 希少

選定基準

合計　55科137種

番号 類名 科名 種名 文献資料

番号 類名 科名 種名 文献資料

選定基準

合計　11科32種

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-15(8) 文献により確認された重要な動物 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

4 陸産 ヤマグルマガイ ヤマクルマガイ 6 分布

5 貝類 ムシオイガイ ハリマムシオイガイ 6,7 注目

6 ピルスブリムシオイ 6 注目

Chamalycaeus属 11 注目

7 ゴマガイ イブキゴマガイ 6,7 注目

イブキゴマガイ類 11 注目

8
イツマデガイ

(カタヤマガイ)
ヤママメタニシ 11 CR+EN 絶増

9 カワザンショウガイ ホラアナゴマオカチグサガイ 6,10,11 CR+EN 絶増

10 ケシガイ スジケシガイ 6 注目

11 ケシガイ 6,7 NT 注目

12 オカモノアラガイ ナガオカモノアラガイ 6,11 NT 希少

13 キバサナギガイ クチマガリスナガイ 6,7,11 VU 希少

14 ナタネキバサナギガイ 11 VU 絶増

15 ナタネガイモドキ ナタネガイモドキ 7,11 NT 希少

16 キセルガイモドキ フトキセルガイモドキ 6,7,11 希少

17 キセルガイモドキ 6,7,11 希少

18 キセルガイ オオギセル 6,7,11 NT 希少

19 コンボウギセル 6,7,11 分布

20 キョウトギセル 7,11 VU 絶増

21 ツムガタギセル 6 分布

22 ホソヒメギセル 6,7 VU 絶増

23 シリボソギセル 6,7,11 NT 希少

24 ミカドギセル 6,7,11 NT 希少

25 ホソアシヒダナメクジ イボイボナメクジ 11 NT 希少

26 オオコウラナメクジ オオコウラナメクジ 11 NT 希少

27 ヤマコウラナメクジ 11 NT 希少

28 ベッコウマイマイ ヒラベッコウガイ 6,7,11 DD 注目

29 ハクサンベッコウ 11 DD 注目

30 キヌツヤベッコウ 6,11 DD 注目

31 ウメムラシタラガイ 7,11 NT 希少

32 オオウエキビ 6 DD

33 タカキビ 6,7,11 NT 希少

34 ニッポンマイマイ エチゼンビロウドマイマイ 7 DD 注目

35 ケハダビロウドマイマイ 6 NT 注目

36 ヒメビロウドマイマイ 6,7 VU 注目

Nipponochloritis属 11 注目

37 ココロマイマイ 11 VU 絶増

38 コシタカコベソマイマイ 7,11 NT 希少

39 ニッポンマイマイ 6,7 注目

40 カドバリニッポンマイマイ 6,7 注目

41 ヌノメニッポンマイマイ 6 注目

42 マルニッポンマイマイ 6 注目

ニッポンマイマイ類 11 注目

43 カナマルマイマイ 11 CR+EN 絶危

44 コベソマイマイ 6,7,11 分布

45 ヤマタカマイマイ 6,7,11 NT 希少

46 オナジマイマイ オオミケマイマイ 6,11 VU 希少

47 ギューリキマイマイ 6,7,11 分布

48 ハクサンマイマイ 6 VU

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-15(9) 文献により確認された重要な動物 

 
注）1．種名は下記の目録に準じて記載し、目録にない種は選定基準の種名に準じて記載した。 

  「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(平成 30 年度生物リスト)」(平成 30 年、国土交通省) 

  「種の多様性調査（動物分布調査）対象種一覧 陸産貝類」（平成 14 年、環境省） 

  2．～属、～類などについては、同一分類群に属する種が記録されている場合は 1 種として計数せず、番

号欄は空欄とした。 

出典：表中の文献資料は、「表 3-14 文献資料一覧」の番号に対応している。 

選定基準：重要な種の選定基準は以下に示すとおりである。 

①「文化財保護法」（昭和25年5月30日法律第214号）及び以下に示す対象自治体の定める文化財保護条例 

 対象自治体：滋賀県、彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

 特天：特別天然記念物 国天：国指定天然記念物 県天：県指定天然記念物  

 市天：市指定天然記念物 町天：町指定天然記念物 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年6月5日法律第75号） 

 国内：国内希少野生動植物種 国際：国際希少野生動植物種 緊急：緊急指定種 

③「環境省レッドリスト2019の公表について」(平成31年、環境省) 

 EX：絶滅 EW：野生絶滅 CR+EN：絶滅危惧I類 CR：絶滅危惧IA類 EN：絶滅危惧IB類  

 VU：絶滅危惧II類 NT：準絶滅危惧 DD：情報不足  LP：地域個体群 

④「近畿地区・鳥類レッドデータブック-絶滅危惧種判定システムの開発」（平成14年、京都大学学術 

 出版会）の滋賀県における対象種 

 1：ランク1(危機的絶滅危惧） 2：ランク2(絶滅危惧) 3：ランク3(準絶滅危惧)  

 (繁殖：繫殖個体群 越冬：越冬個体群 通過：通過個体群) 

⑤「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2015年版」(平成28年、滋賀県) 

 絶滅：絶滅種 絶危：絶滅危惧種 絶増：絶滅危機増大種 希少：希少種 注目：要注目種 

 分布：分布上重要種 他：その他重要種 

⑥「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(平成18年3月30日滋賀県条例第4号) 

 指定：指定希少野生動植物種 

 

  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

49 陸産 オナジマイマイ ツルガマイマイ 6,7,11 分布

50 貝類 コガネマイマイ 6 分布

51 ミヤマヒダリマキマイマイ 6,11 VU 希少

52 クロイワマイマイ 6,7,11 分布

53 カタマメマイマイ 11 VU 絶増

54 マメマイマイ 7 注目

マメマイマイ類 11 注目

55 ヒルゲンドルフマイマイ 6,7 NT 注目

56 オオヒルゲンドルフマイマイ 6 注目

チャイロオトメマイマイ類 11 注目

57 タワラガイ タワラガイ 6,7,11 注目

0 0 35 0 55 0合計　19科57種

番号 類名 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-16 確認位置が特定できた重要な動物 

 

注）1．種名は下記の目録に準じて記載し、目録にない種は選定基準の種名に準じて記載した。 

 「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(平成 30 年度生物リスト)」(平成 30 年、国土交通省) 

選定基準：重要な種の選定基準は以下に示すとおりである。 

①「文化財保護法」(昭和25年5月30日法律第214号)及び以下に示す対象自治体の定める文化財保護条例 

 対象自治体：滋賀県、彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

 特天：特別天然記念物 国天：国指定天然記念物 県天：県指定天然記念物  

 市天：市指定天然記念物 町天：町指定天然記念物 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成4年6月5日法律第75号） 

 国内：国内希少野生動植物種 国際：国際希少野生動植物種 緊急：緊急指定種 

③「環境省レッドリスト2019の公表について」(平成31年、環境省) 

 EX：絶滅 EW：野生絶滅 CR+EN：絶滅危惧I類 CR：絶滅危惧IA類 EN：絶滅危惧IB類  

 VU：絶滅危惧II類 NT：準絶滅危惧 DD：情報不足  LP：地域個体群 

④「近畿地区・鳥類レッドデータブック-絶滅危惧種判定システムの開発」（平成14年、京都大学学術 

 出版会）の滋賀県における対象種 

 1：ランク1(危機的絶滅危惧） 2：ランク2(絶滅危惧) 3：ランク3(準絶滅危惧)  

 (繁殖：繫殖個体群 越冬：越冬個体群 通過：通過個体群) 

⑤「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック2015年版」(平成28年、滋賀県) 

 絶滅：絶滅種 絶危：絶滅危惧種 絶増：絶滅危機増大種 希少：希少種 注目：要注目種 

 分布：分布上重要種 他：その他重要種 

⑥「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(平成18年3月30日滋賀県条例第4号) 

 指定：指定希少野生動植物種 

出典：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布図 滋賀県」（昭和 56 年、環境庁） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 両生類 アオガエル モリアオガエル 注目

1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 昆虫類 ヤンマ カトリヤンマ 希少

2 サナエトンボ メガネサナエ VU 希少

3 フタスジサナエ NT 希少

4 トンボ ヨツボシトンボ 他

5 ハッチョウトンボ 他

6 セミ ハルゼミ 他

7 キンカメムシ オオキンカメムシ 分布

8 シジミチョウ ウラジロミドリシジミ 絶増

9 キマダラルリツバメ NT 絶増

10 タテハチョウ オオウラギンヒョウモン CR 絶滅

11 オオムラサキ NT 絶増

12 アゲハチョウ ギフチョウ VU 絶危

13 シロチョウ ツマグロキチョウ EN 絶危

14 スジボソヤマキチョウ 希少

15 ヤガ カバフキシタバ 絶増

16 フシキキシタバ 絶増

17 タマムシ タマムシ 分布

0 0 7 0 17 0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 魚類 ドジョウ アユモドキ 国天 国内 CR 絶危

1 1 1 0 1 0

合計　11科17種

選定基準

合計　1科1種

番号 類名 科名 種名

番号 類名 科名 種名
選定基準

合計　1科1種

番号 類名 科名 種名
選定基準
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図 3-12(1) 文献による重要な動物確認位置(両生類)   

出典：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 滋賀県」（昭和 56 年、環境庁） 



 

62 

 

 
図 3-12(2) 文献による重要な動物確認位置(昆虫類)   

出典：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 滋賀県」（昭和 56 年、環境庁） 
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図 3-12(3) 文献による重要な動物確認位置(魚類) 

出典：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動植物分布図 滋賀県」（昭和 56 年、環境庁） 
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2)文献による植物の生育の状況 

A.植生の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の現存植生図を図 3-13 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲は、大半が湖東平野の大規模な低地となっており、水田等

の耕作地や市街地として利用されています。また、繖 山
きぬがさやま

、箕
み

作山
つくりやま

等の小規模な山地が低

地内に島状に分布しています。 

一方、事業実施想定区域及びその周囲の東側約 1/3 は、鈴鹿山脈北部の山麗に位置する山

地となっており、多くはスギ等の植林地として利用されていますが、アベマキ－コナラ群集、

モチツツジ－アカマツ群集、クリ－ミズナラ群集、チャボガヤ－ケヤキ群集等の針葉樹林や

広葉樹林もみられます。 

水域としては、愛知川、犬上川、芹川等の河川が低地を北西方向に流れており、河川周辺

にはハンノキ群落、ヤナギ群落、ツルヨシ群集等の水辺植生や竹林がみられます。また、琵

琶湖沿いには、西の湖、伊庭内湖、曽根沼等の「内湖」が点在しており、ヨシ等の抽水植物

群落が発達しています。琵琶湖岸には砂丘植生もみられます。 

 

B.自然度 

事業実施想定区域及びその周囲の自然度区分図を図 3-14 に示します。 

琵琶湖周辺の低地には主に農耕地（水田・畑）が分布し、主要な駅を中心に市街地・造成

地等が分布しています。北部の山地には主に二次林が分布し、植林地、二次草原（背の低い

草原）、二次草原（背の高い草原）等も混在しています。また、琵琶湖に流入する宇曽川左

岸に位置する荒神山、愛知川左岸に位置する繖山、箕作山、日野川右岸に位置する雪野山等

には主に二次林が分布しています。さらに、愛知川及び犬上川の河川敷には自然草原及び自

然地が分布しています。 

 

C.植物相の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において生育記録のある植物種として 89 科 282 種が挙げ

られます。これらの種には、常緑高木のタブノキやイスノキ、植林地等にみられるスギ、ヒ

ノキ、河畔等に生育するハンノキ、サデクサ、カワラサイコ、水田雑草であるヒメミソハギ、

シソクサ、アゼテンツキ等が含まれています。また、事業実施想定区域及びその周囲は琵琶

湖や内湖に近接しており、ため池も存在するため、トチカガミ科、ヒルムシロ科、イバラモ

科等の水草も多く記録されています。他に、貧栄養湿地を好むムラサキミミカキグサやモウ

センゴケ類、湧水のみられる水域を好むバイカモといった、特殊な環境を利用する種も記録

されています。 
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D.重要な植物種及び群落の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において確認記録のある天然記念物、巨樹・巨木林等を表

3-17 に、重要な植物種を表 3-18(1)～(6)に、重要な植物群落を表 3-19 に示します。 

天然記念物は、国指定として「南花沢のハナノキ」等 2 箇所、県指定として「西明寺のフ

ダンザクラ」1 箇所、市町指定として「彦根城跡内のオオトックリイチゴ」等 7 箇所、計 10

箇所が指定されています。 

巨樹・巨木林としてはスギ、ケヤキ等の計 271 箇所、「滋賀県自然環境保全条例」（昭和

48 年 10 月 9 日滋賀県条例第 42 号）の自然記念物として「慈眼寺のスギ」等の 5 箇所が選

定されています。 

重要な植物種としては、マツバラン、バイカモ、オニバス、カワラサイコ、オオトックリ

イチゴ、ハマエンドウ、ガガブタ、フジバカマ等の 84 科 276 種が挙げられます。 

重要な植物群落としては、荒神山のタブ林、甲良神社のウラジロガシ林、藤瀬の湿原等

32 箇所が指定されています。特にヨシ群落については、「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に

関する条例」（平成 4 年 3 月 30 日滋賀県条例第 17 号）のヨシ群落保全区域に指定されてい

る箇所があります。 

事業実施想定区域及びその周囲における天然記念物、巨樹・巨木林、重要な植物、及び重

要な植物群落の位置は図 3-15(1)～(2)に示すとおりです。重要な植物種については、図示

していないものは、事業実施想定区域及びその周囲での記録はあるが詳細な位置が特定でき

なかったもの、または図郭外に位置するものです。 
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表 3-17 文献により確認された重要な植物(天然記念物、巨樹・巨木林等) 

 
注）1．種名は下記の目録に準じて記載し、目録にない種は選定基準の種名に準じて記載した。 

  「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(平成 30 年度生物リスト)」(平成 30 年、国土交通省) 

  2．自然記念物の名称に続く括弧内は通称を示している。 

出典：表中の文献資料は、「表 3-14 文献資料一覧」の番号に対応している。 

選定基準：重要な種の選定基準は以下に示すとおりである。 

①「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）及び以下に示す対象自治体の定める文化財保護条例 

 対象自治体：滋賀県、彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

 特天：特別天然記念物 国天：国指定天然記念物 県天：県指定天然記念物  

 市天：市指定天然記念物 町天：町指定天然記念物 

②「第 4 回自然環境保全基礎調査」（昭和 63～平成 5 年、環境庁）の巨樹・巨木林  

 「第 6 回自然環境保全基礎調査」（平成 11～17 年、環境省）の巨樹・巨木林  

③「滋賀県自然環境保全条例」（昭和 48 年 10 月 9 日滋賀県条例第 42 号）の自然記念物 

① ② ③

1 天然記念物 彦根城跡内のオオトックリイチゴ 13 市天

2 彦根城跡内のオニバス 13 市天

3 多賀大社のケヤキ(飯盛木) 14 町天

4 井戸神社のカツラ 14 町天

5 西明寺のフダンザクラ 15 県天

6 八幡神社紫藤樹 15 町天

7 長光寺のハナノキ 16 市天

8 南花沢のハナノキ 17 国天

9 北花沢のハナノキ 17 国天

10 スズムシバナ 18 町天

11 巨樹・巨木林 イチョウ 6,8 11

12 クロマツ 6,8 2

13 ツガ 6,8 2

14 スギ 6,8 92

15 ヒノキ 6,8 7

16 カヤ 8 1

17 ヤマモモ 8 1

18 ツブラジイ 6,8 18

19 スダジイ 6,8 1

20 アラカシ 6,8 2

21 シラカシ 6,8 3

22 ウラジロガシ 8 1

23 コナラ 6,8 2

24 ツクバネガシ 8 1

25 ムクノキ 6,8 11

26 エノキ 6,8 13

27 ケヤキ 6,8 69

28 クスノキ 6,8 9

29 タブノキ 6,8 10

30 カツラ 6 1

31 アメリカスズカケノキ 8 1

32 モミジバスズカケノキ 6 1

33 ウメ 6 1

34 サイカチ 8 1

35 ハナノキ 6,8 4

36 クロガネモチ 6,8 3

37 ハリギリ 6,8 3

38 自然記念物 慈眼寺のスギ（金毘羅さんの三本杉） 12 ○

39 八日市市昭和町のムクノキ（西の椋） 12 ○

40 多賀町栗栖のスギ（杉坂峠のスギ） 12 ○

41 井戸神社のカツラ 12 ○

42 多賀大社のケヤキ(飯盛木) 12 ○

10 271 5合計箇所数

番号 項目 種名・名称 文献資料
選定基準
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表 3-18(1) 文献により確認された重要な植物(植物種) 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1 シダ マツバラン マツバラン 11 NT 準 注目 指定

2 植物 ヒカゲノカズラ ヤチスギラン 11 A 分布

3 イワヒバ イワヒバ 11 希少

4 ミズニラ ミズニラ 11 NT C 絶危

5 ハナヤスリ アカハナワラビ 11 準 注目

6 ナガホノナツノハナワラビ 11 他

7 コヒロハハナヤスリ 11 希少

8 ハマハナヤスリ 11 B 希少

9 ヒロハハナヤスリ 11 C 分布

10 キジノオシダ タカサゴキジノオ 11 注目

11 コケシノブ コケシノブ 11 準 他

12 コバノイシカグマ フジシダ 11 希少

13 ミズワラビ ハコネシダ 11 希少

14 カラクサシダ 11 準 分布

15 チャセンシダ ホウビシダ 11 分布

16 クモノスシダ 11 分布

17 イチョウシダ 11 NT 準 絶増

18 イワトラノオ 11 希少

19 クルマシダ 11 希少

20 シシガシラ コモチシダ 11 分布

21 オシダ ヒロハヤブソテツ 11 他

22 ヌカイタチシダモドキ 11 分布

23 ギフベニシダ 11 分布

24 キヨズミオオクジャク 11 準 他

25 ナガサキシダ 11 A 絶危

26 タニヘゴ 11 C 他

27 カタイノデ 11 他

28 メシダ ムクゲシケシダ 11 準 注目

29 イワヤシダ 11 準 絶危

30 フクロシダ 11 分布

31 ウラボシ タカノハウラボシ 11 B 注目

32 サジラン 11 分布

33 ヒメサジラン 11 希少

34 クリハラン 11 他

35 ビロードシダ 11 希少

36 デンジソウ デンジソウ 11 VU B 注目

37 サンショウモ サンショウモ 11 VU C 絶増

38 離弁 カバノキ アサダ 11 準 希少

39 花類 ニレ コバノチョウセンエノキ 10,11 C 分布

40 イラクサ ミヤコミズ 11 準 他

41 コバノイラクサ 11 B 分布

42 ヤドリギ ヒノキバヤドリギ 11 希少

43 タデ ウナギツカミ 11 注目

44 サイコクヌカボ 11 VU C 絶危

45 ヤナギヌカボ 11 VU C 絶増

46 ナガバノウナギツカミ 11 NT C 分布

47 サデクサ 11 C 他

48 マダイオウ 11 A 絶増

49 コギシギシ 11 VU 注目

50 ナデシコ エゾカワラナデシコ 11 注目

51 ヤマハコベ 11 C 注目

52 ヒユ ヤナギイノコズチ 11 他

53 キンポウゲ ウスゲレイジンソウ 11 A 分布

番号 分類群 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-18(2) 文献により確認された重要な植物(植物種) 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

54 離弁 キンポウゲ ルイヨウショウマ 11 希少

55 花類 フクジュソウ 11 C 希少

56 ミスミソウ 10,11 NT 準 他

57 ユキワリイチゲ 11 絶増 指定

58 アズマイチゲ 11 準 希少

59 キケンショウマ 11 分布

60 カザグルマ 11 NT C 絶危 指定

61 アズマシロカネソウ 11 B 絶増

62 トウゴクサバノオ 11 分布

63 オキナグサ 11 VU A 絶危 指定

64 バイカモ 11 A 他

65 セツブンソウ 11 NT A 希少

66 シギンカラマツ 11 準 分布

67 スイレン ジュンサイ 11 希少

68 オニバス 10,11 VU C 絶危

69 コウホネ 11 希少

70 ヒメコウホネ 11 VU C 注目

71 ヒツジグサ 11 希少

72 ウマノスズクサ コトウカンアオイ 11 EN 分布

73 ウスバサイシン 11 希少

74 ボタン ヤマシャクヤク 10,11 NT C 希少

75 ベニバナヤマシャクヤク 11 VU A 分布

76 モウセンゴケ イシモチソウ 11 NT C 分布

77 トウカイコモウセンゴケ 11 C 分布

78 ケシ ヤマブキソウ 11 絶増

79 アブラナ タチスズシロソウ 10,11 EN A 他

80 ユキノシタ タキミチャルメルソウ 11 NT 他

81 ザリコミ 11 C 分布

82 バラ カワラサイコ 11 A 希少

83 オオトックリイチゴ 11 分布

84 サナギイチゴ 11 VU 分布

85 コバナワレモコウ 11 A 分布

86 イブキシモツケ 11 分布

87 シモツケ 11 準 分布

88 マメ モメンヅル 11 A 絶危

89 タヌキマメ 11 C 絶増

90 イタチササゲ 11 A 希少

91 ハマエンドウ 10 絶危 指定

92 ヨツバハギ 11 A 絶危

93 オオバクサフジ 11 C 希少

94 ビワコエビラフジ 11 希少

95 フウロソウ コフウロ 11 A 希少

96 トウダイグサ タカトウダイ 11 分布

97 カエデ カラコギカエデ 11 希少

98 ツゲ ツゲ 11 分布

99 クロタキカズラ クロタキカズラ 11 準 希少

100 クロウメモドキ ヨコグラノキ 11 分布

101 ジンチョウゲ チョウセンナニワズ 11 VU B 注目

102 スミレ エゾノタチツボスミレ 11 分布

103 ナガバタチツボスミレ 11 注目

104 ヒナスミレ 11 希少

105 ミソハギ ヒメミソハギ 11 C 他

106 ミズマツバ 11 VU C 他

番号 分類群 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-18(3) 文献により確認された重要な植物(植物種) 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

107 離弁 ヒシ ヒメビシ 11 VU A 絶危

108 花類 アカバナ ウシタキソウ 11 希少

109 ウスゲチョウジタデ 11 NT 他

110 アリノトウグサ フサモ 11 A 注目

111 ヤマトグサ ヤマトグサ 11 分布

112 セリ ハナビゼリ 11 注目

113 サワゼリ 11 VU A 分布

114 合弁 イチヤクソウ ウメガサソウ 11 分布

115 花類 ツツジ レンゲツツジ 11 注目

116 ヤブコウジ カラタチバナ 11 希少

117 サクラソウ ヤナギトラノオ 11 B 分布

118 クサレダマ 11 C 絶増

119 クリンソウ 11 C 注目

120 ハイハマボッス 11 NT A 絶増

121 ハイノキ クロミノニシゴリ 11 A 分布

122 マチン アイナエ 11 C 希少

123 ミツガシワ ガガブタ 10,11 NT A 絶危

124 アサザ 11 NT A 絶危

125 ガガイモ スズサイコ 11 NT C 希少

126 コバノカモメヅル 11 C 他

127 アカネ ホソバオオアリドオシ 11 他

128 オオキヌタソウ 11 準 分布

129 ヒルガオ マメダオシ 11 CR 注目

130 クマツヅラ コムラサキ 11 C 注目

131 ハマゴウ 10,11 希少

132 シソ オウギカズラ 11 準 希少

133 ジュウニヒトエ 11 絶増

134 ミズネコノオ 11 NT 準 絶増

135 マネキグサ 11 NT 準 希少

136 ヤマジソ 11 NT B 絶増

137 ミゾコウジュ 11 NT C 希少

138 ヒメナミキ 11 C 希少

139 ナス オオマルバノホロシ 11 C 分布

140 ゴマノハグサ イブキコゴメグサ 11 VU A 希少

141 オオアブノメ 11 VU A 絶危

142 シソクサ 11 C 他

143 クチナシグサ 11 他

144 コシオガマ 11 希少

145 オオヒナノウスツボ 11 希少

146 オオヒキヨモギ 11 VU 準 希少

147 イヌノフグリ 11 VU 準 注目

148 キツネノマゴ オギノツメ 11 他

149 スズムシバナ 11 A 絶危

150 ハマウツボ キヨスミウツボ 11 C 希少

151 タヌキモ ノタヌキモ 10,11 VU 絶増

152 ヒメタヌキモ 11 NT A 絶増

153 イヌタヌキモ 11 NT 希少

154 ムラサキミミカキグサ 11 NT C 他

155 スイカズラ ニッコウヒョウタンボク 11 希少

156 コウグイスカグラ 11 準 分布

157 キンキヒョウタンボク 11 EN 準 分布

158 イワツクバネウツギ 11 VU 準 分布

159 マツムシソウ ナベナ 11 絶増

番号 分類群 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-18(4) 文献により確認された重要な植物(植物種) 

 
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

160 合弁 キキョウ シデシャジン 11 C 希少

161 花類 キキョウ 11 VU C 注目

162 キク ヒメシオン 11 A 注目

163 サワシロギク 11 C 他

164 オケラ 11 C 希少

165 ヒメアザミ 11 分布

166 モリアザミ 11 B 絶危

167 サワアザミ 11 B 分布

168 フジバカマ 11 NT A 注目

169 ヤマジノギク 11 希少

170 スイラン 11 他

171 オグルマ 11 C 他

172 カセンソウ 11 A 絶危

173 ノニガナ 11 希少

174 ハンカイソウ 11 絶危

175 タイミンガサ 11 準 希少

176 ヒメヒゴタイ 11 VU A 絶危

177 キクアザミ 11 A 絶危

178 オカオグルマ 11 C 希少

179 単子葉 オモダカ アギナシ 11 NT A 希少

180 植物 トチカガミ ヤナギスブタ 11 希少

181 トチカガミ 11 NT C 他

182 ミズオオバコ 11 VU 他

183 セキショウモ 11 絶増

184 ヒルムシロ イトモ 11 NT A 他

185 ヒルムシロ 11 注目

186 オヒルムシロ 11 C 希少

187 ヒロハノエビモ 11 分布

188 イバラモ ホッスモ 11 他

189 トリゲモ 11 VU 注目

190 オオトリゲモ 10 A 注目

191 ホンゴウソウ ホンゴウソウ 11 VU 準 絶増

192 ユリ キバナノアマナ 11 C 希少

193 ノカンゾウ 11 希少

194 マルバサンキライ 11 準 分布

195 ヤマホトトギス 11 注目

196 アマナ 11 分布

197 ヒロハアマナ 11 VU A 希少

198 ミズアオイ ミズアオイ 11 NT A 絶危

199 アヤメ ヒオウギ 11 他

200 ノハナショウブ 11 C 分布

201 カキツバタ 11 NT C 他

202 アヤメ 11 C 注目

203 ヒナノシャクジョウ ヒナノシャクジョウ 11 B 他

204 イグサ タチコウガイゼキショウ 11 注目

205 ホシクサ ヤマトホシクサ 11 VU 注目

206 ツクシクロイヌノヒゲ 11 VU C 絶増

207 クロホシクサ 11 VU A 絶危

208 イネ ミズタカモジ 11 VU A 絶危

209 ヒメコヌカグサ 11 NT C 他

210 セトガヤ 11 他

211 ヒロハノコヌカグサ 11 注目

212 ヒナザサ 11 NT B 分布

213 コゴメカゼクサ 11 A 絶危

選定基準
番号 分類群 科名 種名 文献資料
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表 3-18(5) 文献により確認された重要な植物(植物種) 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

214 単子葉 イネ ウキガヤ 11 A 他

215 植物 ヒロハノドジョウツナギ 11 A 注目

216 コウボウ 11 C 絶増

217 カモノハシ 11 他

218 ミノボロ 11 C 絶増

219 スズメノコビエ 10,11 C 希少

220 タキキビ 11 準 分布

221 ハマヒエガエリ 11 注目

222 ウキシバ 10,11 C 希少

223 ウシクサ 11 他

224 サトイモ ヒロハテンナンショウ 11 C 分布

225 ヒメザゼンソウ 11 B 分布

226 ミクリ ミクリ 11 NT A 希少

227 ヤマトミクリ 11 NT C 希少

228 ヒメミクリ 11 VU A 分布

229 カヤツリグサ エゾウキヤガラ 11 B 注目

230 イトハナビテンツキ 11 他

231 ウマスゲ 11 B 絶増

232 オオアオスゲ 11 B 希少

233 ミコシガヤ 11 C 絶増

234 ツルスゲ 11 分布

235 マメスゲ 11 C 他

236 サトヤマハリスゲ 11 他

237 オニナルコスゲ 11 A 分布

238 ヒメアオガヤツリ 11 他

239 オオシロガヤツリ 11 C 注目

240 シロガヤツリ 11 A 注目

241 セイタカハリイ 11 C 希少

242 コアゼテンツキ 11 B 希少

243 アゼテンツキ 11 A 希少

244 アオテンツキ 11 他

245 ミカヅキグサ 11 C 他

246 トラノハナヒゲ 11 B 絶危

247 ノグサ 11 希少

248 ヒメホタルイ 11 他

249 シズイ 11 A 絶増

250 タイワンヤマイ 11 分布

251 ミカワシンジュガヤ 11 VU B 絶危

252 マツカサススキ 11 C 他

253 コシンジュガヤ 11 C 絶増

254 ラン シラン 11 NT C 注目

255 キンラン 10 VU C 希少

256 モイワラン 11 CR 注目

257 マヤラン 11 VU B 絶危

258 セッコク 11 C 絶危 指定

259 エゾスズラン 11 絶増

260 オニノヤガラ 11 準 希少

261 アキザキヤツシロラン 11 希少

262 ノビネチドリ 11 C 絶危

263 サギソウ 11 NT C 希少

264 ミズトンボ 11 VU C 希少

265 ホクリクムヨウラン 11 希少

266 セイタカスズムシソウ 10 A 希少

番号 分類群 科名 種名 文献資料
選定基準
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表 3-18(6) 文献により確認された重要な植物(植物種) 

 
注）1．種名は下記の目録に準じて記載し、目録にない種は選定基準の種名に準じて記載した。 

  「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(平成 30 年度生物リスト)」(平成 30 年、国土交通省) 

  2．自然記念物の名称に続く括弧内は通称を示している。 

出典：表中の文献資料は、「表 3-14 文献資料一覧」の番号に対応している。 

選定基準：重要な種の選定基準は以下に示すとおりである。 

①「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）及び以下に示す対象自治体の定める文化財保護条例 

 対象自治体：滋賀県、彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

 特天：特別天然記念物 国天：国指定天然記念物 県天：県指定天然記念物  

 市天：市指定天然記念物 町天：町指定天然記念物 

 なお、「長光寺のハナノキ」、「彦根城跡内のオオトックリイチゴ」等の地域や位置を定めた天然記念物については、 

 表 3-17 に整理した。 

②「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 4 年 6 月 5 日法律第 75 号）  

 国内：国内希少野生動植物種 国際：国際希少野生動植物種 緊急：緊急指定種  

③「環境省レッドリスト 2019 の公表について」(平成 31 年、環境省)  

 EX：絶滅 EW：野生絶滅 CR+EN：絶滅危惧 I 類 CR：絶滅危惧 IA 類 EN：絶滅危惧 IB 類 VU：絶滅危惧 II 類 

 NT：準絶滅危惧 DD：情報不足  LP：地域個体群  

④「改訂・近畿地方の保護上重要な植物－レッドデータブック近畿 2001－」（平成 13 年、レッドデータブック近畿研究会）  

 絶：絶滅種 A：絶滅危惧種 A B：絶滅危惧種 B C：絶滅危惧種 C 準：準絶滅危惧種  

⑤「滋賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック 2015 年版」(平成 28 年、滋賀県)  

 絶滅：絶滅種 絶危：絶滅危惧種 絶増：絶滅危機増大種 希少：希少種 注目：要注目種 分布：分布上重要種 

 他：その他重要種 

⑥「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(平成 18 年 3 月 30 日滋賀県条例第 4 号)  

 指定：指定希少野生動植物種 

 

 

  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

267 単子葉 ラン ジガバチソウ 11 C 希少

268 植物 クモキリソウ 11 分布

269 ヨウラクラン 11 A 注目

270 ジンバイソウ 11 他

271 ミズチドリ 11 C 絶危 指定

272 コバノトンボソウ 11 C 他

273 トンボソウ 11 準 希少

274 ヤマトキソウ 11 C 絶増

275 カヤラン 11 希少

276 クモラン 11 絶危

0 0 74 170 276 7

選定基準

84科276種

番号 分類群 科名 種名 文献資料
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表 3-19 文献により確認された重要な植物(植物群落等) 

 
注）1．種名は下記の目録に準じて記載し、目録にない種は選定基準の種名に準じて記載した。 

  「河川水辺の国勢調査のための生物リスト(平成 30 年度生物リスト)」(平成 30 年、国土交通省) 

  2．自然記念物の名称に続く括弧内は通称を示している。 

出典：表中の文献資料は、「表 3-14 文献資料一覧」の番号に対応している。 

選定基準：重要な種の選定基準は以下に示すとおりである。 

①「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号）及び以下に示す対象自治体の定める文化財保護条例 

 対象自治体：滋賀県、彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 

 特天：特別天然記念物 国天：国指定天然記念物 県天：県指定天然記念物  

 市天：市指定天然記念物 町天：町指定天然記念物 

②「植物群落レッドデータブック」（平成 8 年、（財）日本自然保護協会）に記載された群落  

③「第 2 回自然環境保全基礎調査」 (昭和 56 年、環境庁)の特定植物群落  

 「第 3 回自然環境保全基礎調査」（昭和 58～63 年、環境庁）の特定植物群落  

④「滋賀県自然環境保全条例」（昭和 48 年 10 月 9 日滋賀県条例第 42 号）の緑地環境保全地域  

⑤「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」（平成 4 年 3 月 30 日滋賀県条例第 17 号）のヨシ群落保全区域 

 

  

番号 項目 群落名・名称 文献資料 選定基準

① ② ③ ④ ⑤

1 植物群落 安土城趾のシイ林 4 ○ ○

2 安土町宮津のハンノキ林 4 ○ ○

3 空池堂のケヤキ林 4 ○

4 徳昌寺のツクバネガシ林 4 ○ ○

5 大薮町のハマヒルガオ群落 4 ○ ○

6 犬上川畔のタブ林 4 ○ ○

7 三津屋のハマヒルガオ群落 4 ○ ○

8 荒神山のタブ林 4 ○ ○

9 大蔵寺裏のケヤキ林 4 ○

10 大洞弁財天のシイ林 4 ○ ○

11 武奈町のブナ－クロモジ群集 4 ○

12 彦根市大堀のケヤキ林 4 ○ ○

13 甲良神社のウラジロガシ林 4 ○ ○

14 西之湖のヨシ群落 4 ○

15 布施の湿地 4 ○ ○

16 彦根城の常緑広葉樹林 4 ○ ○

17 今畑神社浦のブナ－クロモジ群集 4 ○ ○

18 雨壺山の常緑広葉樹林 4 ○ ○

19 雨壺山の落葉広葉樹林 4 ○ ○

20 青竜山のアカマツ林 5 ○ ○

21 奥石神社のスギ－ヒノキ林 5 ○ ○

22 祇園の湿原 5 ○ ○

23 霜ケ原神社のモミ林 5 ○ ○

24 藤瀬の湿原 5 ○ ○

25 軽野神社のシイ林 5 ○

26 老蘇の森 19 ○

27 押立神社の社叢林 19 ○

28-32 ヨシ群落保全区域 19 ○

計　32箇所 0 20 25 2 1
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図 3-13 現存植生図  

出典：「第 6 回自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成 11 年～17 年、環境省） 

「第 7 回自然環境保全基礎調査 植生調査」（平成 17 年～23 年、環境省） 
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図 3-14 自然度区分図  

出典：「第 1 回自然環境保全基礎調査 1/20 万植生自然度図」（昭和 48 年、環境庁） 
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図 3-15(1) 文献による重要な植物位置(天然記念物、巨樹・巨木林)   

出典：「第 4 回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林調査報告書」 
（昭和 63 年～平成 5 年、環境庁） 
「第 6 回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ 
調査報告書」（平成 11 年～17 年、環境省） 

「滋賀の環境 2016（平成 28 年版環境白書）」 
（平成 29 年 1 月、滋賀県） 
「彦根市 文化財情報」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 
「多賀町立文化財センター 指定文化財」 
（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町立文化財センターHP） 
「甲良町 文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、甲良町 HP） 
「近江八幡市 指定等文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 
「東近江市 文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 
「広報とよさと 2015 年 12 月号№359」（平成 27 年、豊郷町） 
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図 3-15(2) 文献による重要な植物群落位置(特定植物群落等)  

出典：「第 2 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（昭和 56 年、環境庁） 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（昭和 58 年～63 年、環境庁） 

「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書）」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 
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3)生態系の状況 

A.生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境 

「計画段階配慮書手続に係る技術ガイド」（平成 25 年、環境省計画段階配慮技術手法に関

する検討会）では、「生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境」の具体

例として、表 3-20 に示す基準が挙げられています。 

 

表 3-20 「重要な自然環境のまとまりの場」の具体例 

重要な自然環境のまとまりの場 

①環境影響を受けやすい場 ②環境保全の観点から法令等により指定

された場 

③法令等により指定されていないが

地域により注目されている場 

・自然林、湿原、湧水、藻

場、干潟、サンゴ群集、

自然海岸等の人為的な改

変をほとんど受けていな

い自然環境又は野生生物

の重要な生息・生育の場 

・運河、内湾等の閉鎖性水

域 等 

・文化財保護法に基づき指定された天然

保護区域 

・自然公園（国立公園、国定公園及び都

道府県立自然公園）の区域 

・原生自然環境保全地域、自然環境保全

地域 

・緑地保全地区（都市緑地保全法） 

・鳥獣保護区、ラムサール条約に基づく

登録簿に掲載された湿地 

・保安林等の地域において重要な機能を

有する自然環境 等 

・里地里山（二次林、人工林、農

地、ため池、草原等）並びに河川

沿いの氾濫原の湿地帯及び河畔林

等のうち、減少又は劣化しつつあ

る自然環境 

・都市に残存する樹林地及び緑地

（斜面林、社寺林、屋敷林等）並

びに水辺地等のうち、地域を特徴

づける重要な自然環境 

・地域で認められている魚類の産卵

場等である浅海域 等 

出典：「計画段階配慮書手続に係る技術ガイド」（平成 25 年,環境省計画段階配慮技術手法に関する検討会） 

 

上記の基準により、計画路線周辺における「重要な自然環境のまとまりの場」の抽出を行

いました。 

計画路線周辺における「重要な自然環境のまとまりの場」の抽出結果を表 3-21、図

3-16(1)～(3)に示します。 

上記の基準のうち、「①環境影響を受けやすい場」に類するものとしては、環境省が設定

する「重要湿地」のほか、「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」(平成 21 年、滋賀県)

において選定された「重要拠点区域」、「生態回廊」を抽出しました。このうち、「重要拠点

区域」は、野生動植物の生息・生育地として重要な地域が、稜線界や流域界等地域的にまと

まった範囲で存在する地域を滋賀県が設定したものです。同じく「生態回廊」は、哺乳類や

回遊魚の移動経路として、河畔林が連続して成立する大規模河川を滋賀県が設定したもので

す。 

「②環境保全の観点から法令等により指定された場」に類するものとしては、国定公園、

県立自然公園、鳥獣保護区、保安林、保護水面、ラムサール条約登録湿地のほか、「滋賀県

漁業調整規則」(昭和 40 年 3 月 31 日滋賀県規則第 6 号)の「採捕禁止区域」、県条例の「緑

地環境保全地域」、「ヨシ群落保全区域」、「生息・生育地保護区」を抽出しました。 

「③法令等により指定されていないが地域により注目される場」に類するものとしては、

「守りたい育てたい湖国の自然 100 選(滋賀県)」を抽出しました。なお、「重要湿地」、「自

然 100 選」については、具体的な範囲が示されていないため、図上では範囲のイメージを示

しました。 
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表 3-21 計画路線周辺における「重要な自然環境のまとまりの場」 

基準 法令等 区分等 名称 

① 生物多様性の観点から重要度の高い湿地(環境省) 重要湿地 琵琶湖 

    河内風穴 

  滋賀県湖東・湖南地域のため池群 

    彦根から米原地域の湧水群 

  滋賀県ビオトープネットワーク長期構想 

(平成 21 年、滋賀県) 

重要拠点区域 霊仙 

    湖東海岸 

    安土 

    西の湖 

  生態回廊 芹川 

    犬上川 

  愛知川 

    日野川 

② 国土利用計画法 

（昭和 49 年 6 月 25 日法律第 92 号） 

国定公園 琵琶湖国定公園 

  県立自然公園 湖東県立自然公園 

    三上・田上・信楽県立自然公園 

  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 

（平成 14 年 7 月 12 日法律第 88 号） 

鳥獣保護区 琵琶湖鳥獣保護区 

    滋賀県野鳥の森鳥獣保護区 

    滋賀県野鳥の森鳥獣保護区特別保護地区 

    荒神山鳥獣保護区 

    荒神山鳥獣保護区特別保護地区 

    犬上ダム鳥獣保護区 

    安土山・繖山鳥獣保護区 

  布引山鳥獣保護区 

  西の湖鳥獣保護区 

    米原鳥獣保護区 

  森林法（昭和 26 年 6 月 26 日法律第 249 号） 保安林 － 

  ラムサール条約登録湿地(環境省) ラムサール条約登録湿地 琵琶湖 

    西の湖 

  
滋賀県漁業調整規則 

(昭和 40 年 3 月 31 日滋賀県規則第 6 号) 

保護水面、採捕禁止区域  
－ 

  滋賀県自然環境保全条例 

(昭和 48 年 10 月 9 日滋賀県条例第 42 号) 

緑地環境保全地域 老蘇の森 

    押立神社の社叢林 

  
滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例 

(平成 4 年 3 月 30 日滋賀県条例第 17 号) 

ヨシ群落保全区域 
－ 

  ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 

（平成 18 年 3 月 30 日滋賀県条例第 4 号) 

生息・生育地保護区 布施溜・新溜水生植物生育地保護区 

  
  佐目風穴コウモリ類および 

石灰岩性植物生息・生育保護区 

③ 守りたい育てたい湖国の自然 100 選(滋賀県) 自然 100 選 西の湖 

    伊庭内湖・大同川地域 

    躰光寺川・瓜生川流域 

    愛知川下流域 

    愛知川中流域 

    布施溜・新溜 

    稲垂の湿地 

    蒲生南東丘陵地の溜池群 

    安土城跡・繖山地域 

    荒神山・曽根沼地域 

    新海浜・石寺町地域の湖岸 

    犬上川下流域 

    彦根城の城山と濠 

    笹尾の里山 

    軽野の湿地 

    藤瀬の湿地 

    高宮池・青龍山地域 

    佐目風穴 

    野鳥の森 

    河内風穴 

    権現谷 

    今畑のブナ林 

注）表中の「基準」は、「表 3-20 「重要な自然環境のまとまりの場」の具体例」の番号に対応している。 

 ①環境影響を受けやすい場、②環境保全の観点から法令等に指定された場、 

③法令等に指定されないが地域により注目されている場 
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図 3-16(1) 計画路線周辺における「重要な自然環境のまとまりの場」(①環境影響を受けやすい場)   

出典：「生物多様性の観点から重要度の高い湿地 滋賀県」（令和元年 7 月 19 日現在、環境省 HP） 

「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」（平成 21 年、滋賀県） 
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図 3-16(2) 計画路線周辺における「重要な自然環境のまとまりの場」(②環境保全の観点から法令等により指定された場)  

出典：「自然環境保全課 【自然公園 特別地域（特別保護地区）】関係の申請書」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「平成30年度狩猟者必携滋賀県鳥獣保護区位置図等（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「滋賀県土地利用基本計画図」（令和元年7月19日現在、国土交通省「土地利用調整総合ネットワーク」HP) 

「遊漁の手帖」（平成31年3月、滋賀県） 

「貝類採捕の禁止区域の設定」（平成18年3月31日、琵琶湖海区漁業調整委員会指示第3号） 

「ホンモロコ産卵保護のための採捕の規制について」（平成30年3月2日、滋賀県内水面漁場管理委員会指示第1号） 

「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年7月19日現在、環境省HP) 

「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書）」（平成31年3月、滋賀県） 

「滋賀県緑地保全地域 滋賀記念物のしおり」（平成16年、滋賀県） 

「ヨシ群落保全区域位置図」（滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課提供資料） 

「ふるさと滋賀県の野生動植物との共生に関する条例 生息・生育地保護区」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「「生息・生育地保護区」の指定について」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 
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図 3-16(3) 計画路線周辺における「重要な自然環境のまとまりの場」(③法令等により指定されていないが地域により注目される場)  

出典：「滋賀県の環境 2009（平成 21 年度環境白書）資料編」（平成 21 年 9 月、滋賀県） 
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(6)景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

1)景観の状況 

A.地域の景観特性 

事業実施想定区域及びその周囲の大半は低地・台地となっており、水田や耕作地がのどか

な田園風景を形成しています。事業実施想定区域及びその周囲の東側では山地となっており、

八幡山、繖山等は、平野に点在する独立峰として地域のランドマークとなっています。 

また、琵琶湖では、湖岸の風景と水面の風景、四囲の山並みの風景の三つが特に大切な風

景要素となっています。 

 

B.主要な眺望点の分布及び概要 

事業実施想定区域及びその周囲の主要な眺望点を表 3-22 及び図 3-17 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には、彦根城、佐和山、箕作山等、計 18 箇所の主要な眺

望点が存在します。 

 

表 3-22 主要な眺望点の概要 

 

出典：1「第3回自然環境保全基礎調査 滋賀県自然環境情報図」（平成元年、環境庁） 

2「彦根観光ガイド」 

（令和元年7月19日現在、公益社団法人 彦根観光協会、彦根市観光企画課HP） 

3「眺望する景観」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

4「観光案内」（令和元年7月19日現在、近江八幡観光物産協会HP） 

5「滋賀・びわ湖 観光情報」 

（令和元年7月19日現在、公益社団法人びわこビジターズビューローHP） 

6「こころに残る滋賀の風景」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

  

番号 主要な眺望点 出典 

1 彦根城 3 

2 佐和山城跡 2 

3 仏生寺 3 

4 大洞弁財天 長寿院 2,3 

5 八幡山山麓から頂上 4 

6 太郎坊宮（阿賀神社） 5 

7 宇曽川ダム・宇曽川渓谷 6 

8 山崎山 3 

9 雨壺山 3 

10 佐和山 1,3 

11 青竜山 1 

12 荒神山 1,3 

13 安土山 1 

14 繖山 1 

15 箕作山 1 

16 瓶割山 1 

17 布施山 1 

18 雪野山 1 
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C.景観資源の分布及び概要 

景観資源の状況を表 3-23(1)～(2)及び図 3-17 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には、「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然景観資源調査報

告書」（平成元年、環境庁）、「こころに残る滋賀の風景」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県

HP）等で選定されている景観資源が 56 件あります。 

 

表 3-23(1) 景観資源の状況 

番号 名称 景観資源名 出典 

1 佐和山 非火山性孤立峰 1 

2 青龍山   1 

3 荒神山   1 

4 安土山   1 

5 繖山   1 

6 太郎坊山   1 

7 箕作山   1 

8 瓶割山   1 

9 布施山   1 

10 雪野山   1 

11 布引山 河性段丘 1 

12 琵琶湖・琵琶湖国定公園 湖沼・国定公園 1,2 

13 野田沼 湖沼 1 

14 曽根沼   1,2 

15 伊庭内湖   1,2 

16 西の湖   1,2 

17 布施の溜池   1 

18 芹川ダム    1 

19 宇曽川ダム・宇曽川渓谷   1 

20 犬上川上流 河川 1 

21 冬の犬上川   1 

22 芹川上流・渓流 峡谷・渓谷 1 

23 権現谷   1,2 

24 大蛇の淵   2 

25 武奈ドリーネ群 カルスト地形 1 

26 霊仙山   1 

27 高室山・鍋尻山ドリーネ群   1 

28 河内風穴 鍾乳洞 1 

29 乳岩   1 

30 佐目風穴   1 

31 彦根城（いろは松） 植物 2 

32 芹川のケヤキ並木   2 

33 県立野鳥の森   2 

34 延命公園の紅葉   2 

35 大中の湖干拓地 里山・里地 2 

36 河辺いきものの森 2 

37 能登川水車とカヌーランド 公園 2 

38 晩秋の布施公園   2 

39 近江八幡の水郷 重用文化的景観 2,3 
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表 3-23(2) 景観資源の状況 

番号 名称 景観資源名 出典 

40 玄宮楽々園 名勝 4,6 

41 旧彦根藩松原下屋敷庭園   4,6 

42 金剛輪寺明壽院庭園   4,9 

43 西明寺本坊庭園   4,11 

44 多賀神社奥書院庭園   4,10 

45 胡宮神社社務所庭園   4,10 

46 福壽寺庭園   4,5 

47 妙感寺庭園   4,5 

48 阿自岐神社庭園   4 

49 杉原氏庭園   5 

50 有川氏庭園   6 

51 明照寺庭園   6 

52 龍潭寺庭園（東庭）   6 

53 松尾神社庭園   7 

54 五個荘近江商人屋敷 藤井彦四郎邸 庭園   7 

55 教林坊庭園   5 

56 青岸寺庭園   4,8 

出典：1「第3回自然環境保全基礎調査｢滋賀県自然環境情報図｣（平成元年､環境庁） 

2「こころに残る滋賀の風景」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

3「重要文化的景観」（令和元年7月19日現在、文化庁HP） 

4「文化財目録」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

5「指定等文化財」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 

6「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

7「文化財一覧」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 

8「国指定名勝一覧」（令和元年7月19日現在、米原市HP） 

9「国指定文化財」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 

10「指定文化財」（令和元年7月19日現在、多賀町立文化財センターHP） 

11「文化財一覧」(令和元年7月19日現在、甲良町HP) 
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図 3-17 主要な眺望点及び景観資源の状況 

出典：「第3回自然環境保全基礎調査 滋賀県自然環境情報図」（平成元年、環境庁） 

「滋賀・びわ湖 観光情報」（令和元年7月19日現在、公益社団法人びわこビジターズビューローHP） 

「彦根観光ガイド」（令和元年7月19日現在、公益社団法人 彦根観光協会、彦根市観光企画課HP） 

「眺望する景観」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

「観光案内」（令和元年7月19日現在、近江八幡観光物産協会HP） 

「重要文化的景観」（令和元年7月19日現在、文化庁HP） 

「文化財目録」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「こころに残る滋賀の風景」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「指定等文化財」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

「文化財一覧」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 

「国指定名勝一覧」（令和元年7月19日現在、米原市HP） 

「国指定文化財」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「文化財一覧」(令和元年7月19日現在、甲良町HP) 
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2)人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における人と自然との触れ合いの活動の場の状況を表

3-24(1)～(4)及び図 3-18 に示します。事業実施想定区域及びその周囲においては、39 箇所

の人と自然との触れ合いの活動の場があります。 

 

表 3-24(1) 人と自然との触れ合いの活動の場 

番号 名称 所在地 概要 

1 湖東三山自然歩道 

滋賀県愛知郡愛荘町

松尾寺、百済寺、甲

良町池寺 

西明寺から金剛輪寺や宇曽川ダムの周辺を経て、百済

寺までの全長約 9.5km のコースです。緑豊かな森林、

歴史を秘めた文化財、のどかな田園、ロックフィルダ

ム等が見られる変化に富んだコースであり、四季を通

じて、誰もが気軽に森林浴、自然観察、ハイキングが

楽しめます。  

2 
荒神山歴史めぐりウォー

キングコース 
滋賀県彦根市日夏町 

歴史を学びながら、自然を感じながら荒神山の歴史を

めぐる全長 6.7km のウォーキングコースです。 

3 
彦根周遊サイクルラリー

コース 

滋賀県彦根市本町、

松原町、佐和山町、

大堀町、芹町 等 

彦根城と緑と歴史を感じながら、琵琶湖の風とともに

走れるサイクルコースです。 

4 

中山道鳥居本宿と佐和山

城下町ウォーキング＆ジ

ョギングコース 

滋賀県彦根市鳥居本

町、佐和山町、下矢

倉町 等 

歴史街道と戦国城下町、史跡を訪ねつつ回遊でき、の

どかな田園風景を楽しめる全長 6.5km のコースです。 

5 正楽寺ハイキングコース 
滋賀県犬上郡甲良町

正楽寺区 

正楽寺山から勝楽寺城跡に行けます。麓には佐々木道

誉公のお墓がある勝楽寺もあり、甲良町の歴史の一端

を担っています。尾根まで約 700ｍ、所要時間は往復

で約 1 時間 30 分～2 時間程度 

6 
滋賀を歩こう。安土駅発 

(安土城の城下町) 

滋賀県近江八幡市安

土町下豊浦、安土町

桑実寺、安土町慈恩

寺 等 

安土城跡、県立安土城考古博物館、文芸の郷安土城天

主信長の館、浄厳院等を周遊する歴史を楽しめる全長

約 8.0km のコースです。 

7 

滋賀を歩こう。安土駅発

(日本最大規模の山城へ

登る) 

滋賀県近江八幡市安

土町桑実寺、安土町

石寺、安土町常楽寺 

等 

桑實寺、国内最大級の山城の観音寺城跡、教林坊、沙

沙貴神社等を周遊する歴史と文化を楽しめる全長約

8.9km のコースです。 

8 

滋賀を歩こう。近江八幡

駅発(近江鉄道市辺・八

日市駅 着) 

滋賀県東近江市糠塚

町・野口町、松尾

町、外町 等 

万葉の森船岡山、万葉歌碑、蒲生野レリーフ、松尾神

社、布引焼窯元等を周遊する歴史と自然を楽しめる全

長約 10km のコースです。 

9 
滋賀を歩こう。能登川駅

発 

滋賀県東近江市五個

荘石馬寺町、五個荘

金堂町、五個荘竜田

町 等 

石馬寺、近江商人屋敷等の商人屋敷の並ぶ町並み等を

周遊する歴史と町並みを楽しめる全長約 8.5km のコー

スです。 

10 滋賀を歩こう。彦根駅発 

滋 賀 県彦 根 市  旭

町、古沢町、金亀町 

等 

井伊直政公銅像、大洞弁財天、彦根城、玄宮園、善利

組組屋敷等を周遊する歴史、文化、まちなみを楽しめ

る全長約 11.2km のコースです。 
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表 3-24(2) 人と自然との触れ合いの活動の場 

番号 名称 所在地 概要 

11 
滋賀を歩こう。(近江鉄

道 多賀大社前駅 着) 
滋賀県犬上郡多賀

町敏満寺、楢崎、

冨之尾、多賀 等 

胡宮神社、楢崎古墳、滝の宮遊歩道、大瀧神社、多賀大社

等を周遊する歴史と自然を楽しめる全長約 11.2km のコー

スです。 

12 

びわ湖一周コース（ぐ

るっとびわ湖サイクル

ライン） 

琵琶湖湖岸沿い 

琵琶湖を一周する全長約 193km のサイクリングコースとし

て整備されている「ぐるっとびわ湖サイクルライン」で

す。 

13 
ビワイチ・プラスコー

ス（特別史跡を行く） 

滋賀県近江八幡市

安土町下豊浦、彦

根市本町 等 

滋賀県に 2 つしかない特別史跡、安土城跡と彦根城跡と、

その周辺にある歴史遺産を中山道と朝鮮人街道でつなぐコ

ース。 

14 

ビワイチ・プラスコー

ス（近江鉄道で行こ

う！） 

滋賀県愛知郡愛荘

町松尾寺、犬上郡

多賀町多賀 等 

電車内に自転車をそのまま持ち込めるサイクルトレインを

利用できる近江鉄道周辺の代表的な観光名所を楽しめるコ

ース。 

15 

ビワイチ・プラスコー

ス（中山道と北国脇往

還） 

滋賀県米原市米原 

等 

京都と江戸を結ぶ中山道と北国街道を結ぶ近道、北国脇往

還を通るルート。 

16 

びわ湖よし笛ロード

（サイクリングコー

ス） 

滋賀県近江八幡市

浅小井町、安土町

下豊浦 等 

近江八幡市、東近江市（能登川）を縫って走る全長 26.2km

のサイクリングコース。 

17 
寄り道ルート（サイク

リングコース） 

滋賀県近江八幡市

多賀町 等 

「ぐるっとびわ湖サイクルライン」のコース周辺にある自

然や歴史ある観光地等に“ちょっと”立ち寄るためのルー

ト。 

18 彦根市荒神山自然の家 
滋賀県彦根市日夏

町 4794 番地 1 

彦根市荒神山自然の家は、美しい緑、清らかな光、澄んだ

空気、自然の魅力が溢れる荒神山で、団体での宿泊や体験

活動を通じて、心身ともに健全な成長をはかることを目的

とした施設です。 

19 十王村の水 
滋賀県彦根市西今

町 

西今町の十字路の角、家並が続く中に小さな池があり、中

央には六角形の地蔵堂がまつられています。この池に湧き

出る水は、すでに元禄年間に「湖東三名水の一つ」として

知られていました。 

20 河辺いきものの森 
滋賀県東近江市建

部北町 531 

河辺いきものの森は滋賀県東近江市にある里山河辺林で

す。里山保全活動団体「遊林会」が市と協働して保全・活

用を行っています。また、その保全した里山を利用して、

総合学習や環境学習の場として利用しています。 

21 軽野湧水 
滋賀県愛知郡愛荘

町軽野 

軽野の南側に位置する「軽野湿地帯」。大小合わせて二十

ヶ所にも及ぶ湧水や、湿原内に生息する希少植物が現存し

ています。 

22 甲良町総合公園 

滋賀県犬上郡甲良

町大字池寺 1232 番

地 2 

甲良町総合公園は多目的公園であり、様々なスポーツを楽

しむことができます。また、広場ではピクニック等をして

遊ぶこともできます。 

23 高取山ふれあい公園 
滋賀県犬上郡多賀

町大字藤瀬 1090−1 

高取山ふれあい公園は、多賀町の南西部に位置し、約 86ha

の山を丸ごと公園にした緑豊かなキャンプ場です。園内

は、山に囲まれ、雑木林・杉林・湿原があり、そこに生息

する多様な動植物に身近にふれあうことができます。 

24 紅葉公園 
滋賀県東近江市五

個荘川並町 

紅葉公園は、近江商人の塚本仲右衛門が、自然の地形を生

かして 100 年前に造園しました。晩秋の紅葉は見事なもの

で、山全体が赤や黄色に染まる姿は、人々の心をなごませ

てくれます。 

25 
芹川ダム 

県立野鳥の森 

滋賀県犬上郡多賀

町一円 

芹川ダムは探鳥路が整備されており、ほぼ平坦な道なので

家族連れのハイキングに適しています。ダム湖の周りの森

林地帯は、70 種を越える鳥が棲息しており、野鳥の森では

一年中バードウォッチングが楽しめます。 
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表 3-24(3) 人と自然との触れ合いの活動の場 

番号 名称 所在地 概要 

26 庄堺公園 
滋賀県彦根市開出

今町 

バラが開花すると甘い香りが漂い、花を満喫できる

公園として訪れる人たちに喜ばれています。 

27 愛荘自然観察の森 
滋賀県愛知郡愛荘

町香之庄 200 番地 

この付近は、おもに冷温帯に生育する植物が見られ

たり、逆に亜熱帯にまで生育する植物が見られたり

する等宇曽川を挟んで同じような環境にある軽野の

湧水湿地同様に複雑な植物相を形成しています。 

28 延命公園 
滋賀県東近江市八

日市松尾町 

ソメイヨシノ 1,000 本が植えられており、毎年 4 月

中旬頃に見頃を迎えます。また、秋の紅葉も美しく

風情があります。 

29 布施公園 
滋賀県東近江市布

施町 

布施の溜池とその周辺が整備され、水と緑に触れ合

い野鳥や植物等の自然観察ができます。 

冬には約 1,000 羽の水鳥がやってきて、水辺には野

鳥を見ることができる「観知溜館」があります。 

30 万葉の森船岡山 
滋賀県東近江市糠

塚町 

万葉の森船岡山のふもとには古代、蒲生野に咲き乱

れていたとされる「紫草」の花をはじめ、万葉集に

よまれた歌碑と植物約 100 種が植えられた万葉植物

園もあります。 

31 猪子山公園 
滋賀県東近江市猪

子町 

北向岩屋十一面観音や、約 40 基の古墳がある猪子

山のふもとにある猪子山公園は桜の名所で、毎年大

勢の花見客が訪れます。 

32 近江八幡の水郷 

滋賀県近江八幡市

白王町、円山町、

北之庄町、南津田

町 等 

琵琶湖八景の一つ「春色・安土八幡の水郷」に数え

られ、風光明媚な観光地や市民の心のよりどころと

して存在してきました。四季折々に見せるその美し

さを求めて、県内外から写真や絵画の愛好者が訪ね

てくる場所でもあります。 

33 
宇曽川ダム、宇曽川渓

谷 

滋賀県愛知郡愛荘

町 

宇曽川渓谷には、自然との共生を考えて作られた、

宇曽川ロックフィルダムがあり、ダムの上からは湖

東平野が一望できます。移り変わる季節とともに、

色とりどりとその表情を変える木々たち。やさしく

流れる清流と山の息吹のハーモニーは、まさしく心

やすらぐオアシスです。 

34 河内の風穴 
滋賀県犬上郡多賀

町河内宮前 

滋賀県天然記念物に指定されている、霊仙山系のカ

ルスト地帯に出来た石灰岩の洞窟です。その生成は

約 55 万年前と言われています。風穴の総延長が、

これまでの 6,800m から、10,020m であることが証明

され全国で第 3 位となりました。洞窟には貴重な生

物が生息しています。 

35 山比古湧水 
滋賀県愛知郡愛荘

町松尾寺 

鈴鹿山系の山裾、宇曽川の源流にほど近く、湖東流

紋岩帯(秦荘石英斑岩)を通って出てくる湧水。お伊

勢参りの旅人や山仕事に携わる地元の人々により親

しまれ今に語り継がれてきた名水です。県外より湧

水を給水に、たくさんの方が訪れます。 

36 湧水の里 
滋賀県近江八幡市

浅小井町 

旧蛇砂川の河川敷で豊富な地下水に恵まれ、昭和 30

年代まで船だまりとして使われていた堀割の往時の

面影が復元されています。 
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表 3-24(4) 人と自然との触れ合いの活動の場 

番号 名称 所在地 概要 

37 若宮湧水(金剛寺湧水) 
滋賀県近江八幡市

金剛寺町 

神社と水田に囲まれ古くから軟水質の名水が湧き出

すことで知られ、復元された池では今でも地元の人

たちが野菜を洗ったり、飲料水に使ったり親しまれ

ています。 

38 
能登川水車とカヌーラ

ンド 

滋賀県東近江市伊

庭町 1269 

琵琶湖に残された数少ない内湖の湖辺に立つ直径

13m の巨大な水車と芝生広場からなる親水公園で

す。 

39 松原水泳場 
滋賀県彦根市松原

町 

砂の浜が 1km 続き、松林も美しい浅瀬の水浴場で、

家族連れでにぎわいます。鳥人間コンテスト選手権

大会の会場としても知られています。 

出典：「湖東三山自然歩道の情報」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「ウォーキングコース・ジョギングコース・サイクリングコース（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

「正楽寺山ハイキングコース」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 

「ぐるっとびわ湖サイクリングマップ（平成29年3月、滋賀県）」 

「彦根市荒神山自然の家ホームページ」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

「彦根観光ガイド」（令和元年7月19日現在、彦根観光協会、彦根市観光企画課HP） 

「愛荘観光なび」（令和元年7月19日現在、秦荘観光協会、愛知川観光協会HP） 

「多賀町観光地情報 高取山ふれあい公園」（令和元年7月19日現在、一般社団法人多賀観光協会HP） 

「滋賀・びわ湖 観光情報」（令和元年7月19日現在、公益社団法人びわこビジターズビューローHP） 

「愛荘自然観察の森」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 

「公園で遊ぼう」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 

「近江八幡の水郷について」（令和元年7月19日現在、一般社団法人近江八幡観光物産会HP） 

「公園・緑地」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 

「まちに点在する憩いの夢空間」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 

「河辺いきものの森」（令和元年7月19日現在、河辺いきものの森・ネイチャーセンターHP） 

「東近江観光ナビ」（令和元年7月19日現在、東近江観光協会HP） 
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図 3-18 人と自然との触れ合い活動の場の状況

出典：「湖東三山自然歩道の情報」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 
「ウォーキングコース・ジョギングコース・サイクリングコース（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 
「正楽寺山ハイキングコース」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 
「ぐるっとびわ湖サイクリングマップ（平成29年3月、滋賀県）」 
「彦根市荒神山自然の家ホームページ」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 
「彦根観光ガイド」（令和元年7月19日現在、彦根観光協会、彦根市観光企画課HP） 
「愛荘観光なび」（令和元年7月19日現在、秦荘観光協会、愛知川観光協会HP） 
「多賀町観光地情報 高取山ふれあい公園」（令和元年7月19日現在、一般社団法人多賀観光協会HP） 
「滋賀・びわ湖 観光情報」（令和元年7月19日現在、公益社団法人びわこビジターズビューローHP） 
「愛荘自然観察の森」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 
「公園で遊ぼう」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 
「近江八幡の水郷について」（令和元年7月19日現在、一般社団法人近江八幡観光物産会HP） 
「公園・緑地」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 
「まちに点在する憩いの夢空間」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 
「河辺いきものの森」（令和元年7月19日現在、河辺いきものの森・ネイチャーセンターHP） 
「東近江観光ナビ」（令和元年7月19日現在、東近江観光協会HP） 
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2.社会的状況 

事業実施想定区域及びその周囲における主な社会的状況を把握した結果の総括を表 3-25(1)

～(3)に示します。また、社会的状況を項目別に把握した結果を次項に示します。 

 

表 3-25(1) 社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

人口及び産業の状況 1.人口 

事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘

町、豊郷町、甲良町、多賀町の人口は合計 388,995 人で、滋賀県全体の 27.5％を占

めている。 

2.産業 

事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘

町、豊郷町、甲良町、多賀町の産業別就業者数の構成比は、一次産業就業者は 6,248

人、二次産業就業者は 70,181 人、三次産業就業者は 115,755 人となっている。 

土地利用の状況 事業実施想定区域及びその周囲では、山地・丘陵地には針葉樹林や広葉樹林が存

在し、低地・台地は田や住宅地として多く利用されている。 

河川、湖沼及び海域の

利用並びに地下水の状

況 

事業実施想定区域及びその周囲には、地下水を水源として利用する浄水場が多

く、琵琶湖湖岸沿いでは琵琶湖の表流水、山間部では河川の表流水も水源として利

用している。 

事業実施想定区域及びその周囲には、保護水面、採捕禁止区域、漁業権のある漁

場がある。 

交通の状況 事業実施想定区域及びその周囲の道路には、高速自動車国道中央自動車道西宮線

（名神高速道路）がある。また、主要な一般国道として、一般国道 8 号がある。 

事業実施想定区域及びその周囲の鉄道には、JR 東海道新幹線、JR 東海道本線、近

江鉄道彦根・多賀大社線、近江鉄道万葉あかね線、近江鉄道湖東近江路線、及び近

江鉄道水口・蒲生野線がある。 

学校、病院その他の環境の

保全についての配慮が特に

必要な施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

事業実施想定区域及びその周囲には、学校等や福祉施設、病院が多く存在してい

る。住宅は、主に一般国道 421 号沿線、近江鉄道万葉あかね線、東海道本線「近江

八幡駅」周辺、東海道本線「彦根駅」「南彦根駅」周辺に分布している。 

上水道の整備の状況 事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘

町、豊郷町、甲良町、多賀町の上水道・簡易水道普及率は 91.0～99.8%となってい

る。 

下水道の整備の状況 事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘

町、豊郷町、甲良町、多賀町の公共下水道普及率は、76.8～100.0%となっている。 

環境の保全を目的とし

て法令等により指定さ

れた地域その他の対象

及び当該対象に係る規

制の内容 

その他の状況 

1.都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた用途地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、用途地域が定められている。 

2.環境基本法第十七条第一項の規定により策定された公害防止計画の策定の状況 

事業実施想定区域及びその周囲には、公害防止計画が策定された地域はない。 

3.大気汚染防止法第五条の二第一項の規定により定められた指定地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、指定地域はない。 

4.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法第六条第一項及び第八条第一項の規定により定められた窒素

酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、対策地域はない。 
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表 3-25 (2) 社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

環境の保全を目的と

して法令等により指

定された地域その他

の対象及び当該対象

に係る規制の内容 

その他の状況 

5.幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備

道路 

事業実施想定区域及びその周囲には、沿道整備道路はない。 

6.環境基本法第十六条第一項の規定により定められた騒音に係る環境基準の類型の指

定状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、A 類型、B 類型、C 類型が指定されている。 

7.水質汚濁に係る環境基準及び類型指定状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、河川 AA 類型、河川 B 類型、湖沼 AA 類型が指

定されている。 

8.騒音規制法第三条第一項及び第十七条第一項に基づく指定地域内における自動車騒

音の限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

事業実施区域及びその周囲では、騒音に係る環境基準の地域における A 類型が a 区

域、B 類型が b 区域、C 類型が c 区域とされています。 

9.振動規制法第十六条第一項に規定する道路交通振動の限度、地域指定状況、区域の

区分、時間の区分の状況 

事業実施区域及びその周囲では、振動規制法に基づき各市町により定められた振動

の規制に係る区域の第 1 種区域が第 1 種区域、第 2 種区域(Ⅰ)及び(Ⅱ)が第 2 種区域

とされています。 

10.土壌汚染対策法第六条第一項、第十一条第一項の規定により指定された区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、要措置区域はないが、形質変更時要届出区域

がある。 

11.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条十七第一項の規定により指定された

区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、指定された区域がある。 

12.世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条二の世界遺産一覧表に

記載された文化遺産及び自然遺産の区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、文化遺産及び自然遺産の区域はない。 

13.絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定

により指定された生息地等保護区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、生息地等保護区及び管理地区の区域はない。 

14.特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条一の規定により

指定された湿地の区域 

事業実施想定区域及びその周囲では、琵琶湖及び西の湖が指定されている。 

15.文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念

物、並びに埋蔵文化財包蔵地 

事業実施想定区域及びその周囲には、史跡、名勝、国指定天然記念物、県指定天然

記念物、市町指定天然記念物等がある。 

16.自然公園法第五条第一項の規定により指定された国立公園、同条第二項の規定に

より指定された国定公園又は同法第七十二条の規定により指定された都道府県立自然

公園の区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、琵琶湖国定公園、三上・田上・信楽県立自然

公園、湖東県立自然公園がある。 
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表 3-25 (3) 社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

環境の保全を目的と

して法令等により指

定された地域その他

の対象及び当該対象

に係る規制の内容 

その他の状況 

17.自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、

同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条

第一項の規定により指定された都道府県立自然環境保全地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、自然環境保全地域はない。 

18.近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された近郊

緑地保全区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、近郊緑地保全区域はない。 

19.都市緑地法第五条第一項の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条

第一項の規定により指定された特別緑地保全地区 

事業実施想定区域及びその周囲には、緑地保全地域、特別緑地保全地区はない。 

20.滋賀県自然環境保全条例第十九条の規定により指定された緑地環境保全地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、緑地環境保全地域として「老蘇の森」、「押立

神社の社叢林」がある。 

21.都市緑地法第四条第一項第一号により市町村が定める緑地の保全及び緑地の推進

に関する基本計画 

事業実施想定区域及びその周囲には、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画

として、彦根市、近江八幡市、米原市では緑の基本計画が策定されている。 

22.滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例第八条第一項に基づくヨシ群落保全

区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、ヨシ群落保全区域がある。 

23.ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例二十一条第一項に基づく生息地

保護区 

事業実施想定区域及びその周囲には、生息地等保護区がある。 

24.鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定に

より指定された鳥獣保護区等の区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、鳥獣保護区が 8 箇所、そのうち特別保護区が

2 箇所、特定猟具使用禁止区域(銃器)が 38 箇所ある。 

25.都市計画法第八条第一項第七号の規定により定められた風致地区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、風致区域が 18 箇所ある。 

26.景観法第八条第一項により景観行政団体が定める良好な景観の形式に関する計画

（景観計画） 

事業実施想定区域及びその周囲には、滋賀県、彦根市、東近江市、近江八幡市、米

原市で景観計画が策定されている。 

27.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第一項の規定により

市町村が定める歴史的風致の維持及び向上に関する計画（「歴史的風致維持向上計

画」） 

事業実施想定区域及びその周囲には、彦根市で彦根市歴史的風致維持向上計画が定

められている。 

28.その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況 

事業実施想定区域及びその周囲には、「保護林の再編・拡充について」（平成元年、

林野庁長官通達）の規定に基づく保護林の区域はない。 
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(1)人口及び産業の状況 

1)人口 

滋賀県推計人口年報によると、平成 30 年 10 月 1 日現在の県内人口は 1,412,881 人です。

事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、

甲良町、多賀町の人口は、合計 388,995 人（27.5％）です。市町別人口と県内人口に占める

割合を表 3-26 に示します。 

 

表 3-26 市町別人口と県内人口に占める割合 

市町名 人口総数（人） 県内人口に占める割合（%） 

彦根市 113,993 8.1% 

近江八幡市 81,384 5.8% 

東近江市 113,305 8.0% 

米原市 38,202 2.7% 

愛荘町 20,901 1.5% 

豊郷町 7,356 0.5% 

甲良町 6,612 0.5% 

多賀町 7,242 0.5% 

合計 388,995 27.5% 

滋賀県 1,412,881 100.0% 

注）1.平成 30 年 10 月 1 日現在。 

出典：「滋賀県推計人口年報 平成 30 年（2018 年）第一表」 

（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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2)産業 

事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷

町、甲良町、多賀町の産業三部門の就業者数と、県内就業者数に占める割合を表 3-27 に示

します。 

滋賀県内の総就業者数は 677,976 人で、事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八

幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町の産業別就業者数は、一次産業

就業者は 6,248 人、二次産業就業者は 70,181 人、三次産業就業者は 115,755 人となってい

ます。 

 

表 3-27 産業別就業者数と県内就業者数に占める割合 

市町等 
一次産業就業者数 

（人） 

二次産業就業者数 

（人） 

三次産業就業者数 

（人） 

総就業者数 

(人) 

彦根市 988 18,802 35,799 55,589 

近江八幡市 1,462 13,446 24,330 39,238 

東近江市 2,412 22,910 32,399 57,721 

米原市 649 6,681 11,792 19,122 

愛荘町 332 4,536 5,545 10,413 

豊郷町 100 1,220 1,964 3,284 

甲良町 137 1,252 1,896 3,285 

多賀町 168 1,334 2,030 3,532 

 合計 6,248 70,181 115,755 192,184 

滋賀県 17,935 220,904 439,137 677,976 

注）1.平成27年10月1日現在。 

出典：「滋賀県統計書 平成29年度」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 
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(2)土地利用の状況 

1)土地利用の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷

町、甲良町、多賀町の土地利用種類別面積を表 3-28 に、事業実施想定区域及びその周囲の

土地利用種別図を図 3-19 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲では、山地・丘陵地には針葉樹林や広葉樹林が存在し、低

地・台地は田や住宅地として多く利用されています。 

 

表 3-28 土地利用種類別面積 

市町村 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 

彦根市 

上段：面積(ha) 

下段：比率(%) 

3,051  359  1,918  21  1,853  34  388  2,203 

31.0  3.7  19.5  0.2  18.9  0.3  3.9  22.4 

近江八幡市 
4,409  288  1,417  14  754  91  633  2,537 

43.5  2.8  14.0  0.1  7.4  0.9  6.2  25.0 

東近江市 
8,274  533  2,354  12  10,931  93  697  15,429 

21.6  1.4  6.1  0.0  28.5  0.2  1.8  40.3 

米原市 
2,530  425  1,127  8  12,046  157  530  5,483 

11.3  1.9  5.1  0.0  54.0  0.7  2.4  24.6 

愛荘町 
1,504  84  571  1  357  5  100  813 

43.8  2.4  16.6  0.0  10.4  0.1  2.9  23.7 

豊郷町 
393  20  201  2  6  1  33  121 

50.6  2.6  25.9  0.3  0.8  0.1  4.2  15.6 

甲良町 
632  45  222  2  188  3  28  243 

46.4  3.3  16.3  0.1  13.8  0.2  2.1  17.8 

多賀町 
458  63  300  5  7,216  24  112  5,400 

3.4  0.5  2.2  0.0  53.1  0.2  0.8  39.8 

注）1.1ha未満の端数処理のため、合計と内訳が一致しない。 

  2.面積は非課税地積と評価総地積（民有地）の合計である。 

  3.比率は、各土地利用種類別面積 (ha)を総数 (ha)で除した値である。 

  4.平成29年1月1日現在。 

出典：「滋賀県統計書 平成 29 年度 土地利用種類別面積-市町」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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図 3-19 土地利用種別図

出典：「土地利用細分メッシュデータ」（令和元年 7 月 19 日現在、国土数値情報ダウンロードサービス HP） 
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(3)河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

1)河川、湖沼並びに地下水の利用状況 

「平成 28 年度 滋賀県の水道」（平成 31 年 2 月、滋賀県）によると、上水道事業の水源

としては、琵琶湖の湖水、表流水、地下水(井戸、伏流水)等が利用されており、平成 28 年

度の年間取水量は 195,198 千㎥で、約 3 分の 2 が琵琶湖からの取水となっています。水源地

別の年間取水量を表 3-29 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲に分布する浄水場及び水源地を表 3-30、水源地の位置を

図 3-20 に示します。事業実施想定区域及びその周囲は、地下水を水源として利用する浄水

場が多く、琵琶湖湖岸沿いでは琵琶湖の表流水、山間部では河川の表流水を水源も利用して

います。 

 

表 3-29 水源地別年間取水量の推移(平成 28 年度) 

水源 湖水 表流水 浅井戸 深井戸 伏流水 湧水他 計 

滋賀県 

取水量(千 m3) 133,886 11,159 17,924 30,053 2,000 176 195,198 

水源種類別の占め

る比率(％) 
68.6 5.7 9.2 15.4 1.0 0.1 100.0 

注）1.表の取水量は、上水道、簡易水道、専用水道の合計である。 

2.湧水他には、京都市からの浄水受水量154千m3を含む。 

出典：「平成28年度 滋賀県の水道」（平成31年2月、滋賀県） 
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表 3-30 浄水場及び水源地 

番号 市町村 施設名 
施設の 

種別 
水系 水源名 

取水量 

（m3/日） 

1 

彦根市 

大薮浄水場 上水道 表流水(琵琶湖) 大薮浄水場取水口 37,985 

2 東沼波水源地 上水道 地下水(深井戸) 東沼波水源地 1,623 

3 稲枝水源地 上水道 地下水(深井戸) 稲枝水源地 3,239 

4 
近江八幡市 

岩倉浄水場 上水道 地下水(浅井戸) 岩倉浄水場取水口 3,500 

5 南部水源地 上水道 地下水(浅井戸) 南部水源地 570 

6 東近江市 八日市浄水場 上水道 

地下水(浅井戸) 浅井戸（1 号） 1,000 

地下水(深井戸) 深井戸（2-7 号） 17,120 

県水（浄水受水） 県水 10,000 

7 東近江市 

愛荘町 

鯰江浄水場 上水道 
地下水(浅井戸) 

地下水(深井戸) 

浅井戸（1 基） 

深井戸（7 基） 
－ 

8 中戸浄水場 上水道 地下水(深井戸) 深井戸（2 基） － 

9 多賀町 

敏満寺浄水場 上水道 

地下水(深井戸) 中川原水源池 2,516 

10 地下水(浅井戸) 敏満寺水源池 545 

11 地下水(浅井戸) - 予備 

12 川相浄水場 上水道 地下水(浅井戸) 川相水源池 4,000 

13 南後谷浄水場 上水道 表流水（南後谷川） 南後谷水源池 700 

14 甲良町 甲良町浄水場 上水道 地下水(深井戸) 取水井(3 号～5 号) － 

15 
豊郷町 

北部浄水場 簡易水道 地下水(深井戸) 1～3 号井 1,856 

16 南部浄水場 簡易水道 地下水(深井戸) 1、2 号井 1,650 

17 
米原市 磯浄水場 

上水道 表流水(琵琶湖) 磯第 1 水源 6,429 

18 上水道 地下水(浅井戸) 磯第 2 水源 1,044 

注）1.番号は図3-20に対応している。 

2.取水量の情報が公表されていない水源については“-”で示した。 

3.東近江市の八日市浄水場の水源、豊郷町の北部浄水場の水源、南部浄水場の水源の数値は「能力」と

して公表された数値を記載した。 

4.多賀町の敏満寺浄水場の水源、川相浄水場の水源、南後谷浄水場の水源の数値は「水源水量」として

公表された数値を記載した。 

5.米原市の磯第1水源地、磯第2水源地の数値は計画取水量を示す。取水可能量は磯第1水源地が

6,429m3/日、磯第2水源地が3,816m3/日。その他の自治体の水源地については「取水量」として公表

された数値を記載した。 

出典：「近江八幡市水道事業水安全計画」(平成28年7月1日、近江八幡市)  

   「施設の位置と水源別給水エリア分布図」(令和元年7月19日現在、彦根市HP) 

｢彦根市水道事業 第3期中期経営計画（経営戦略）2017年度～2026年度」(平成29年3月、彦根市) 

   「東近江市水道事業ビジョン[平成27年度～平成37年度]」(平成28年3月、東近江市) 

「平成31年度 東近江市水道事業所水質検査計画」（平成31年、東近江市水道事業所） 

「平成31年度多賀町上水道水質検査計画」（令和元年7月19日現在、多賀町HP） 

「多賀町上水道施設位置図」(平成27年9月、多賀町) 

「えちの水道」（令和元年7月19日現在、愛知郡広域行政組合HP） 

「甲良町水道ビジョン 平成23年度～平成32年度」(令和元年7月19日現在、甲良町HP) 

「平成31年度水質検査実施計画」(平成31年3月、豊郷町) 

「平成29年度 第2次米原市水道事業基本計画書（案）」（平成30年3月、米原市） 

「平成29年度 米原市水道事業基本計画書（案）<概要版>」（平成30年3月、米原市） 

「BYQ水環境レポート－琵琶湖・淀川の水環境の現状－平成29年度 2017」 

（平成31年3月、公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構） 
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図 3-20 水源地の位置 

出典：「近江八幡市水道事業水安全計画」(平成 28 年 7 月 1 日、近江八幡市)  

「施設の位置と水源別給水エリア分布図」(令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP) 

「彦根市水道事業 第 3 期中期経営計画（経営戦略）2017 年度～2026 年度」(平成 29 年 3 月、彦根市) 

「東近江市水道事業ビジョン[平成 27 年度～平成 37 年度]」(平成 28 年 3 月、東近江市) 

「平成 31 年度 東近江市水道事業所水質検査計画」（平成 31 年、東近江市水道事業所） 

「平成 31 年度多賀町上水道水質検査計画」（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町 HP） 

「多賀町上水道施設位置図」(平成 27 年 9 月、多賀町) 

「えちの水道」（令和元年 7 月 19 日現在、愛知郡広域行政組合 HP） 

「甲良町水道ビジョン 平成 23 年度～平成 32 年度」(令和元年 7 月 19 日現在、甲良町 HP) 

「平成 31 年度水質検査実施計画」(平成 31 年 3 月、豊郷町) 

「平成 29 年度 第 2 次米原市水道事業基本計画書（案）」（平成 30 年 3 月、米原市） 

「平成 29 年度 米原市水道事業基本計画書（案）<概要版>」（平成 30 年 3 月、米原市） 

「BYQ 水環境レポート－琵琶湖・淀川の水環境の現状－平成 29 年度 2017」（平成 31 年 3 月、公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構） 
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2)漁業権等 

滋賀県では、県内全域の琵琶湖や河川において、「滋賀県漁業調整規則」により、魚種別

の禁止期間、大きさの制限、漁具・漁法が定められています。 

そのほか事業実施想定区域及びその周囲には、「水産資源保護法」(昭和 26 年 12 月 17 日

法律第 313 号)第十五条に基づき、「滋賀県漁業調整規則」第三十五条の二により定められた

アユ保護水面及びホンモロコの保護水面、同法四十二条により定められた水産動植物の採捕

が禁止されている禁止区域があります。また、「漁業法」（昭和 24 年 12 月 15 日法律第 267

号）第六十七条第一項の規定に基づき、琵琶湖海区漁業調整委員会により指示された貝類採

捕の禁止区域、同法第六十七条第一項及び第百三十条第四項の規定により指示されたホンモ

ロコ産卵保護のための採捕禁止区域があります。事業実施想定区域及びその周囲の保護水面

及び禁止区域の概要を表 3-31 に示します。 

また、事業実施想定区域及びその周囲の河川には、内水面第 5 種共同漁業権の漁業権(漁

場)があり、漁業協同組合が管理する漁業規則により遊漁期間や漁具が定められています。

事業実施想定区域及びその周囲の漁業権の概要を表 3-32 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲の保護水面、禁止区域、漁業権の位置を図 3-21 に示しま

す。 

 

表 3-31 保護水面、禁止区域の概要 

区分 河川・湖沼名 区域 対象種 禁止期間 

漁業調整規則に
よる保護水面 

犬上川 

彦根市高宮町・犬方町地先、国道 8
号線千鳥橋から川尻(管理者が河口付
近の両岸に設置した標柱を結んだ線
の中点より 200m の線) 

アユ等すべての
水産動物の採捕
禁止 

9 月 1 日～
11 月 30 日 

漁業調整規則に
よる禁止区域 

犬上川 
多賀町大字富之尾地先、金屋頭首工
の上流 70m、下流 70m 以内の区域 

水産動植物の採
捕禁止 

2 月 1 日～ 
6 月 30 日 

委員会指示によ
る禁止区域 

西の湖 
近江八幡市および安土町地先の西の
湖および同湖から琵琶湖に通ずる水
路ならびに同湖周辺の水路 

貝類の 
採捕禁止 

周年 

伊庭内湖流入河
川瓜生川 

東近江市伊庭町にある爪生川の目崎
橋下流から天尾橋上流端 

水産動植物の採
捕禁止 

4 月 1 日～ 
5 月 31 日 

伊庭内湖流入河
川躰光寺川 

東近江市躰光寺川の躰光寺橋下流か
ら大橋上流端 

西の湖流入河川
山本川 

東近江市八幡市安土町にある山本川
の西沢橋下流端から松原橋上流端 

出典：「遊漁の手帖」(平成31年3月、滋賀県) 

  ：「滋賀県漁業調整規則」(昭和40年3月31日滋賀県規則第6号) 

  ：「貝類採捕の禁止区域の設定」(平成18年3月31日、琵琶湖海区漁業調整委員会指示第3号) 

  ：「ホンモロコ産卵保護のための採捕の規制について」 

(平成31年4月5日、滋賀県内水面漁場管理委員会指示第1号) 
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表 3-32 漁業権の概要 

免許 
番号 

漁場の
位置 

魚種 漁法 漁業期間 漁業区域 漁業権者 

内共第
7 号 

愛知川 

あゆ 

友釣 
餌釣 
毛針釣 
引掛 
手網 
玉網 
さで網 

各漁法の解禁日から 9 月 30 日ま
で 

東近江市地
先(愛知川
筋) 
 
濃密放流区
は、東近江
市甲津畑町
地先の愛知
川支流渋川
の大堰堤か
ら堀越堰堤
までの区域 
 
御河辺橋～ 

愛知川 
漁協 

投網 
左記漁法の解禁日から 9 月 30 日
まで 

あまご 
いわな 

竿釣 

12 月 1 日から 9 月 30 日まで 
(濃密放流区) 

解禁日から 9 月 30 日まで 
（濃密放流区を除く漁場区域） 

内共第
9 号 

犬上川 

あゆ 

友釣 
解禁日から 9 月 30 日までの組合
が定めた日 

犬上郡多賀
町地先(犬上
川筋) 
 
金屋頭首工
より上流 

大滝漁業
協働組合 

投網 
引掛 

こい 
ふな 

竿釣 周年 

あまご 
いわな 
にじます 

竿釣 解禁日から 6 月 30 日まで 

うなぎ 流し針 
解禁日から 9 月 30 日 
(あゆ遊魚期間に限る) 

出典：「遊漁の手帖」(平成31年3月、滋賀県) 

：「漁場マップ」(令和元年7月19日現在、滋賀県河川漁業協同組合連合会HP) 
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図 3-21 保護水面、禁止区域、漁業権(漁場)位置

出典：「遊漁の手帖」(平成 31 年 3 月、滋賀県) 

「滋賀県漁業調整規則」(昭和 40 年 3 月 31 日滋賀県規則第 6 号) 

「貝類採捕の禁止区域の設定」(平成 18 年 3 月 31 日、琵琶湖海区漁業調整委員会指示第 3 号) 

「ホンモロコ産卵保護のための採捕の規制について」(平成 31 年 4 月 5 日、滋賀県内水面漁場管理委員会指示第 1 号) 

「漁場マップ」(令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県河川漁業協同組合連合会 HP) 

「国土数値情報（河川）」(令和元年 7 月 19 日現在、国土交通省国土政策局国土情報課 HP) 

「地理院地図」(令和元年 7 月 19 日現在、国土地理院 HP) 
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(4)交通の状況 

1)交通網 

事業実施想定区域及びその周囲における道路網と交通量調査位置を図 3-22 に、交通量の

状況を表 3-33(1)～(4)に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には、高速自動車国道中央自動車道西宮線（名神高速道路）

や、主要な一般国道として一般国道 8 号があります。 

 

表 3-33(1) 交通量の状況 

市町村 
路線

番号 
路線名 

交通量調査 

単位区間番号 
交通量調査観測地点地名 

昼間 12 時間 

自動車類交通量(台) 

24 時間自動車類 

交通量(台) 

彦根市 1011 名神高速道路 20 
北陸自動車道米原 JCT～

一般国道 306 号彦根 IC 
30,078 47,461 

 
1011 名神高速道路 30 

一般国道 306 号彦根 IC～

湖東三山インター線 
30,732 48,048 

8 一般国道 8 号 10300 彦根市佐和山町 11,654 16,284 

8 一般国道 8 号 10301 外町交差点北 20,143 28,105 

8 一般国道 8 号 10310 彦根市 16,298 22,960 

306 一般国道 306 号 10750 彦根市原町 16,816 22,870 

2 大津能登川長浜線 40160 彦根市城町 5,818 7,796 

2 大津能登川長浜線 40170 彦根市甘呂町 6,905 8,977 

2 大津能登川長浜線 40180 彦根市平田町 11,574 15,625 

2 大津能登川長浜線 40182   13,669 18,453 

6 彦根停車場線 40310 彦根市旭町 5,154 6,700 

17 多賀醒ヶ井線 40590   499 609 

20 愛知川彦根線 40630 彦根市野良田町 6,013 7,774 

20 愛知川彦根線 40640 彦根市本庄町 2,687 3,332 

25 彦根近江八幡線 40770 彦根市中央町 10,732 14,166 

193 新海上稲葉線 60970   3,128 4,004 

194 柳川能登川線 60980   2,630 3,340 

194 柳川能登川線 60990   3,352 4,291 

196 三津屋野口線 61010   4,118 5,312 

196 三津屋野口線 61020   4,173 5,383 

197 八坂高宮線 61030   1,966 2,438 

197 八坂高宮線 61040   1,966 2,438 

204 稲枝沢線 61100 彦根市肥田町 2,121 2,609 

205 賀田山安食西線 61110 彦根市賀田山町 6,207 7,803 

206 神郷彦根線 61150 彦根市安食中町 4,056 5,232 

206 神郷彦根線 61160   5,144 6,687 

206 神郷彦根線 61170   10,530 13,900 

206 神郷彦根線 61180 彦根市平田町 9,655 11,980 

207 橋向東沼波線 61190 彦根市東沼波町 1,288 1,558 

223 高宮停車場線 61440   1,149 1,402 

227 敏満寺野口線 61490   3,248 4,157 

239 水谷彦根線 61570 彦根市鳥居本町 768 937 

 
517 

彦根港彦根停車場

線 
62940 彦根市松原町 6,963 9,122 

518 彦根城線 62950 彦根市古沢町 12,393 16,607 

518 彦根城線 62960   13,350 17,889 

528 彦根環状線 63040   13,603 18,364 

528 彦根環状線 63050 彦根市戸賀町 12,451 16,560 

543 高宮北落線 63200   3,248 4,157 
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表 3-33(2) 交通量の状況 

市町村 
路線

番号 
路線名 

交通量調査 

単位区間番号 
交通量調査観測地点地名 

昼間 12 時間 

自動車類交通量(台) 

24 時間自動車類 

交通量(台) 

近江 8 一般国道 8 号 10322 近江八幡市 16,629 23,845 

八幡市 8 一般国道 8 号 10323 友定町交差点東 12,279 18,514 

8 一般国道 8 号 10324 友定町交差点西 11,875 17,593 

2 大津能登川長浜線 40140 近江八幡市安土町下豊浦 11,323 15,173 

14 近江八幡竜王線 40510 近江八幡市千僧供町 8,297 10,869 

 
26 

大津守山近江八幡

線 
40870 近江八幡市野田町 11,648 15,608 

48 近江八幡守山線 41490 近江八幡市堀上 10,001 13,301 

48 近江八幡守山線 41500 近江八幡市池田本町 4,748 5,917 

 
198 

安土停車場桑実寺

本堂線 
61050   3,411 4,366 

199 下豊浦鷹飼線 61060 近江八幡市金剛寺町 3,300 4,224 

201 安土西生来線 61070 近江八幡市安土町上出 8,043 10,536 

208 小脇西生来線 61200 近江八幡市安土町内野 5,273 6,855 

326 大房東横関線 62470 近江八幡市東川町 11,217 14,919 

502 近江八幡停車場線 62750 近江八幡市中村町 7,674 10,053 

東近江市 1011 名神高速道路 40 
湖東三山インター線～土

山蒲生近江八幡線 
31,999 49,435 

 
1011 名神高速道路 41 

湖東三山インター線～土

山蒲生近江八幡線 
31,999 49,435 

307 一般国道 307 号 10770 東近江市池之尻町 10,162 12,712 

421 一般国道 421 号 11110 東近江市札の辻 12,146 15,965 

421 一般国道 421 号 11120 東近江市小脇町 7,313 9,653 

421 一般国道 421 号 11121 東近江市野田町 10,000 13,200 

2 大津能登川長浜線 40150 東近江市今町 13,058 17,324 

13 彦根八日市甲西線 40450   6,214 8,078 

13 彦根八日市甲西線 40460 東近江市建部北町 6,908 9,049 

13 彦根八日市甲西線 40461   7,475 9,792 

13 彦根八日市甲西線 40470 東近江市布施町 7,517 9,847 

28 湖東愛知川線 40920   1,764 2,152 

 
41 

土山蒲生近江八幡

線 
41170 東近江市蒲生岡本町 2,127 2,701 

 
41 

土山蒲生近江八幡

線 
41190 東近江市上羽田町 6,233 8,103 

 
41 

土山蒲生近江八幡

線 
41210 東近江市木村町 2,860 3,604 

45 石原八日市線 41420   2,605 3,282 

46 八日市蒲生線 41450   3,286 4,206 

52 栗見八日市線 41570 東近江市佐野町 5,734 7,454 

52 栗見八日市線 41580 東近江市建部下野町 5,654 7,350 

168 下羽田市辺線 60740 東近江市柏木町 4,439 5,771 

170 高木八日市線 60750 東近江市下二俣町 4,551 5,916 

192 福堂今線 60960 東近江市小川町 2,425 3,056 

194 柳川能登川線 61000 東近江市伊庭町 2,069 2,648 

202 佐生五個荘線 61080 東近江市五個荘塚本町 3,186 4,078 

203 佐生今線 61090 東近江市種町 3,341 4,276 

206 神郷彦根線 61130 東近江市新郷町 4,721 5,948 

208 小脇西生来線 61200 近江八幡市安土町内野 5,273 6,855 

209 八日市五個荘線 61210 東近江市五個荘山本町 5,759 7,487 

210 五個荘停車場線 61220   7,395 9,687 

211 八日市停車場線 61230 東近江市八日市本町 3,743 4,828 

213 湖東彦根線 61240   3,018 3,863 
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表 3-33(3) 交通量の状況 

市町村 
路線

番号 
路線名 

交通量調査 

単位区間番号 

交通量調査 

観測地点地名 

昼間 12 時間 

自動車類交通量(台) 

24 時間自動車類 

交通量(台) 

東近江市 216 
雨降野今在家八日

市線 
61310 東近江市今在家 5,124 6,661 

 
216 

雨降野今在家八日

市線 
61320 東近江市神田町 1,758 2,268 

218 横溝秦荘線 61350   445 556 

221 目加田湖東線 61410   1,992 2,470 

327 湖東八日市線 62480   2,201 2,773 

327 湖東八日市線 62490 東近江市鯰江町 3,809 4,952 

328 五個荘八日市線 62510   6,301 8,191 

328 五個荘八日市線 62520   2,211 2,786 

328 五個荘八日市線 62521 東近江市林田町 1,926 2,427 

524 桜川西中在寺線 62990 東近江市桜川西町 4,298 5,501 

526 伊庭円山線 63030   2,260 2,848 

529 小田苅愛知川線 63060 東近江市大清水 5,470 7,111 

553 今簗瀬線 63270 東近江市神郷町 1,943 2,448 

米原市 8 一般国道 8 号 10390 米原市入江 5,374 7,624 

2 大津能登川長浜線 40190 米原市磯 13,227 17,724 

234 朝妻筑摩近江線 61520 米原市朝妻筑摩 4,502 5,853 

233 米原停車場線 61510   5,173 6,725 

329 彦根米原線 62530 米原市米原 6,984 9,149 

愛荘町 1011 名神高速道路 30 
一般国道 306 号彦根 IC～

湖東三山インター線 
30,732 48,048 

 
1011 名神高速道路 40 

湖東三山インター線～土

山蒲生近江八幡線 
31,999 49,435 

8 一般国道 8 号 10321 愛荘町愛知川 19,416 28,088 

13 彦根八日市甲西線 40440 愛知郡愛荘町安孫子 6,322 8,282 

28 湖東愛知川線 40930   1,800 2,196 

206 神郷彦根線 61140 愛知郡愛荘町長野 563 687 

213 湖東彦根線 61250   3,053 3,908 

214 愛知川停車場線 61280   7,395 9,687 

 
216 

雨降野今在家八日

市線 
61290 愛知郡愛荘町常安寺 2,192 2,652 

 
216 

雨降野今在家八日

市線 
61300   4,663 6,062 

218 横溝秦荘線 61360   450 563 

220 松尾寺豊郷線 61380   2,734 3,472 

220 松尾寺豊郷線 61390 愛知郡愛荘町目加田 2,696 3,424 

221 目加田湖東線 61400 愛知郡愛荘町平居 2,339 2,900 

529 小田苅愛知川線 63070   5,497 7,146 

豊郷町 219 豊郷停車場線 61370   1,694 2,067 

222 北落豊郷線 61430 犬上郡豊郷町八町 1,461 1,782 

542 安食西八目線 63190   1,694 2,067 

甲良町 1011 名神高速道路 30 
一般国道 306 号彦根 IC～

湖東三山インター線 
30,732 48,048 

13 彦根八日市甲西線 40430 犬上郡甲良町尼子 3,050 3,904 

222 北落豊郷線 61420   1,588 1,937 

227 敏満寺野口線 61480 犬上郡甲良町在士 3,588 4,557 

227 敏満寺野口線 61490   3,248 4,157 

330 甲良多賀線 62540 犬上郡甲良町在士 8,905 11,755 

543 高宮北落線 63200   3,248 4,157 
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表 3-33(4) 交通量の状況 

市町村 
路線

番号 
路線名 

交通量調査 

単位区間番号 

交通量調査 

観測地点地名 

昼間 12 時間 

自動車類交通量(台) 

24 時間自動車類 

交通量(台) 

多賀町 1011 名神高速道路 30 
一般国道 306 号彦根 IC～

湖東三山インター線 
30,732 48,048 

306 一般国道 306 号 10740 犬上郡多賀町多賀 8,876 11,196 

307 一般国道 307 号 10760 犬上郡多賀町敏満寺 8,190 10,811 

17 多賀醒ヶ井線 40590   499 609 

224 多賀高宮線 61450 犬上郡多賀町多賀 5,320 6,916 

225 多賀停車場線 61460   1,149 1,402 

226 佐目敏満寺線 61470 犬上郡多賀町富之尾 2,010 2,533 

227 敏満寺野口線 61480 犬上郡甲良町在士 3,588 4,557 

239 水谷彦根線 61570 彦根市鳥居本町 768 937 

330 甲良多賀線 62540 犬上郡甲良町在士 8,905 11,755 

330 甲良多賀線 62550   9,755 12,877 

330 甲良多賀線 62560   9,881 13,043 

544 大堀多賀線 63210 犬上郡多賀町中川原 1,818 2,218 

注）1.観測地点名は新市町名で表記している。 

2.斜体は交通量の推定値を示す。 

3.12 時間交通量とは、月曜日、金曜日、土曜日、日曜日、祝祭日及びその前後の日、5、10 日及び豪雨

等の異常天候の場合、その他通常と異なる交通状態が予想される日を除く午前 7 時～午後 7 時の交通

量を示す。 

4.24 時間交通量とは、月曜日、金曜日、土曜日、日曜日、祝祭日及びその前後の日、5、10 日及び豪雨

等の異常天候の場合、その他通常と異なる交通状態が予想される日を除く午前 7 時～翌日午前 7 時又

は午前 0 時から翌日午前 0 時の交通量を示す。 

出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（平成 28 年 4 月、国土交通省） 
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図 3-22 道路網と交通量調査位置図

出典：「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」（平成 28 年 4 月、国土交通省） 
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2)鉄道網 

事業実施想定区域及びその周囲における鉄道網の状況を図 3-23 に、一日平均旅客乗車人

員を表 3-34 に示します。事業実施想定区域及びその周囲を通過する鉄道には、JR 東海道本

線、JR 東海道新幹線、近江鉄道彦根・多賀大社線、近江鉄道万葉あかね線、近江鉄道湖東

近江路線、及び近江鉄道水口・蒲生野線があります。鉄道駅は JR、近江鉄道が乗り入れる

彦根駅、近江八幡駅、米原駅等 31 駅があります。また、事業実施想定区域及びその周囲に

おける一日平均旅客乗車人員は JR 近江八幡駅が最も多く、17,868 人です。 
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表 3-34 一日平均旅客乗車人員 

鉄道 駅名 
一日平均 

旅客乗車人員（人） 
統計年度 

JR 
東海道本線 

近江八幡駅 17,868 

H29 年度 

安土駅 2,630 

能登川駅 7,207 

稲枝駅 2,523 

河瀬駅 3,022 

南彦根駅 5,839 

彦根駅 10,889 

米原駅 5,342 

東海道新幹線 米原駅 7,056 

近江鉄道 

近江鉄道彦根・多賀大
社線 

米原駅 約 250 H22 年度 

フジテック前駅※ 329 

H29 年度 

鳥居本駅※ 127 

彦根駅※ 1,410 

ひこね芹川駅※ 120 

彦根口駅※ 471 

高宮駅※ 152 

スクリーン駅※ 427 

多賀大社前駅 約 150 H22 年度 

近江鉄道万葉あかね線 

武佐駅※ 175 

H28 年度 平田駅※ 164 

市辺駅※ 208 

太郎坊宮前駅※ 134 

H29 年度 
新八日市駅※ 491 

八日市駅※ 2,217 

近江八幡駅※ 2,698 

近江鉄道湖東近江路線 

尼子駅 約 150 

H22 年度 豊郷駅 約 150 

愛知川駅 約 300 

五箇荘駅※ 80 

H28 年度 

河辺の森駅※ 13 

近江鉄道水口・蒲生野
線 

八日市駅※ 2,146 

長谷野駅※ 75 

大学前駅※ 83 

京セラ前駅※ 51 

桜川駅※ 132 H29 年度 

朝日大塚駅※ 74 H28 年度 

注）1.※印を付けた駅は、年間旅客乗車数を 365 で除した数値を一日平均旅客乗車人員とし
て記載した。 

2.米原駅、尼子駅、豊郷駅、愛知川駅については「近江鉄道活性化計画」（平成 24 年 3
月、近江鉄道活性化協議会）に記載されているグラフより一日平均旅客乗車人員を読
み取り概数を記載した。 

出典：「近江鉄道活性化計画」（平成 24 年 3 月、近江鉄道活性化協議会） 
「平成 29 年版東近江市統計書【速報版】」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 
「平成 30 年版近江八幡市統計書」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 
「平成 29 年度（2017 年度）統計書」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
「彦根市統計(平成 30 年版)」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 
「近江鉄道 利用者の推移」（平成 30 年 6 月 26 日、近江鉄道） 
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図 3-23 鉄道網図

出典：「国土数値情報（鉄道）」(令和元年 7 月 19 日現在、国土交通省国土政策局国土情報課 HP) 
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(5)学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の

配置の概況 

環境保全についての配慮が特に必要な施設としては、学校、幼稚園、認定こども園、保育

所(以下、「学校等」と示します)、社会福祉施設、図書館、病院等が挙げられます。 

事業実施想定区域及びその周囲における環境保全についての配慮が特に必要な施設を表

3-35(1)～(11)及び図 3-24(1)～(2)に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲における環境保全についての配慮が特に必要な施設として

は、幼稚園が 25 箇所、認定こども園が 21 箇所、保育所が 64 箇所、小学校が 53 校、中学校

が 28 校、高等学校が 16 校、専修学校が 3 校、大学・短期大学が 4 校、特別支援学校が 5 校、

社会福祉施設が 146 箇所、図書館が 13 箇所、病院が 13 箇所あります。 

住宅は、主に一般国道 421 号線沿線、近江鉄道万葉あかね線、東海道本線「近江八幡駅」

周辺、東海道本線「彦根駅」「南彦根駅」周辺に分布しています。 

 

表 3-35(1) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔幼稚園〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 市町立 彦根幼稚園 彦根市 彦根市本町一丁目 3-33 

2   高宮幼稚園   彦根市高宮町 2391 

3   佐和山幼稚園   彦根市芹川町 481-1 

4   稲枝東幼稚園   彦根市稲部町 315-1 

5   旭森幼稚園   彦根市東沼波町 493-2 

6   城北幼稚園   彦根市松原町 3751-3 

7   金城幼稚園   彦根市大藪町 2545 

8   城陽幼稚園   彦根市日夏町 166 

9   八幡幼稚園 近江八幡市 近江八幡市出町 487 

10   金田幼稚園   近江八幡市金剛寺町 390 

11   桐原幼稚園   近江八幡市中小森町 1191 

12   馬淵幼稚園   近江八幡市馬淵町 1533 

13   安土幼稚園   近江八幡市安土町下豊浦 5300 

14   八日市幼稚園 東近江市 東近江市八日市町 5-4 

15   建部幼稚園   東近江市建部日吉町 5 

16   玉緒幼稚園   東近江市大森町 1012-3 

17   愛東あいあい幼稚園   東近江市妹町 29-4 

18   能登川第二幼稚園   東近江市乙女浜町 176 

19   秦荘幼稚園 愛荘町 愛知郡愛荘町安孫子 1210-1 

20   愛知川幼稚園   愛知郡愛荘町市 1736 

21   豊郷幼稚園 豊郷町 犬上郡豊郷町石畑 545 

22   甲良東幼稚園 甲良町 犬上郡甲良町横関 568 

23   甲良西幼稚園   犬上郡甲良町呉竹 53 

24   多賀幼稚園 多賀町 犬上郡多賀町久徳 348 

25 私立 みどり幼稚園 彦根市 彦根市川瀬馬場町字野中 962-2 
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表 3-35(2) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔認定こども園〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 市町立 平田こども園 彦根市 彦根市平田町 303-1 

2   老蘇こども園 近江八幡市 近江八幡市安土町東老蘇 1300 

3   武佐こども園   近江八幡市西生来 1193 

4   五個荘あさひ幼児園 東近江市 東近江市五個荘山本町 306 

5   五個荘あじさい幼児園   東近江市宮荘町 631 

6   わかば幼児園   東近江市野村町 1934 

7   ひまわり幼児園   東近江市沖野三丁目 7-33 

8 さくらんぼ幼児園 東近江市五個荘金堂町 1705 

9   湖東ひばり幼児園   東近江市平松町 829 

10   ちどり幼児園   東近江市伊庭町 2933-3 

11   蒲生幼児園   東近江市市子川原町 891-1 

12   
東近江市立中野むくのき幼児
園 

  東近江市東中野町 4-17 

13  能登川あおぞら幼児園  東近江市佐野町 379 

14   
米原市立まいばら認定こども
園 

米原市 米原市下多良 146-1 

15   
多賀町立大滝たきのみやこど
も園 

多賀町 犬上郡多賀町富之尾 1586-5 

16 私立 聖ヨゼフ幼稚園 彦根市 彦根市立花町 2-24 

17  きりはら遊こども園 近江八幡市 近江八幡市森尻町 407 

18   そらの鳥こども園 東近江市 東近江市種町 2120 

19   
びわこ学院大学附属こども園
あっぷる 

  東近江市布引台一丁目 138-1 

20   延命こども園   東近江市八日市清水二丁目 1-39 

21   ゆいの杜こども園   東近江市市辺町 3826 

〔保育所〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 市町立 西保育園 彦根市 彦根市長曽根町 8-21 

2   東保育園   彦根市安清町 8-4 

3   ふたば保育園   彦根市金剛寺町 101 

4   八幡保育所 近江八幡市 近江八幡市八幡町 220-2 

5   桐原保育所   近江八幡市大森町 51-1 

6   みつくり保育園 東近江市 東近江市小脇町 1125 

7   能登川ひばり保育園   東近江市猪子町 203 

8   米原中保育園 米原市 米原市下多良 146-1 

9   愛荘町立つくし保育園 愛荘町 愛知郡愛荘町川原 680 

10   愛里保育園 豊郷町 犬上郡豊郷町吉田 1454 

11   多賀ささゆり保育園 多賀町 犬上郡多賀町多賀 1508 

12   
多賀ささゆり保育園分園た
きのみや保育園 

 犬上郡多賀町富之尾 1586−5 

13   甲良第一保育園 甲良町 犬上郡甲良町横関 32 

14   甲良第二保育園   犬上郡甲良町呉竹 53 

15 私立 城南保育園 彦根市 彦根市西今町 285-1 

16   日夏保育園   彦根市日夏町 2634-1 

17   花田保育園   彦根市甘呂町 473-2 

18   多景保育園   彦根市須越町 1154-5 

19   旭森保育園   彦根市東沼波町 498-2 

20   鳥居本保育園   彦根市鳥居本町 1445 

21   東山保育園   彦根市里根町 235 

22   亀山保育園   彦根市賀田山町 272-2 

23   しあわせ保育園   彦根市南川瀬町 1195-1 
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表 3-35(3) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔保育所〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

24   稲枝ふたば保育園 彦根市  彦根市本庄町 2647 

25   ことぶき保育園   彦根市上岡部町 503 

26   みづほ保育園   彦根市稲部町 400-1 

27   ノゾミ保育園   彦根市本町 1-8-20 

28 めぐみ保育園 彦根市高宮町 1755 

29   るんびにー保育園   彦根市河原 1-1-4 

30   彦根乳児保育所   彦根市中藪 2-2-6 

31   どんぐり保育園   彦根市川瀬馬場町 1149-1 

32   森の子保育園   彦根市野瀬町 106 

33   旭森乳児保育園   彦根市野田山町 1099‐1 

34   レイモンド大藪保育園   彦根市大薮町 2655 

35   ほいくえんももの家だいち   彦根市小泉町 395-7 

36   こだまそよかぜ保育園   彦根市正法寺町 26-4 

37   
どんぐりけんだいまえ保育
園 

  彦根市八坂町字宮西 3248 

38   ひむれ乳児保育所 近江八幡市 近江八幡市出町 461-2 

39   あおば乳児保育所   近江八幡市東横関町 724 

40   ありす保育園   近江八幡市西本郷町 172 

41   金田東保育園(本園)   近江八幡市西庄町 1441 

42   金田東保育園(分園)   近江八幡市浅小井町 699 

43   安土保育園(本園)   近江八幡市安土町小中 190 

44   安土保育園(分園)   近江八幡市安土町小中 1－8 

45   さくらっこ保育園   近江八幡市出町 742 

46   さくらの樹保育園   近江八幡市出町 419-9 

47   あいアイランド保育園   近江八幡市鷹飼町南 4-1-2 

48   
近江八幡サンフレンズ保育
園 

  近江八幡市鷹飼町 701 

49   
ニチイキッズ近江八幡保育
園 

  
近江八幡市鷹飼町 1535 東洋マンション
1F 

50   
Pingu'sEnglish 近江八幡 
小規模保育園 

  近江八幡市西本郷町 231-1 

51   
Pingu'sEnglish 安土 小
規模保育園 

  近江八幡市安土町豊浦 5096-115 

52   八日市めぐみ保育園 東近江市 東近江市八日市町 3-23 

53   むつみ保育園   東近江市八日市野々宮町 3-10 

54   いちのべ保育園   東近江市市辺町 3836 

55   かすが保育園   東近江市妹町 1035-1 

56   ふたば保育園   東近江市市子松井町 175-1 

57   八宮保育園   東近江市小川町 3210 

58   米原保育園 米原市  米原市米原 667-2 

59   秦川保育園 愛荘町 愛知郡愛荘町蚊野 2560 

60   秦川愛児園   愛知郡愛荘町目加田 628-2 

61   八木荘保育園   愛知郡愛荘町島川 483 

62   ゆたか保育園   愛知郡愛荘町東円堂 1530 

63   愛知川保育園   愛知郡愛荘町愛知川 1558 

64   崇徳保育園 豊郷町 犬上郡豊郷町大字三ツ池 45 
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表 3-35(4) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔小学校〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 市町立 城東小学校 彦根市 彦根市京町二丁目 2-19 

2   城西小学校   彦根市本町三丁目 3-22 

3   城南小学校   彦根市西今町 380 

4   城北小学校   彦根市松原町 3751-3 

5   佐和山小学校   彦根市安清町 11-32 

6   旭森小学校   彦根市東沼波町 300 

7   金城小学校   彦根市大藪町 391 

8   鳥居本小学校   彦根市鳥居本町 1550-1 

9   河瀬小学校   彦根市極楽寺町 118 

10   高宮小学校   彦根市高宮町 2447 

11   亀山小学校   彦根市賀田山町 8 

12   城陽小学校   彦根市甘呂町 430 

13   稲枝東小学校   彦根市稲部町 308 

14   稲枝西小学校   彦根市本庄町 3583 

15   稲枝北小学校   彦根市下岡部町 597 

16   平田小学校   彦根市平田町 267 

17   若葉小学校   彦根市蓮台寺町 180 

18   八幡小学校 近江八幡市 近江八幡市本町五丁目 5 

19   金田小学校   近江八幡市金剛寺町 276 

20   桐原小学校   近江八幡市森尻町 414-1 

21   馬淵小学校   近江八幡市馬淵町 1533 

22   武佐小学校   近江八幡市武佐町 118 

23   桐原東小学校   近江八幡市土田町 175 

24   安土小学校   近江八幡市安土町常楽寺 456 

25   老蘇小学校   近江八幡市安土町東老蘇 1300 

26   玉緒小学校 東近江市 東近江市大森町 971 

27   御園小学校   東近江市五智町 239 

28   八日市南小学校   東近江市沖野三丁目 6-1 

29   箕作小学校   東近江市小脇町 377 

30   八日市北小学校   東近江市建部日吉町 468 

31   八日市西小学校   東近江市柏木町 14 

32   布引小学校   東近江市今堀町 581-10 

33   五個荘小学校   東近江市五個荘竜田町 567 

34   湖東第一小学校   東近江市下里町 21 

35   湖東第二小学校   東近江市南菩提寺町 430 

36   湖東第三小学校   東近江市小田苅町 340 

37   蒲生東小学校   東近江市桜川東町 455 

38   蒲生西小学校   東近江市鈴町 1 

39   能登川東小学校   東近江市小川町 30 

40   能登川西小学校   東近江市伊庭町 2885 

41   能登川南小学校   東近江市猪子町 12 

42   米原小学校 米原市 米原市入江 307 

43   秦荘東小学校 愛荘町 愛知郡愛荘町東出 25 

44   秦荘西小学校   愛知郡愛荘町島川 1162 

45   愛知川小学校   愛知郡愛荘町沓掛 480 

46   愛知川東小学校   愛知郡愛荘町豊満 573 

47   豊郷町立豊郷小学校 豊郷町 犬上郡豊郷町石畑 522 

48   豊郷町立日栄小学校   犬上郡豊郷町吉田 1454 

49   甲良東小学校 甲良町 犬上郡甲良町横関 215 

50   甲良西小学校   犬上郡甲良町在士 625 

51   多賀小学校 多賀町 犬上郡多賀町多賀 738 
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表 3-35(5) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔小学校〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

52 市町立 大滝小学校 多賀町 犬上郡多賀町川相 568 

53 私立 近江兄弟社小学校 近江八幡市 近江八幡市浅小井町 699 

 

〔中学校〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 県立 河瀬中学校 彦根市 彦根市川瀬馬場町 975 

2 市町立 東中学校   彦根市芹川町 443 

3   西中学校   彦根市金亀町 8-1 

4   南中学校   彦根市甘呂町 156 

5   鳥居本中学校   彦根市鳥居本町 788 

6   稲枝中学校   彦根市田原町 202 

7   中央中学校   彦根市西今町 1207 

8   彦根中学校   彦根市西葛籠町 553 

9   八幡中学校 近江八幡市 近江八幡市市井町 36 

10   八幡東中学校   近江八幡市上田町 1751 

11   八幡西中学校   近江八幡市古川町 50 

12   安土中学校   近江八幡市安土町上豊浦 862 

13   玉園中学校 東近江市 東近江市妙法寺町 1101 

14   聖徳中学校   東近江市聖徳町 1-1 

15   船岡中学校   東近江市市辺町 2789 

16   五個荘中学校   東近江市五個荘小幡町 227 

17   愛東中学校   東近江市下中野町 444 

18   湖東中学校   東近江市横溝町 202 

19   朝桜中学校   東近江市市子川原町 686 

20   能登川中学校   東近江市山路町 2800 

21   米原中学校 米原市 米原市入江 313 

22   秦荘中学校 愛荘町 愛知郡愛荘町安孫子 730 

23   愛知中学校   愛知郡愛荘町市 779 

24   豊郷町立豊日中学校 豊郷町 犬上郡豊郷町上枝 50 

25   甲良中学校 甲良町 犬上郡甲良町在士 392 

26   多賀中学校 多賀町 犬上郡多賀町多賀 210 

27 私立 近江兄弟社中学校 近江八幡市 近江八幡市市井町 177 

28   滋賀学園中学校 東近江市 東近江市建部北町 520-1 
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表 3-35(6) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔高等学校〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 県立(全日制） 彦根東高校 彦根市 彦根市金亀町 4-7 

2   河瀬高校   彦根市川瀬馬場町 975 

3   彦根工業高校   彦根市南川瀬町 1310 

4   彦根翔西館高校   彦根市芹川町 580 

5   八幡高校 近江八幡市 近江八幡市堀上町 105 

6   八幡工業高校   近江八幡市西庄町 5 

7   八幡商業高校   近江八幡市宇津呂町 10 

8   八日市高校 東近江市 東近江市八日市上之町 1-25 

9   能登川高校   東近江市伊庭町 13 

10   八日市南高校   東近江市春日町 1-15 

11   愛知高校 愛荘町 愛知郡愛荘町愛知川 102 

12 私立(全日制） 近江高校 彦根市 彦根市松原町大黒前 3511-1 

13   彦根総合高校   彦根市芹川町 328 

14   近江兄弟社高校 近江八幡市 近江八幡市市井町 177 

15   滋賀学園高校 東近江市 東近江市建部北町 520-1 

16   司学館高校 東近江市 東近江市八日市野々宮町 2-30 

 

〔専修学校〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 県立 農業大学校 近江八幡市 近江八幡市安土町大中 503 

2 私立 淡海書道文化専門学校 東近江市 東近江市五個荘竜田町 136 

3   滋賀医療技術専門学校   東近江市北坂町 967 

 

〔大学・短期大学〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 国立 滋賀大学 彦根市 彦根市馬場 1 丁目 1-1 

2 県立 滋賀県立大学   彦根市八坂町 2500 

3 私立 聖泉大学   彦根市肥田町 720 

4   
びわこ学院大学・短期大
学 

東近江市 東近江市布施町 29 

 

〔特別支援学校〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 県立 盲学校 彦根市 彦根市西今町 800 

2   鳥居本養護学校   彦根市鳥居本町 1431-2 

3   八日市養護学校 東近江市 東近江市上平木町 290 

4   愛知高等養護学校 愛荘町 愛知郡愛荘町愛知川 102 

5   甲良養護学校 甲良町 犬上郡甲良町金屋 1798 
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表 3-35(7) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔社会福祉施設〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 特別養護老人
ホーム 

近江ふるさと園 彦根市 彦根市石寺町今堀 713 

2 近江第二ふるさと園  彦根市開出今町 1343-3 

3  さざなみ苑  彦根市城町 2-13-3 

4  風蝶木  彦根市極楽寺町 596 

5  邂逅の郷  彦根市日夏町 151 

6  第二邂逅の郷  彦根市日夏町 151 

7  千松の郷  彦根市松原町 520 番地-1 

8  千松の郷Ⅱ番館  彦根市松原町 524 番地 

9  ナースログ  彦根市極楽寺町 605 

10  サニープレイス彦根  彦根市三津町 446 番地 1 

11  ふれあい 近江八幡市 近江八幡市上田町 1315-1 

12  安土やすらぎの郷  近江八幡市安土町下豊浦 4141 

13  玉園ハイム 東近江市 東近江市尻無町山ノ間 1170-3 

14  菊水園  東近江市下里町桑ノ木 789 

15  能登川園  東近江市新宮町 547 

16  清水苑  東近江市五個荘川並町 268 

17  きいと  東近江市五個荘山本町 447-34 

18  カルナハウス  東近江市建部下野町 797 

19  こぼしの家  東近江市市辺町 3477 

20  沖野原  東近江市沖野三丁目 10-18 

21  のとがわ  東近江市新宮町 316-1 

22  やまびこ 愛荘町 愛知郡愛荘町安孫子 1235 

23 
 ハッピーライフ 

ゆりの郷 
 愛知郡愛荘町市 1509 

24  長野の里  愛知郡愛荘町長野 1499 

25  いやしのさと 豊郷町 犬上郡豊郷町沢 517-4 

26  いぬかみ 多賀町 犬上郡多賀町中川原 605-2 

27  多賀清流の里  犬上郡多賀町佐目 675 

28 
ケアハウス 花しょうぶの郷 

軽費老人ホーム 
彦根市 彦根市稲枝町木折 27-1 

29  ケアハウスカルナ 東近江市 東近江市建部下野町 797 

30 養護老人ホー
ム 

金亀荘 彦根市 彦根市日夏町 151 

31 きぬがさ 東近江市 東近江市五個荘川並町 322 

32  星光の里 多賀町 犬上郡多賀町中川原 605-2 

33 有料老人ホー
ム 

湖郷の彩風 彦根 彦根市 彦根市松原町字網代口 1435 番地 13 

34 
平田ケアレジデンス翔裕
館 

 彦根市平田町 1114-1 

35 
 ハートフルヒルズ彦根別

館ハートフルホーム彦根 
 彦根市外町 101 番地 

36  ハートフルヒルズ彦根  彦根市里根町 191 番地 1 

37  メイプルコート日夏  彦根市日夏町 3662-4 

38 
 びわ湖高齢者 

マンション悠悠の館 
米原市 米原市磯 1729 番の 1 

39 
介護療養型医
療施設 

彦根中央病院介護療養型
医療施設 

彦根市 彦根市西今町 421 

40 
近江温泉病院介護療養型
医療施設 

東近江市 東近江市北坂町 966 

41 介護老人 アロフェンテ彦根 彦根市 彦根市竹ヶ鼻町 80 

42 保健施設 リハビリセンターあゆみ 東近江市 東近江市新宮町 558 

43  ケアセンター蒲生野  東近江市桜川西町 340 

44  ここちの郷  東近江市五個荘山本町 466 
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表 3-35(8) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔社会福祉施設〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

45 
介護老人 
保健施設 

ウェル青葉 東近江市 東近江市青葉町 1-46 

46 

生活支援ハウ
ス（高齢者生活
福祉センター） 

生活支援 
ハウスハートフル 

多賀町 犬上郡多賀町中川原 605-2 

47 障害福祉サー
ビス事業所 

かいぜ寮 彦根市 彦根市海瀬町 255 番地 

48 ふるさと 彦根市開出今町 1343-3 

49 彦根学園 彦根市高宮町 2671 番地 

50   せいふう 彦根市高宮町 2672 番地 

51   ショートステイとまと 彦根市賀田山町 522-2 

52   西の湖 自立の家 近江八幡市 近江八幡市安土町下豊浦 5013 番地 7 

53  
びわ湖ワークス 
ドリームハイツ 

東近江市 東近江市躰光寺町 250 番地 

54   障害者支援施設あかね 東近江市小脇町字栄 2089 番地 

55  みんなの家  東近江市小脇町 2089 番地 

56   ショートステイじゅう楽  東近江市五個荘金堂町 940 番地 

57   
短期入所事業所 
くすのき 

 東近江市五個荘竜田町 550 番地 

58   野の花  東近江市上中野町 86 

59 
 

止揚学園  東近江市佐野町 885 

60 あすなろ寮 豊郷町 犬上郡豊郷町沢 506 番 1 

61 障害福祉サー
ビス事業所(グ
ループホーム) 

サンコスモ滝井 彦根市 彦根市三津町 800 番地 

62 そよかぜ  彦根市三津町 800 番地 

63 ＴＯＣＯハウス  彦根市岡町 103-2 

64 あじさいホーム  彦根市平田町 72 番地の 1 

65 グループホームすみれ  彦根市小泉町字天王 686 番 3 

66 ひこねひまわりホーム  彦根市大屋冨町 2036-1 

67   ひこね芹川ホーム  彦根市新町 49 

68   ひこね七里ホーム  彦根市新町 12 

69   
ひこねわたぼうし 
ホーム 

 彦根市後三条町 603-12 

70   ケアホームたちばな  彦根市高宮町 283-3 番地 

71   ひこねたんぽぽホーム  彦根市賀田山町 522-2 

72   
グループホーム 
はなみずき 

近江八幡市 近江八幡市安土町小中 1 番地の 12 

73   青葉の里  近江八幡市鷹飼町 830-11 

74  パルハウス 東近江市 東近江市佐生町 21-1 

75  止揚の家  東近江市垣見町 129 番地 

76  あゆみケアホーム  東近江市八日市清水二丁目 1-51 

77  ホームふきのとう  東近江市八日市市水二丁目 1-50 

78  
特定非営利活動法人 ふ
れあい広場 ハーモニー 

 東近江市東沖野二丁目 1 番 3 号 

79   ホームおきの  東近江市沖野 2 丁目 14-31 

80   ホーム雪野山  東近江市下羽田町 78-1 

81   ホームつばさ  東近江市小脇町 1433 番地１ 
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表 3-35(9) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔社会福祉施設〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

82 障害福祉 
サービス 
事業所 
(グループホー
ム) 

どんぐりホーム 東近江市 東近江市北花沢町 1247 番地 

83 グループホーム平松の家   東近江市平松町 1023 

84 野の花   東近江市上中野町 86 

85 陽気寮   東近江市上中野町 53 

86 梅林乃家   東近江市梅林町 215 番地 

87 グループホームじゅう楽   東近江市五個荘金堂町 940 番地 

88  グループホーム五個荘   
東近江市五個荘北町屋町木の前
104 番地 3 

89  ホームきたまちや   
東近江市五個荘北町屋町 174 番
地 

90  ホームわっか   東近江市市子殿町 367 番 3 

91  ホームさくら   東近江市桜川西町 353－1 

92  グループホームはっこう  東近江市八日市東本町 5 番 7 

93  ゆめ 愛荘町 愛知郡愛荘町軽野 369 

94  第 2 コスモスホーム   愛知郡愛荘町軽野 342 

95  
グループホームすずらん
の家 

  愛知郡愛荘町岩倉 754 番地の 2 

96  オリーブ   愛知郡愛荘町愛知川 1633 番地 1 

97  ＨＯＰＥ 豊郷町 犬上郡豊郷町上枝 339 

98  シャイン   犬上郡豊郷町上枝 80-2 

99  ハピネス   犬上郡豊郷町上枝 80-2 

100  フレンズ   犬上郡豊郷町八目 129 

101  自立生活支援ホーム豊郷   犬上郡豊郷町安食西 285 

102  あすなろ   犬上郡豊郷町大字安食南 678 

103  レンガ   犬上郡豊郷町安食南 385-29 

104  たけのこ   犬上郡豊郷町下枝 11-3 

105  ひえ   犬上郡豊郷町下枝 9 

106  四季   犬上郡豊郷町沢 506-1 

107 
情緒障害児短
期治療施設 

さざなみ学園 彦根市 彦根市鳥居本町 1586 

108 障害児通所支 きらめき 彦根市 彦根市芹川町 573-3 

109 
援・障害児入
所施設等  

放課後等デイサービスに
こにこルーム 

  彦根市地蔵町 86-3 

110   はばたき   彦根市平田町 105-7 

111   
彦根子ども療育 
センター 

  彦根市平田町 597-1 

112   うきうきクラブ   彦根市平田町 936 番地 

113   
多機能型重症児者等デイ
サービスふぁみりぃ 

  
彦根市平田町 584 番地 2 サニー
ヒル三越 102 号室 

114   ぽぽハウス   彦根市小泉町 300-9 

115   
発達支援ルーム 
りんごの木 

  
彦根市後三条 326-6 プレジデ
ンス MI・GU・RI テナント B・G 

116   
彦根学園 
さくら 

  彦根市高宮町 2671 

117   ひまわりくらぶ   彦根市立花町 2 番 51 号 

118   さくらはーと   
彦根市後三条 90-2Ra・ヴィール
TACHIBANA1F 

119   
放課後等デイサービス 
うきうきホーム 

  彦根市長曽根南町 515 番地 7 

120  さくらんぼ  彦根市芹町 10 番 28-103 号 
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表 3-35(10) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔社会福祉施設〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

121 
障害児通所支 
援・障害児入
所施設等  

放課後等デイサービス 
キッズ☆station 
近江八幡 EAST 

近江八幡市 近江八幡市上田町 1327-1 

122   
放課後等デイサービスひ
びき 

  近江八幡市千僧供町 357-1 

123   
放課後等デイサービスこ
こあ 

  近江八幡市馬淵町 1636-3 

124   
スキルアップスタジオ 
ＴＩＮＯ 

  近江八幡市堀上町 159－7 

125   
児童発達支援・放課後等
デイサービスベストライ
フつばさ 

  
近江八幡市白鳥町 30-3 敷島第
2 ビル 101 号 

126   凜 川原町   近江八幡市川原町一丁目１番 7 

127   
近江八幡市子ども発達支
援センター 

  近江八幡市土田町 1313 

128   
子どもサポート教室「き
らり」近江八幡駅前校 

  
近江八幡市鷹飼町 1485 番地尾６
（502） 

129   
児童通所支援事業所ての
ひら近江八幡鷹飼町 

  
近江八幡市鷹飼町南三丁目 4 番
地 5 VonDenEmon ビル１F 

130   サンライズ能登川 東近江市 東近江市垣見町 757-3 

131   
放課後等デイサービスじ
ょいなす 

  東近江市山路町 614 

132   
発達支援ルームＰＯ・Ｔ
Ｅ・ＴＯ ひとくみ 

  東近江市昭和町 2-13 

133   
東近江市児童発達支援セ
ンターめだかの学校 

  東近江市八日市上之町 1-41 

134   
東近江市発達支援 
センター 

  東近江市八日市上之町 1-41 

135  
アプリ児童デイサービス
東近江 

  東近江市八日市緑町 14 番 13 号 

136  
放課後等デイサービス 
キッズ☆station 
東近江 

 東近江市八日市金屋三丁目 1-7 

137   
アプリ児童デイサービス
妙法寺 

  東近江市妙法寺町 883-4 

138   サンライズ   東近江市小脇町栄 2089 

139   きらり庵   東近江市上中野町 397 

140   
放課後等デイサービス 
ソレイユ 

  東近江市五個荘竜田町 550 番地 

141   
こぱんはうすさくら 東
近江教室 

  東近江市妙法寺町 629 番地 3 

142  Reasonable-せきすい  東近江市八日市金屋二丁目 2-5 

143   愛犬つくし教室 愛荘町 愛知郡愛荘町竹原 528 

144   か～む   愛知郡愛荘町川原 702 

145   
放課後等デイサービスス
マイルキッズ 

  愛知郡愛荘町市 1490-8 

146   
放課後等デイサービス 
ハッピーキッズ 

豊郷町 犬上郡豊郷町高野瀬 557-1 
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表 3-35(11) 環境への配慮が特に必要な施設 

〔図書館〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 市町立 彦根市立図書館 彦根市 彦根市尾末町 8-1 

2  安土図書館 近江八幡市 近江八幡市安土町上豊浦 1 番地 

3  八日市図書館 東近江市 八日市金屋東近江市 2 丁目 6-25 

4  五個荘図書館  東近江市五個荘小幡町 227 

5  愛東図書館  東近江市下中野町 431 

6  湖東図書館  東近江市横溝町 1967 

7  能登川図書館  東近江市山路町 2225 

8  蒲生図書館  東近江市市子川原町 676 番地 

9  秦荘図書館 愛荘町 愛知郡愛荘町安孫子 822 

10  愛知川図書館 愛知郡愛荘町市 1673 

11  豊郷町立図書館 豊郷町 犬上郡豊郷町石畑 518 

12  甲良町立図書館 甲良町 犬上郡甲良町横関 927 

13  多賀町立図書館 多賀町 犬上郡多賀町四手 976-2 

 

〔病院〕 

番号 区分 施設名 地域 所在地 

1 市町立 彦根市立病院 彦根市 彦根市八坂町 1882 

2 
 

近江八幡市立総合医療セ
ンター 

近江八幡市 近江八幡市土田町 1379 

3 
医療法人恭昭
会 

彦根中央病院 彦根市 彦根市西今町 421 

4 
医療法人友仁
会 

友仁山崎病院 
 

彦根市竹ヶ鼻町 80 

5 
公益財団法人
青樹会 

滋賀八幡病院 近江八幡市 近江八幡市鷹飼町 744 

6 
医療法人社団
幸信会 

青葉病院 東近江市 東近江市青葉町 1-36 

7 
医療法人恒仁
会 

近江温泉病院  東近江市北坂町 966 

8 
医療法人医誠
会 

神崎中央病院  東近江市五個荘清水鼻町 95 

9 
独立行政法人
国立病院機構 

東近江総合医療センター  東近江市五智町 255 

10 
医療法人社団
昴会 

湖東記念病院  東近江市平松町 2-1 

11 
医療法人敬愛
会(特定医療法
人) 

東近江敬愛病院  東近江市八日市東本町 8-16 

12 
医療法人社団
昴会 

東近江市立能登川病院  東近江市猪子町 191 

13 公益財団法人 豊郷病院 豊郷町 犬上郡豊郷町八目 12 番地 

出典：「県内学校一覧（平成 30 年度）」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「県内公共図書館一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県立図書館 HP） 

「県内病院の情報」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「保育所・認定こども園一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、一般社団法人滋賀県保育協議会 HP） 

「保育所（園）一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「小規模保育事業一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「多賀町立保育所のご案内」（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町役場 HP） 

「老人福祉施設等一覧（県把握分）」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「障害福祉サービス事業所等一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「児童福祉施設一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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図 3-24(1) 環境への配慮が特に必要な施設(学校等、病院・図書館)位置図  

出典：「県内学校一覧（平成 30 年度）」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「県内公共図書館一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県立図書館 HP） 

「県内病院の情報」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「保育所・認定こども園一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、一般社団法人滋賀県保育協議会 HP） 

「保育所（園）一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「小規模保育事業一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「多賀町立保育所のご案内」（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町役場 HP） 
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図 3-24(2) 環境への配慮が特に必要な施設(社会福祉施設)位置図 

出典：「老人福祉施設等一覧（県把握分）」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「障害福祉サービス事業所等一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「児童福祉施設一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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(6)上水道整備の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の滋賀県・彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘

町、豊郷町、甲良町、多賀町の上水道・簡易水道の普及率を表 3-36 に示します。 

「平成 28 年度 滋賀県の水道」によると、平成 28 年度末現在の県内上水道普及率は

96.2%、簡易水道普及率は 3.6%となっています。 

事業実施想定区域及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷

町、甲良町、多賀町の上水道・簡易水道普及率は 91.0～99.8%となっています。なお、豊郷

町では上水道は使用されておらず、簡易水道のみで 91.0%を占めています。 

また、「2019 しがの農業農村」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP）によると、滋賀県内

の農業用水の内訳は琵琶湖水が 30％、琵琶湖・河川併用が 14％、河川水が 46％です。事業

実施想定区域及びその周囲においては、彦根市、近江八幡市、米原市の一部等、琵琶湖に面

した地域では主に琵琶湖水が利用され、愛荘町、多賀町の一部等の内陸部では主に河川水が

利用されています。 

 

表 3-36 上水道・簡易水道普及率 

市町名 
普及率（%） 

上水道 簡易水道 合計 

彦根市 99.8  0.0  99.8  

近江八幡市 99.7  0.0  99.7  

東近江市 98.3  0.0  98.3  

米原市 97.6  1.9  99.5  

愛荘町 98.1  0.0  98.1  

豊郷町 0.0  91.0  91.0  

甲良町 99.4  0.0  99.4  

多賀町 99.6  0.0  99.6  

滋賀県 99.8  0.0  99.8  

注）1.上水、簡易水道以外の専用水道（自己水源等）または他の上水道から受水

している場合があるため、合計が 100%とならない。 

  2.平成 29 年 3 月 31 日現在。 

出典：「平成 28 年度 滋賀県の水道」（平成 31 年 2 月、滋賀県） 
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(7)下水道の整備の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の滋賀県・彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘

町、豊郷町、甲良町、多賀町の、下水道処理区域内人口と行政区域人口から計算される公共

下水道普及状況を表 3-37 に示します。 

滋賀県の平成 29 年度末の公共下水道普及率は 89.7%となっています。事業実施想定区域

及びその周囲の彦根市、近江八幡市、東近江市、米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

の公共下水道普及率は、76.8～100.0%となっています。 

 

表 3-37 公共下水道普及状況 

単位：% 

市町名 普及率 
水洗化率 

（処理区域内） 

水洗化率 

（行政区域内） 

水洗化率 

（処理区域内世帯） 

彦根市 82.5 89.7 74.0 89.7 

近江八幡市 79.5 87.5 69.5 87.5 

東近江市 76.8 87.6 67.3 84.0 

米原市 89.9 92.7 83.3 83.9 

愛荘町 99.2 91.0 90.3 88.5 

豊郷町 100.0 91.6 91.6 86.5 

甲良町 99.9 81.2 81.1 79.8 

多賀町 88.2 92.9 81.9 82.2 

滋賀県 89.7 93.7 84.0 91.9 

注）1.東近江市の値は湖南中部処理区、東北部処理区の合算値とした。 

2.平成30年3月31日現在。 

出典：「滋賀県の汚水処理施設の普及状況 公共下水道普及状況」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 
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(8)環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規

制の内容その他の状況 

1) 都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた用途地域 

事業実施想定区域及びその周囲における都市計画区域の指定状況を表 3-38 及び図 3-25 に

示します。事業実施想定区域及びその周囲には、用途地域が定められています。 

 

表 3-38 都市計画区域の指定状況 

単位：ha 

都市計画区域名 彦根長浜 近江八幡八日市 

都市名 彦根市 米原市 
犬上郡 

多賀町 
近江八幡市 東近江市 

都市計画区域面積

（ha） 
9,828 1,848 2,230 10,142 13,467 

都市計画区域面積 

用
途
地
域 

第 1 種低層住

居専用 
68.0 9.2 18.6 107.6 64.4 

第 2 種低層住

居専用 
－ － － － － 

第 1 種中高層

住居専用 
605.5 28.6 － 186.0 269.4 

第 2 種中高層

住居専用 
－ － 4.7 92.7 95.5 

第 1 種住居 853.5 57.1 38.0 349.9 329.1 

第 2 種住居 34.5 2.1 17.8 36.8 22.1 

準住居 10.2 － － － 14.8 

近隣商業 231.3 14.9 9.4 32.2 106.9 

商業 60.5 13.2 － 70.0 49.7 

準工業 312.8 69.4 3.8 6.2 97.5 

工業 241.3 44.1 8.5 10.1 225.8 

工業専用 154.0 33.3 171.8 139.4 142.7 

計 2,571.6 271.9 272.6 1,030.9 1,417.9 

指定年月

日 

当初 昭和46年6月11日 昭和48年12月28日 

最終 平成28年12月28日 平成23年5月11日 

注）平成29年3月31日現在。 

出典：「滋賀の都市計画2017 資料編」（平成29年3月、滋賀県） 

「滋賀の都市計画2017」（平成29年3月、滋賀県） 
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図 3-25 都市計画図(用途地域図) 

出典：「滋賀の都市計画 2017 資料編」（平成 29 年 3 月、滋賀県） 

「滋賀の都市計画 2017」（平成 29 年 3 月、滋賀県） 

「滋賀県都市計画総括図」(平成 29 年 3 月、滋賀県) 
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2) 環境基本法第十七条の規定により策定された公害防止計画の策定の状況 

事業実施想定区域及びその周囲において、「環境基本法」（平成 5 年 11 月 19 日法律第 91

号）第十七条第一項に基づく公害防止計画は策定されていません。 

 

3) 大気汚染防止法第五条の二第一項の規定により定められた指定地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「大気汚染防止法」（昭和 43 年 6 月 10 日法律第 97

号）第五条の二第一項に規定する指定地域はありません。 

 

4) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法第六条第一項及び第八条第一項の規定により定められた窒素酸化物対策

地域及び粒子状物質対策地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質

の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」（平成 4 年 6 月 3 日法律第 70 号）第

六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域、第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域は

ありません。 

 

5) 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 

事業実施想定区域及びその周囲には、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」（昭和 55 年

5 月 1 日法律第 34 号）第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路はありません。 
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6)環境基本法第十六条第一項の規定により定められた騒音に係る環境基準の類型の指定状況 

事業実施想定区域及びその周囲における「環境基本法」第十六条の規定に基づく騒音に係

る環境基準を表 3-39 に、騒音環境類型区分図を図 3-27 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲では、滋賀県や各市の告示により、A 類型、B 類型、C 類

型が指定されています。 

 

表 3-39 騒音に係る環境基準 

注）1.時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの

間とする。 

2.AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等特に静穏を要する地

域とする。 

3.Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

4.Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

5.Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 

 

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（道路に面する地域）については、上表によらず

次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

備考：車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道

部分をいう。 

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例とし

て次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

注）騒音の評価方法は、等価騒音レベルによる。 

出典：「騒音に係る環境基準について」（平成10年9月30日環境庁告示第64号） 

 

  

地域の類型 
基準値 

昼間 夜間 

AA 50デシベル以下 40デシベル以下 

A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下 

C 60デシベル以下 50デシベル以下 

地域の区分 
基準値 

昼間 夜間 

ａ地域のうち2車線以上の車線を有する

道路に面する地域 
60デシベル以下 55デシベル以下 

ｂ地域のうち2車線以上の車線を有する

道路に面する地域及びｃ地域のうち車線

を有する道路に面する地域 

65デシベル以下 60デシベル以下 

基準値 

昼間 夜間 

70デシベル以下 65デシベル以下 

備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め

られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては

40デシベル以下）によることができる。 
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7) 水質汚濁に係る環境基準及び類型指定状況 

事業実施想定区域及びその周囲における「環境基本法」第十六条及び「水質汚濁に係る環

境基準の水域類型の指定」（昭和 49 年 4 月 1 日滋賀県告示第 136 号）の規定に基づく水質汚

濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準を表 3-40、河川における生活

環境の保全に関する環境基準を表 3-41(1)～(2)、湖沼における生活環境の保全に関する環

境基準を表 3-42(1)～(2)に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲では、犬上川が河川 AA 類型、宇曽川が河川 B 類型、琵琶

湖が湖沼 AA 類型に指定されています。水質の類型指定状況は図 3-26 に示します。 

 

表 3-40 水質汚濁に係る環境基準（人の健康の保護に関する環境基準） 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号） 

項目 基準値 備考 

カドミウム 0.003mg/L 以下 1：基準値は年間平均値とする。た

だし、全シアンに係る基準値に

ついては、最高値とする｡ 

2:「検出されないこと」とは、測

定方法の項に掲げる方法により

測定した場合において、その結

果が当該方法の定量限界を下回

ることをいう。 

3：海域については、ふっ素及びほ

う素の基準値は適用しない。 

4：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の

濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、

43.2.5 又は 43.2.6 により測定さ

れた硝酸イオンの濃度に換算係

数 0.2259 を乗じたものと規格

43.1 により測定された亜硝酸イ

オンの濃度に換算係数 0.3045 を

乗じたものの和とする。 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

PCB 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 
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表 3-41 (1) 河川における水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する環境基準） 

【ア．河川（湖沼を除く。）】 

注 1：自然環境保全…自然探勝等の環境保全 

注 2：水道 1 級…ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級…沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級…前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

注 3：水産１級…ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級…サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級…コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 

注 4：工業用水 1 級…沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級…薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級…特殊の浄水操作を行うもの 

注 5：環境保全…国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

項目 

類型 

利用目的の 

適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

(pH) 

生物化学的 

酸素要求量 

(BOD) 

浮遊物質量 

(SS) 

溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌群数 

ＡＡ 

水道 1 級 

自然環境保全 

及び A 以下の

欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100mL 以下 

Ａ 

水道 2 級 

水産 1 級 

水浴 

及び B 以下の

欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

2mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

Ｂ 

水道 3 級 

水産 2 級 

及び C 以下の

欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

5,000MPN/ 

100mL 以下 

Ｃ 

水産 3 級 

工業用水 1 級 

及びＤ以下の

欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
- 

Ｄ 

工業用水 2 級 

農業用水 

及びＥの欄に

掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
- 

Ｅ 
工業用水 3 級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10mg/L 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと。 

2mg/L 

以上 
- 

備考 1：基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

備考 2：農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上

とする（湖沼もこれに準ずる。）。 
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表 3-41 (2)  河川における水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する環境基準） 

【イ．河川（湖沼を除く。）】 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号） 

項目 

類型 

水生生物の生息状況の

適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 

イワナ、サケマス等比

較的低温域を好む水生

生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物Ａの水域のうち、

生物Ａの欄に掲げる水

生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必

要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物 B 

コイ、フナ等比較的高

温域を好む水生生物及

びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物Ａ又は生物Ｂの水

域のうち、生物Ｂの欄

に掲げる水生生物の産

卵場（繁殖場）又は幼

稚仔の生育場として特

に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考 1：基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
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表 3-42 (1) 湖沼における水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する環境基準） 

【ア．湖沼（天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が

4 日間以上である人口湖）】 

注 1：自然環境保全…自然探勝等の環境保全 

注 2：水道 1 級…ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2、3 級…沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの。又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を

行うもの。 

注 3：水産１級…ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級…サケ科魚類及びアユ等栄養湖型の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級…コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

注 4：工業用水 1 級…沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級…薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

注 5：環境保全…国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号） 

項目 

類型 

利用目的の 

適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

(pH) 

化学的 

酸素要求量 

(COD) 

浮遊物質量 

(SS) 

溶存酸素量 

(DO) 
大腸菌群数 

ＡＡ 

水道 1 級 

水産 1 級 

自然環境保全

及び A 以下の

欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg/L 

以下 

1mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100mL 以下 

Ａ 

水道 2、3 級 

水産 2 級 

水浴 

及び B 以下の

欄に掲げるも

の 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg/L 

以下 

5mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100mL 以下 

Ｂ 

水産 3 級 

工業用水 1 級 

農業用水 

及び C の欄に

掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg/L 

以下 

15mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
- 

Ｃ 
工業用水 2 級 

環境保全 

6.0 以上 

8.5 以下 

8mg/L 

以下 

ごみ等の浮

遊が認めら

れないこと 

2mg/L 

以上 
- 

備考 1：基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

備考 2：農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上

とする（湖沼もこれに準ずる。）。 
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表 3-42 (2) 湖沼における水質汚濁に係る環境基準（生活環境の保全に関する環境基準） 

【イ．湖沼（天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が

4 日間以上である人口湖）】 

出典：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日 環境庁告示第59号） 

 

項目 

類型 

水生生物の生息状況の

適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 

イワナ、サケマス等比

較的低温域を好む水生

生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物Ａの水域のうち、

生物Ａの欄に掲げる水

生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必

要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物 B 

コイ、フナ等比較的高

温域を好む水生生物及

びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物Ａ又は生物Ｂの水

域のうち、生物Ｂの欄

に掲げる水生生物の産

卵場（繁殖場）又は幼

稚仔の生育場として特

に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考 1：基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
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図 3-26 水質環境類型の指定状況

出典：「滋賀県水防区域図」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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8) 騒音規制法第三条第一項及び第十七条第一項に基づく指定地域内における自動車騒音の

限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

事業実施想定区域及びその周囲では、「騒音規制法」（昭和 43 年 6 月 10 日法律第 98 号）

第三条第一項及び第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定

める省令の別表の備考に規定する自動車騒音の限度に係る地域が指定されています。 

「騒音規制法」に基づく自動車騒音の要請限度を表 3-43 に、自動車騒音の要請限度に係

る地域指定状況を図 3-27 に示します。事業実施区域及びその周囲では、騒音に係る環境基

準の地域における A 類型が a 区域、B 類型が b 区域、C 類型が c 区域とされています。 

 

表 3-43 騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度 

区分 

時間 

昼間 
（6 時～22 時） 

夜間 
（22 時～6 時） 

ａ区域 
1 車線を有する道路に面する区域 65 デシベル以下 55 デシベル以下 

2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 

ｂ区域 
1 車線を有する道路に面する区域 65 デシベル以下 55 デシベル以下 

2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 75 デシベル以下 70 デシベル以下 

ｃ区域 
1 車線を有する道路に面する区域 

75 デシベル以下 70 デシベル以下 
2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 

ただし、「幹線交通を担う道路に近接する区域」については、特例として上表にかかわらず次表のとおり

となる。 

高速自動車国道、一般国道、県道、4 車線以上の市町村道並

びに自動車専用道路に面する区域 
75 デシベル以下 70 デシベル以下 

注）1.単位デシベルとは、計量法に定める音圧レベルの計量単位。 

2.「車線」とは、1 縦列の自動車（2 輪のものを除く）が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を

有する帯状の車道の部分をいう。 

3.「近接する区域」とは、道路端からの距離が、2 車線以下の道路では 15ｍ、2 車線を超える道路では

20ｍまでの区域のことである。 

出典：「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」 

（平成 12 年 3 月 2 日総理府令第 15 号） 
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図 3-27 騒音環境類型区分図及び自動車騒音の要請限度に係る地域指定状況 

出典： 

※騒音に係る環境基準の地域の類型指定 

「騒音に係る環境基準の地域の類型にあてはめる地域等の指定」（平成 13 年 3 月 30 日、滋賀県告示第 196 号） 

「彦根市告示第 84 号」（平成 24 年 4 月 1 日） 

「騒音に係る環境基準の地域の類型にあてはめる地域等の指定」（平成 24 年 4 月 1 日、近江八幡市告示第 70 号） 

「東近江市告示 425 号」（平成 25 年 12 月 18 日） 

「騒音に係る環境基準の地域の類型にあてはめる地域等の指定について」（平成 24 年 3 月 22 日、米原市告示第 63 号） 

※騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分の指定について 

「騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分の指定について」（平成 19 年 3 月 22 日、彦根市告示第 59 号） 

「近江八幡市告示第 53 号」（平成 23 年 4 月 1 日） 

「東近江市告示第 422 号」（平成 25 年 12 月 18 日） 

「騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分の指定について」（平成 24 年 12 月 25 日、米原市告示第 294 号） 

「騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分の指定について」（平成 19 年 3 月 27 日、愛荘町告示第 20 号） 

「騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分の指定について」（平成 19 年 3 月 26 日、豊郷町告示第 9 号） 

「騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分の指定について」（平成 19 年 3 月 20 日、甲良町告示第 4 号） 

「多賀町告示第 15 号」（平成 19 年 4 月 1 日） 
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9) 振動規制法第十六条第一項に規定する道路交通振動の限度、地域指定状況、区域の区分、

時間の区分の状況 

「振動規制法」（昭和 51 年 6 月 10 日法律第 64 号）第十六条第一項及び「振動規制法

施行規則別表第二の備考の 1 に規定する区域及び同備考の 2 に規定する時間」等に基づき、

道路交通振動の限度に係る地域が指定されています。 

「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度を表 3-44 に、事業実施想定区域及び

その周囲の道路交通振動の限度に係る地域指定状況を図 3-28 に示します。事業実施区域

及びその周囲では、振動規制法に基づき各市町により定められた振動の規制に係る区域の

第 1 種区域が第 1 種区域、第 2 種区域(Ⅰ)及び(Ⅱ)が第 2 種区域とされています。 

 

表 3-44 振動規制法に基づく要請限度と時間の区分 

区域の区分 
昼間 夜間 

（午前 8 時から午後 7 時まで） （午後 7 時から翌日の午前 8 時まで） 

第 1 種区域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 

第 2 種区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考：都道府県知事（市の区域内の区域に係る限度については、市長。）、道路管理者及び都道府県公安委

員会が協議するところにより、学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路における限度は

同表に定める値以下当該値から 5 デシベル減じた値以上とし、特定の既設幹線道路の区間の全部又は

一部における夜間の第 1 種区域の限度は夜間の第 2 種区域の値とすることができる。 

※振動の測定点は、道路の敷地の境界線とする。 

※単位デシベルとは、計量法に定める振動加速度レベルの計量単位。 

出典：「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日総理府令第 58 号） 

  ：「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月 22 日彦根市告示第 63

号） 

：「近江八幡市告示第 54 号」(平成 23 年 4 月 1 日、近江八幡市) 

：「東近江市告示第 340 号」(平成 27 年 4 月 28 日、東近江市) 

：「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月 20 日米原市告示第 62

号) 

：「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月 27 日愛荘町告示第 24

号) 

：「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定」(平成 19 年 3 月 26 日豊郷町告示第 13 号) 

：「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月甲良町告示第 8 号) 

：「多賀町告示第 19 号」(平成 19 年 4 月 1 日、多賀町) 

※いずれも振動の規制に係る区域の区分図は各市町の縦覧に供する。 
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図 3-28 道路交通振動の限度に係る地域指定状況 

出典：「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月 22 日、彦根市告示第 63 号） 

「近江八幡市告示第 54 号」(平成 23 年 4 月 1 日、近江八幡市) 

「東近江市告示第 340 号」(平成 27 年 4 月 28 日、東近江市) 

「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月 20 日、米原市告示第 62 号) 

「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月 27 日、愛荘町告示第 24 号) 

「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定」(平成 19 年 3 月 26 日、豊郷町告示第 13 号) 

「道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定について」(平成 19 年 3 月、甲良町告示第 8 号) 

「多賀町告示第 19 号」(平成 19 年 4 月 1 日、多賀町) 
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10)土壌汚染対策法第六条第一項及び第十一条第一項の規定により指定された区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「土壌汚染対策法」第六条第一項の規定により指定

された要措置区域はありませんが、同法十一条第一項の規定により指定された形質変更時要

届出区域があります。事業実施想定区域及びその周囲の形質変更時要届区域の状況を図

3-29 に示します。 

 

11)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条十七第一項により指定された区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十五条の

十七第一項で規定される指定区域があります。事業実施想定区域及びその周囲の指定区域の

状況を図 3-29 に示します。 
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図 3-29 土壌汚染対策法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により指定された区域
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12)世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条二の世界遺産一覧表に記載さ

れた文化遺産及び自然遺産の区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」

（平成 4 年 9 月 28 日条約 7 号）第十一条二の世界遺産一覧表に記載された文化遺産及び自

然遺産の区域はありません。 

 

13)絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定により

指定された生息地等保護区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」第三十六条第一項の規定に基づく生息地等保護区及び同法三十七条第一項の規定に

基づく管理地区の区域はありません。 

 

14)特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条一の規定により指定さ

れた湿地の区域(以下、「ラムサール条約登録湿地」と示す。) 

事業実施想定区域及びその周囲では、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関

する条約」（昭和 55 年 9 月 22 日条約第 28 号）第二条一の規定により琵琶湖及び西の湖が指

定されています。ラムサール条約登録湿地の指定状況を表 3-45 及び図 3-30 に示します。 

 

表 3-45 ラムサール条約登録湿地の指定状況 

番号 名称 所在地 面積(ha) 湿地の種類 登録年月日 

1 
琵琶湖 

西の湖 

彦根市、近江八幡

市、米原市、東近

江市 等 

65,984 
淡水湖、大規模ガンカモ渡

来地、固有魚類生息地 
平成 5 年 6 月 10 日 

出典)「ラムサール条約と条約湿地」(令和元年 7 月 19 日現在、環境省 HP) 
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図 3-30 ラムサール条約登録湿地の指定状況
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15)文化財保護法第二条第一項に基づく有形文化財、第百九条第一項の規定により指定され

た史跡、名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなし

ていると判断されるものに限る。）又は天然記念物（動物又は植物の種を単位として指定

されている場合における該当種及び標本を除く。）、並びに埋蔵文化財包蔵地 

事業実施想定区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和 25 年 5 月 30 日法律第

214 号）第二条第一項に基づく有形文化財を表 3-46(1)～(6)、表 3-47(1)～(5)、表 3-48(1)

～(5)及び図 3-31～図 3-33 に、第百九条第一項に基づく史跡、名勝及び天然記念物の指定

状況を表 3-49(1)～(2)及び図 3-34 に、重要伝統的建造物群保存地区及び重要文化的景観の

分布状況を表 3-50 及び図 3-35 に、埋蔵文化財包蔵地の状況を表 3-51(1)～(20)及び図 3-36

に示します。 

 

表 3-46(1) 有形文化財(建造物)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

1 彦根市 国指定・ 彦根城天守附櫓および多聞櫓 

2   選定 千代神社本殿 

3   彦根城太鼓門および続櫓 

4   彦根城西の丸三重櫓および続櫓 

5   彦根城二の丸佐和口多聞櫓 

6   彦根城天秤櫓 

7   彦根城馬屋 

8   長寿院弁才天堂 

9   有川家住宅 

10   滋賀県指定 多賀大社鳥居（一の鳥居） 

11     長寿院伽藍 

12     長久寺本堂（観音堂） 

13     彦留神社社殿 

14   彦根市指定 旧西郷屋敷長屋門 

15     旧池田屋敷長屋門 

16     旧広田家（納屋七） 住宅 

17     旧鈴木屋敷長屋門 

18     旧彦根藩足軽組屋敷（善利組・太田家住宅） 

19     旧彦根藩武家屋敷(大村家住宅) 

20     金亀会館 

21     旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・中居家住宅） 

22     旧彦根藩足軽組辻番所(善利組) 

23     旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・旧磯島家住宅） 

24     旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・林家住宅) 

25     鹿島家住宅 

26     旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・服部家住宅） 

27     旧彦根藩足軽組屋敷（善利組・吉居家住宅） 

28     佐々木家住宅 

29     彦根城表御殿能舞台 

30     旧彦根藩足軽組屋敷（中藪組・瀧谷家住宅） 

31     旧彦根藩水主屋敷（水主小頭・旧磯﨑家住宅） 

32     吉川家住宅 

33     馬場家住宅 

34     道標「左中山道京いせ」「右彦根道」 

35     旧井伊神社本殿、相の間および拝殿 

36     旧彦根藩足軽組屋敷（善利組・椿居家住宅） 

37     旧彦根藩足軽組屋敷（善利組・北川家住宅） 
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表 3-46(2) 有形文化財(建造物)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

38 彦根市 彦根市指定 彦留神社石造宝塔 

39     岩根家住宅 

40     旧彦根藩足軽組屋敷（善利組・村山家住宅） 

41     荒神山神社社務所、書院及び書院中門 

42     荒神山神社遥拝殿（旧観徳殿） 

43     妙厳寺本堂（御堂）、鐘楼堂及び太鼓楼（太鼓番屋） 

44   彦根市登録 滋賀大学陵水会館 

45     滋賀大学経済学部講堂（旧彦根高等商業学校講堂） 

46     中村商家保存館（主屋・文庫蔵 酒蔵) 

47     スミス記念堂（旧須美壽記念禮拜堂） 

48     百々家住宅主屋 

49     高﨑家住宅主屋(旧川原町郵便局舎) 

50     宇水理髪館店舗 

51     滋賀中央信用金庫銀座支店店舗 

52     秋口家住宅洋館 

53     奥野家住宅主屋 

54     上野家住宅主屋 

55     加藤家住宅（旧布惣）主屋・一之蔵・二之蔵・三之蔵 

56     近江鉄道鳥居本駅舎 

57     旧日夏村役場産業組合合同庁舎 

58     成宮家住宅主屋・土蔵 

59     
旧石橋家住宅東主屋・中主屋・西主屋・東蔵・中蔵・西蔵・南蔵・南塀・

庭塀・西塀・北塀 

60     森家住宅主屋 

61     寺村家住宅主屋 

62     旧佐藤家住宅 

63     若林家住宅 

64     不破家住宅 

65     荒神山神社本殿・拝殿・渡殿・神饌所・神楽殿・鳥居 

66     志賀谷家住宅主屋（本町宿） 

－     旧彦根藩足軽組屋敷（中組・旧桂田家住宅） 

67 近江八幡市 国指定 浄厳院 

68     摠見寺三重塔 

69     摠見寺二王門 

70     旧宮地家住宅 

71     桑実寺本堂 

72     奥石神社本殿 

73     八幡社本殿 

74   滋賀県指定 旧柳原学校校舎 

75     旧安土巡査駐在所 

76     沙沙貴神社 

77   椿神社神門 

78   旧ヴォーリズ住宅 

79   吉田家住宅 

80   近江八幡市 旧伊庭家住宅 

81   指定 教林坊庫裏・表門 

82     浄厳院不動堂 

83     浄厳院鐘楼 

84     奥石神社境内社諏訪社本殿 

85     活津彦根神社本殿 

86     新宮神社大宮社 
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表 3-46(3) 有形文化財(建造物)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

87 近江八幡市 近江八幡市 新宮神社拝殿 

88   指定 五輪塔群 

89     宝篋印塔 

90   近江八幡市 アンドリュース記念館（旧近江八幡 YMCA 会館） 

91   登録 ウォーターハウス記念館本館（旧ウォーターハウスレジデンス主屋） 

92     
ウォーターハウス記念館門及び塀 

（旧ウォーターハウスレジデンス門及び塀） 

93     日本基督教会近江金田教会礼拝堂 

94     東家住宅主屋 

95     東家住宅土蔵 

96     東家住宅石垣 

97     南川家住宅主屋 

98     南川家住宅長屋門 

99 東近江市 国指定 押立神社本殿 

100     石塔寺三重塔 

101     押立神社大門 

102     春日神社本殿 

103     高木神社 

104     布施神社本殿 

105     涌泉寺九重塔 

106     赤人寺七重塔 

107     石塔寺宝塔 

108     石塔寺五輪塔 

109     弘誓寺本堂 

110   滋賀県指定 春日神社神門 

111     大浜神社仁王堂 

112     雨神社本殿 

113     超光寺表門 

114     日吉神社本殿 

115     旧藤井家住宅(五個荘町歴史民俗資料館) 

116     旧松居家住宅（泰山閣） 

117     弘誓寺大広間および書院 

118     望湖神社本殿 

119   東近江市指定 石造宝篋印塔 

120     五輪塔 

121     石造宝塔 

122     石造若宮神社層塔 

123     宝塔 

124     八幡神社層塔 

125     石造宝篋印塔 

126     石造宝塔 

127     旭野神社石造七重塔 

128     吉善寺宝塔 

129     立善寺宝篋印塔 

130     石造宝篋印塔 

131     石造宝篋印塔 

132     石造宝篋印塔 

133     石造宝篋印塔 

134     石造宝篋印塔 

135     苗村神社天神宮 
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表 3-46(4) 有形文化財(建造物)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

136 東近江市 東近江市指定 弘誓寺表門 

137     弘誓寺表門 

138     石造五輪塔 

139     春日神社拝殿および境内社平井天神社本殿 

140     鹿島神社本殿 

141     豊国神社本殿 

142     八幡神社本殿 

143     萬松園（旧市田庄兵衛家住宅） 

144     五箇神社本殿 

145     龍田神社拝殿 

146     弘誓寺鐘楼 

147   東近江市登録 五個荘町歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）  主屋 

148     五個荘町歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）  北土蔵 

149     五個荘町歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）  南土蔵 

150     五個荘町歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）  石橋 

151     五個荘町歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）  外塀 

152     五個荘町歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）  内塀 

153     五個荘町歴史民俗資料館（旧藤井家住宅）  渡廊下 

154     泰山閣（旧松居家住宅）表門 

155     湖東町歴史民俗資料館（旧西押立国民学校校舎） 

156     錬成館（旧西押立国民学校講堂） 

157     深田家住宅土蔵 

158     深田家住宅離れ 

159     深田家住宅主屋 

160     松本家住宅主屋 

161     松本家住宅土蔵 

162     ガリ版伝承館（旧堀井家住宅洋館） 

163     珠玖家住宅 主屋 

164     珠玖家住宅  蔵 

165     東方寺本堂 

166     地蔵院本堂 

167     昌善寺本堂 

168     西福寺本堂 

169     宗林寺本堂 

170     浄華寺本堂 

171     乎加神社本殿 

172     乎加神社幣殿 

173     乎加神社祝詞殿 

174     乎加神社玉垣 

175     乎加神社拝殿 

176     乎加神社手水舎 

177     玉宝院本堂 

178     円寿院本堂 

179     弘誓寺本堂 

180     野村家住宅主屋 

181     野村家住宅土蔵 

182     野村家住宅米蔵 

183     八幡神社本殿 

184     神明神社本殿 

185     弘誓寺本堂 

186     弘誓寺鐘楼 
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表 3-46(5) 有形文化財(建造物)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

187 東近江市 東近江市登録 弘誓寺経蔵 

188     弘誓寺茶所 

189     弘誓寺太鼓堂 

190     弘誓寺庫裏門 

191     宮路医院旧病棟 

192     近江鉄道愛知川橋梁 

193     松居家住宅洋館（旧五箇荘郵便局） 

194     小泉家住宅主屋 

195     小泉家住宅座敷棟 

196     小泉家住宅新座敷棟 

197     小泉家住宅小洋館及び丁稚部屋 

198     小泉家住宅洋館 

199     小泉家住宅小家蔵 

200     小泉家住宅辰巳蔵 

201     小泉家住宅文庫蔵 

202     小泉家住宅大工蔵 

203     小泉家住宅米蔵 

204     小泉家住宅納屋 

205     小泉家住宅下便所及び中門 

206     小泉家住宅表門及び表塀 

207     小泉家住宅裏門及び塀 

208 米原市 滋賀県指定 徳源院三重塔 

209   米原市指定 石塔 

210 愛荘町 国指定 金剛輪寺本堂 

211     豊満神社四脚門 

212     大行社本殿 

213     金剛輪寺二天門 

214     金剛輪寺三重塔 

215   滋賀県指定 八幡神社本殿 

216   愛荘町指定 金剛輪寺宝塔 

217     軽野神社本殿 

218     旧愛知郡役所 

219 豊郷町 滋賀県指定 阿自岐神社本殿 

220 甲良町 国指定 西明寺本堂 

221     西明寺三重塔 

222     甲良神社権殿 

223     西明寺二天門 

224     西明寺宝塔 

225   滋賀県指定 念称寺本堂 

226   甲良神社本殿(法養寺） 

227  甲良町指定 八幡神社本殿 

228   金山神社境内未完成石塔群 

229   勝楽寺四脚門 

230   甲良町図書館（旧・甲良東小学校本館） 

231   正楽寺若一神社宝塔 

232   勝楽寺境内墓石 

233   勝楽寺大日堂 

234 多賀町 滋賀県指定 胡宮神社本殿 

235     大滝神社本殿 

236     多賀大社奥書院 
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表 3-46(6) 有形文化財(建造物)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

237 多賀町 多賀町指定 多賀大社そり橋 

238     多賀大社建造物 

239   登録 かぎ楼 

240     かめや旅館本館 

241     かめや旅館広間 

注）1.番号は図3-31に対応している。 

  2.番号が“－”は、所在地が不明のものを示す。 

出典：「文化財目録」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

「文化財一覧」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「甲良町文化財」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 

「米原市の文化財紹介」（令和元年7月19日現在、米原市HP） 

「愛荘町の文化財」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 
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表 3-47(1) 有形文化財(彫刻)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

1 彦根市 国指定・選定 木造日光菩薩立像・木造月光菩薩立像 

2     木造阿弥陀如来坐像 

3     木造観世音菩薩立像 

4     木造伝切阿坐像 

5     木造阿弥陀如来立像 快慶作 

6   滋賀県指定 木造阿弥陀如来立像 

7     木造僧形坐像 

8     木造僧形神坐像 

9   彦根市指定 木造聖観音菩薩立像 

10     木造千手観音菩薩立像 脇侍 木造毘沙門天立像・木造不動明王立像 

11     木造阿弥陀如来坐像 

12     木造毘沙門天立像、木造不動明王立像 

13     木造聖観音菩薩立像 

14     木造十一面観音菩薩坐像 

15     木造仏頭 

16     武悪面 

17     天狗面 

18     木造役ノ行者倚像 

19     木造阿弥陀如来立像 

20     木造僧形半跏像 

21     木造菩薩形坐像（寺伝観世音菩薩） 

22     木造地蔵菩薩立像 

23     木造毘沙門天立像 

24     木造聖観音坐像 

25     木造釈迦・十大弟子像ならびに十六羅漢・五百羅漢像 

26     木造聖観音坐像 

－ 近江八幡市 国指定 木造阿弥陀如来坐像 

27     厨子入銀造阿弥陀如来立像 

28     厨子入木造薬師如来坐像 

29     木造金剛二力士像 

30     木造千手観音立像 

31     木造地蔵菩薩立像 

32     木造地蔵菩薩坐像 

－     木造十一面観音立像 

－     木造阿弥陀如来坐像 

33     木造薬師如来立像 

34     木造天津日子根命坐像・木造天戸間見命坐像 

35     木造女神坐像・木造僧形神坐像 

36     木造聖観音立像 

37     木造千手観音立像 

38     木造阿弥陀如来立像 

39     木造千手観音立像 

40     木造薬師如来坐像 

41     木造地蔵菩薩立像 

42   近江八幡市指定 木造釈迦如来立像 

43     木造薬師如来立像 
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表 3-47(2) 有形文化財(彫刻)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

44 近江八幡市 近江八幡市指定 木造釈迦如来坐像 

45     木造阿弥陀三尊像 

46     木造阿弥陀如来立像 

47     木造弁財天女坐像 

48     木造地蔵菩薩立像 

－     木造大日如来坐像 

－     木造仮面 

49     金銅地蔵菩薩坐像 

－     木造薬師如来坐像 

50     木造阿弥陀如来坐像 

51     木造獅子頭 

52     木造阿弥陀如来立像 

53     木造阿弥陀如来立像 

－     木造狛犬 

－     木造釈迦如来坐像 

54     木造阿弥陀如来立像 

55     木造阿弥陀如来立像 

56 東近江市 国指定有形 木造薬師如来坐像 

57     木造薬師如来坐像 

58     木造大黒天立像 

59     木造十一面観音立像 

60     木造観世音菩薩坐像 

61     木造帝釈天立像 

62     木造阿弥陀如来坐像 

63     木造十一面観音立像 

64     木造二天王立像 

65     木造二天王立像 

66     木造大威徳明王像 

67     木造阿弥陀如来坐像（大仏堂安置） 

68     木造千手観音立像 

69     木造大日如来坐像 

70     木造聖観音立像（観音堂安置） 

71     木造地蔵菩薩立像 

72     木造阿弥陀如来坐像  阿弥陀堂安置 

73     木造阿弥陀如来坐像 

74     木造役行者及二鬼像 

75   滋賀県指定 木造阿弥陀如来坐像 

76   木造薬師如来坐像 

77   木造仏頭 

78   東近江市指定 木造十一面観音立像 

79     木造薬師、宝生、弥陀、釈迦如来坐像 

80     木造四天王立像 
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表 3-47(3) 有形文化財(彫刻)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

81 東近江市 東近江市指定 木造阿弥陀如来坐像 

82     木造千手観音立像 

83     木造聖観音立像 

84     木造阿弥陀如来坐像 

85     木造阿弥陀如来坐像 

86     木造阿弥陀如来立像 

87     磨崖地蔵菩薩立像 

88     木造地蔵菩薩立像 

89     木造狛犬 

90     石造阿弥陀如来立像 

91     木造阿弥陀如来立像 

92     木造薬師如来立像 

93     木造狛犬    阿吽 

94     木造釈迦如来坐像 

95     木造地蔵菩薩立像 

96     木造阿弥陀如来坐像 

97     木造地蔵菩薩立像 

98     木造聖観音菩薩立像 

99     押立神社本地仏 

100     木造聖観音菩薩立像 

101     木造阿弥陀如来坐像 

102     木造鬼面 

－     木造阿弥陀如来坐像 

－     木造天部形立像 

－     木造狛犬 

103     慶岸寺木造阿弥陀如来坐像 

－     川合東出石棺仏 

104     木造地蔵菩薩半跏像 

105     木造不動明王立像 

106     木造天部形立像 

107     木造狛犬 

108     木造聖観音菩薩立像 

109     木造阿弥陀如来坐像 

－     木造聖観音菩薩立像 

－     石造三尊仏 

110     石造三尊仏 

－     鬼面 

－     鼻高面 

－     木造薬師如来立像 

111     木造地蔵菩薩立像 

－     木造聖観音菩薩立像 

－     木造薬師如来坐像 

－     木造毘沙門天立像 

112     木造阿弥陀如来立像 

  



 

155 

 

表 3-47(4) 有形文化財(彫刻)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

113 米原市 米原市指定 木造聖観音菩薩坐像 

114     木造十一面観音菩薩立像 

－     木造聖観音立像 

115 愛荘町 国指定 木造阿弥陀如来坐像 

116     木造阿弥陀如来坐像 

117     木造十一面観音立像 

118     木造不動明王立像・毘沙門天立像 

119     木造四天王立像 

120     木造慈恵大師坐像 

－     木造慈恵大師坐像 

121     木造不動明王二童子像 

122     木造阿弥陀如来坐像 

123     木造大黒天半跏像 

124     木造聖観音立像 木造地蔵菩薩立像 

125   滋賀県指定 木造聖観音立像 

126     木造十二神将立像 

127   愛荘町指定 木造狛犬 

128     木造薬師如来坐像 

129     木造狛犬 

130     木造聖観音立像 

131     木造不動明王立像 

132     木造聖観音立像 

133     木造毘沙門天立像 

134     木造地蔵菩薩坐像 

135 甲良町 国指定 木造大日如来坐像 

136     木造二天王立像 

137     木造釈迦如来立像 

138     木造不動明王及び二童子像 

139     木造薬師如来立像 

140   滋賀県指定 木造十二神将立像 

141     西明寺木造大日如来坐像 

142  甲良町指定 木造阿弥陀如来立像（念称寺） 

143   西明寺魍魎鬼人像 

144   西明寺木造阿弥陀如来及両脇侍像 

145   西明寺塑像慈恵大師像 

146   西明寺二天王立像 

147   西明寺日光、月光菩薩像 

148   西明寺木造弁才天坐像 

149 多賀町 国指定 木造阿弥陀如来坐像 

－   多賀町指定 木造聖観音立像 

－     木造大日如来坐像 

－     銅造大日如来坐像 

－     銅造毘沙門天立像 
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表 3-47(5) 有形文化財(彫刻)の指定状況 

番号 市町村 指定 名称 

－ 多賀町 多賀町指定 木造地蔵菩薩半跏像 

－     木造僧形神像 

－     木造阿弥陀如来坐像 

－     木造地蔵菩薩立像 

－     能面・狂言面 

注）1.番号は図3-32に対応している。 

  2.番号が“－”は、所在地が不明のものを示す。 

出典：「文化財目録」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

「文化財一覧」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「甲良町文化財」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 

「米原市の文化財紹介」（令和元年7月19日現在、米原市HP） 

「愛荘町の文化財」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 
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表 3-48(1) 有形文化財(建造物、彫刻以外)の指定状況 

番号 市町村 指定 項目 名称 

1 彦根市 国指定・ 絵画 紙本金地著色風俗図（彦根屏風） 

2   選定 古文書 彦根藩井伊家文書 

3     工芸品 太刀 銘国宗（二代） 

4       太刀 銘国宗（伯耆） 

5       我宿蒔絵硯箱 

6   滋賀県 絵画 絹本著色他阿真教像 

7   指定 工芸品 刺繍阿弥陀三尊来迎図 

8       彦根藩井伊家伝来具足 

9   彦根市 絵画 龍潭寺方丈襖絵 伝森川許六筆 

10   指定   絹本著色阿弥陀来迎図 

11       絹本著色浄土変相図 

12       絹本著色阿弥陀来迎図 

13       絹本著色朝鮮高官像 

14       紙本金地著色秋草図屏風 

15       絹本著色阿弥陀三尊来迎図 

16       絹本著色伝熊野権現影向図 

17       絹本著色阿弥陀三尊像 

18       絹本著色善導大師像 

19       井伊家歴代等肖像画 

20       
肥田城主肖像画 伝高野瀬隆重像・高野瀬秀隆像・蜂屋頼隆

像・長谷川秀一像 

21       紙本著色 関ヶ原合戦図(木俣家本) 

22     古文書 彦根御城下惣絵図 

23       中村家文書 

24       宇津木家文書 

25       山田家文書 

26       御城内御絵図 

27       木俣清左衛門家文書 

28     工芸品 鼻高面 

29       木製半月形前卓 

30       井伊家伝来甲冑類 

31       銅造男神鏡像 

32       金銅阿弥陀如来懸仏・金銅観音菩薩懸仏 

33     考古資料 子持勾玉（福満遺跡出土） 

34       塔心礎（普光寺廃寺） 

35       翡翠大珠（丁田遺跡出土） 

36       荒神山古墳出土埴輪 

37     書跡 紙本墨書六字名号 蓮如筆 

38 近江八幡市 国指定 絵画 絹本著色山王権現像 

39       絹本著色阿弥陀聖衆来迎図 

40       紙本著色桑実寺縁起 

41     工芸品 厨子入銅製舎利塔 

42       鉄鐔 

43       梵鐘 

44   滋賀県指定 絵画 絹本著色薬師十二神将像 

45     工芸品 梵鐘 
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表 3-48(2) 有形文化財(建造物、彫刻以外)の指定状況 

番号 市町村 指定 項目 名称 

46 近江八幡市 滋賀県指定 書跡等 称讃浄土仏摂受経 

47     織田信長朱印状 

48     大般若波羅蜜多経 

49  近江八幡市 絵画 絹本著色観無量寿経変相図 

50   指定   絹本著色釈迦十六善神像 

51       絹本著色仏涅槃図 

52       絹本著色織田信長像 

53       安土城古図 

54       紙本著色芦鯉図 

55       絹本著色阿弥陀三尊来迎図 

56       絹本著色光明本尊図 

57       絹本著色仏涅槃図 

58     工芸品 石灯籠 

59       伝豊臣秀吉所用陣羽織 

60       伝織田信長所用陣羽織 

61       判金 

62       宝篋印塔 

63       鉦鼓 

64     考古資料 短甲 

65       刀剣 

－     書跡 新撰菟玖玻集上・下 

－       石工文書 

66       大般若経 

67 東近江市 国指定有形 工芸品 石燈籠 

68       石燈籠 

69     考古資料 
滋賀県雪野山古墳出土品（漆製品、銅鏡、銅鏃、石製品、ガ

ラス製品、鉄製品、土器） 

70     書跡等 今堀日吉神社文書（九百四十七通） 

71       絹本墨書安南国書（永祚陸年陸月初五日） 

72  滋賀県指定 考古資料 家形石棺材（伝勝堂古墳群出土） 

73     書跡等 法華経開結共（厳暹筆こけら経） 

74   東近江市 絵画 聖徳太子絵像 

75   指定   法蓮寺来迎図 

76       石馬寺釈迦如来坐像図 

77       絹本著色十六羅漢画像 

－       絹本著色釈迦十六善神画像 

78       絹本著色阿弥陀如来像 

79     工芸品 石燈籠 

80       銅鉦 

81       梵鐘 

82    菩薩形懸仏 
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表 3-48(3) 有形文化財(建造物、彫刻以外)の指定状況 

番号 市町村 指定 項目 名称 

83 東近江市 東近江市 工芸品 法森寺石燈籠 

84  指定   銅造孔雀文磬 

85     懸仏 

86     鰐口 

87     十三仏種字自然石塔婆 

88     石造燈籠 

89     石造燈籠 

90     石造燈籠 

91     石造燈籠 

92     石造燈籠 

93     翁面一面  附女面一面 

94    鰐口  享禄四年辛卯十ニ月廿六日の刻銘がある 

95    考古資料 丸山古墳出土品 

96       特別史跡安土城跡出土金箔瓦 

97       正楽寺遺跡出土祭祀関連遺物 

98       山面古墳群出土遺物 

－       朝日塚古墳群出土遺物 

99     書跡 大燈国師墨蹟 

100       光明寺文書 

－       端家文書 

101       大般若波羅蜜多経 

－       中西  馬瓢作  筆の塵 

－       中西  馬瓢作  月の話 

－       中西  馬瓢作  俳画集 

102       版本大般若波羅蜜多経 

103       版本妙法蓮華経 

104       山部神社中世文書 

105       大般若経 

－       大般若波羅蜜多経 

106       八王子法橋伝来文書 

107       押立神社文書(1019 点) 

108       三枝家文書 

－       八王子稚児宿伝来文書 

109     歴史資料 時習斎文書 

－       東近江市内学校日誌等史料 

110 米原市 滋賀県指定 工芸品 梵鐘 

－   米原市指定 絵画 絹本著色仁空上人像 

－       紙本著色隠元隆き像 

－       紙本著色木庵性瑫像 

－       紙本著色太虚道清像 

－     工芸品 刺繍阿弥陀如来像 

－       四神四獣鏡 

－ 考古資料 内行花文鏡 

－ 愛荘町 国指定 工芸品 銅磬 
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表 3-48(4) 有形文化財(建造物、彫刻以外)の指定状況 

番号 市町村 指定 項目 名称 

111 愛荘町 国指定 工芸品 金銅透彫華鬘 

112   滋賀県指定 工芸品 梵鐘 

113   書跡等 大般若波羅蜜多経（源敦経発願経） 

114     観音玄義科 

115     金剛輪寺下倉米銭下用帳 

116   愛荘町指定 絵画 紙本著色矢取地蔵縁起絵巻 

117     古文書 壬申地券地引絵図（地券取調総絵図） 

118     工芸品 銅造千手観音像鏡像 

119       漆塗太鼓形酒筒 

120     美術工芸品 金銅瓶鎮柄香炉 

121     歴史資料 愛智河架橋絵巻 

122       『近江愛智郡志』写真ガラス原板 

123 甲良町 国指定 絵画 絹本著色佐々木高氏像 

124       絹本著色十二天像 

125       三重塔初層壁画 

126     工芸品 錦幡（赤地蓮華蝶文） 

127 滋賀県指定 絵画 絹本著色文殊菩薩像 

128     工芸品 鍍金孔雀文説相筥 

129       金銅密教法具 

130       金銅錫杖頭 

131       唐櫃 

132     書跡等 紺紙金字蘇悉地羯羅供養法巻上 

133     歴史資料 法華経板木 

134       仁王経板木 

－  甲良町指定 絵画 叱枳尼天尊像 

－    山王七社御像 

135    絹本著色仏涅槃図（西明寺） 

136    絹本著色十六羅漢図（西明寺） 

137    絹本著色熊野曼荼羅図（西明寺） 

138   工芸品 長安寺梵鐘 

139    銅孔雀文磬（西明寺） 

140    銅七曜文磬（西明寺） 

141   書籍 西明寺古文書八点及び木札一枚 

142 多賀町 国指定 絵画 紙本金地著色調馬厩馬図 

143     工芸品 銅製五輪塔 

144   滋賀県指定 絵画 紙本著色三十六歌仙絵（6 曲屏風） 

145     工芸品 梵鐘 

146       大太刀 

147       大太刀 

148       鉄黒漆塗二十八問筋兜鉢 

149     書跡等 多賀大社文書 

－   多賀町指定 絵画 天台智者大師像 

－       紙本著色多賀大社参詣曼荼羅図 
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表 3-48(5) 有形文化財(建造物、彫刻以外)の指定状況 

番号 市町村 指定 項目 名称 

150 多賀町 多賀町指定 絵画 絹本著色常行念仏堂縁起絵 

－       絹本著色源氏物語明石之巻図 

－       多賀大社奥書院障壁画 

－     工芸品 緑釉蓋付蔵骨器 

－       緑釉痰壺 

－       懸仏 

－       懸仏(阿弥陀三尊像)  

－       金銅装笈 

－     書跡 紙本墨書重源文書重勧進状 

－       仏舎利相承図 

－       紙本墨書多賀大社修造勧進状 

－       紺紙金字大般若波羅蜜多経 

151       胡宮神社文書 

152     歴史資料 紙本淡彩妙寿尼（村山たか女）像 

注）1.番号は図3-33に対応している。 
  2.番号が“－”は、所在地が不明のものを示す。 
出典：「文化財目録」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 
「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年7月19日現在、彦根市HP）  
「文化財一覧」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 
「指定文化財」（令和元年7月19日現在、多賀町立文化財センターHP） 
「甲良町文化財」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 
「米原市の文化財紹介」（令和元年7月19日現在、米原市HP） 
「愛荘町の文化財」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 
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表 3-49(1) 史跡、名勝及び天然記念物の指定状況 

番号 指定 項目 名称 

1 彦根市 天然記念物 彦根城跡内のオオトックリイチゴ 

2 彦根市 天然記念物 彦根城跡内のオニバス 

3 多賀町 天然記念物 多賀大社のケヤキ(飯盛木) 

4 多賀町 天然記念物 井戸神社のカツラ 

5 滋賀県 天然記念物 西明寺のフダンザクラ 

6 甲良町 天然記念物 八幡神社紫藤樹 

7 近江八幡市 天然記念物 長光寺のハナノキ 

8 国 天然記念物 南花沢のハナノキ 

9 国 天然記念物 北花沢のハナノキ 

10 滋賀県 天然記念物 河内の風穴 

11 東近江市 天然記念物 太郎坊阿賀神社の夫婦岩 

12 豊郷町 天然記念物 スズムシバナ(豊郷町) 

13 国 名勝 玄宮楽々園 

14 国 名勝 旧彦根藩松原下屋敷庭園 

15 国 名勝 西明寺本坊庭園 

16 国 名勝 多賀神社奥書院庭園 

17 国 名勝 胡宮神社社務所庭園 

18 滋賀県 名勝 福壽寺庭園 

19 滋賀県 名勝 妙感寺庭園 

20 滋賀県 名勝 阿自岐神社庭園 

21 滋賀県 名勝 杉原氏庭園 

22 滋賀県 名勝 有川氏庭園 

23 東近江市 名勝 松尾大社庭園 

24 東近江市 名勝 五個荘近江商人屋敷 藤井彦四郎邸 

25 彦根市 名勝 明照寺庭園 

26 彦根市 名勝 龍潭寺庭園（東庭） 

27 国 名勝 金剛輪寺明壽院庭園 

28 国 名勝 青岸寺庭園 

29 近江八幡市 名勝 教林坊庭園 

30 国 特別史跡 彦根城跡 

31 国 特別史跡 安土城跡 

32 国 史跡 彦根藩主井伊家墓所 

33 国 史跡 荒神山古墳 

34 国 史跡 瓢箪山古墳 

35 国 史跡 大中の湖南遺跡 

36 国 史跡 老蘇森 

37 国 史跡 観音寺城跡 

38 国 史跡 雪野山古墳 

39 国 史跡 鎌刃城跡 

40 国 史跡 敏満寺石仏谷墓跡 

41 滋賀県 史跡 湖東焼窯場跡 

42 滋賀県 史跡 千僧供古墳群 

43 滋賀県 史跡 金貝遺跡 

44 滋賀県 史跡 木村古墳群 

45 滋賀県 史跡 法堂時廃寺跡 

46 滋賀県 史跡 
勝堂古墳群 赤塚・弁天塚・おから山・行

者塚古墳 

47 滋賀県 史跡 神郷亀塚古墳 

48 滋賀県 史跡 八幡社古墳群 

49 滋賀県 史跡 後藤館跡 

50 滋賀県 史跡 
湖東地域の群集墳 

（上蚊野古墳群・平柳古墳群） 
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表 3-49(2) 史跡、名勝及び天然記念物の指定状況 

番号 指定 項目 名称 

51 彦根市 史跡 竹ヶ鼻遺跡 

52 彦根市 史跡 山崎山城跡 

53 東近江市 史跡 船岡山 

54 東近江市 史跡 法堂寺遺跡 

55 東近江市 史跡 繖山北麓の群集墳  山面古墳群 

56 東近江市 史跡 伊庭御殿遺跡 

57 東近江市 史跡 近江商人屋敷（旧外村宇兵衛家） 

58 東近江市 史跡 八日市壺焼谷窯跡 

59 東近江市 史跡 下一色井（神ノ池） 

60 米原市 史跡 太尾山城跡 

61 愛荘町 史跡 目賀田城跡 

62 多賀町 史跡 大岡高塚古墳 

63 多賀町 史跡 楢崎古墳 

注）1.番号は図3-34に対応している。 

出典：「文化財目録」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、近江八幡市HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年7月19日現在、彦根市HP） 

「文化財一覧」（令和元年7月19日現在、東近江市HP） 

「指定文化財」（令和元年7月19日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「甲良町文化財」（令和元年7月19日現在、甲良町HP） 

「米原市の文化財紹介」（令和元年7月19日現在、米原市HP） 

「愛荘町の文化財」（令和元年7月19日現在、愛荘町HP） 

「平成28年度滋賀県遺跡地図」(平成29年3月、滋賀県教育委員会) 

 

表 3-50 重要伝統的建造物群保存地区及び重要文化的景観の分布状況 

番号 市町村 指定 項目 名称 

1 彦根市 

国選定 

重要伝統的建造物群 

保存地区 

彦根市河原町芹町地区伝統的建造物群保存地区 

2 近江八幡市 近江八幡市八幡 

3 東近江市 東近江市五個荘金堂 

4 近江八幡市 重要文化的景観 近江八幡市八幡の水郷 

注）1. 番号は図 3-35 に対応している。 

出典：「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 

「文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 

「近江八幡の水郷」(令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP) 

「重要伝統的建造物群保存地区一覧」(令和元年 7 月 19 日現在、文化庁 HP) 
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表 3-51(1) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

1 彦根市 城館跡 彦根館跡 

2 城館跡 安養寺館跡 

3 城館跡 彦根城跡 

4 城館跡 尾末山砦跡 

5 城館跡 城町円堂寺遺跡 

6 散布地 木戸口遺跡 

7 集落跡 一ツヤ遺跡 

8 城館跡 平田城跡 

9 城館跡 平田山城跡 

10 散布地 山畑遺跡 

11 城館跡 小泉館跡 

12 集落跡 品井戸遺跡 

13 古墳 椿塚遺跡 

14 社寺跡・官衙跡・集落跡 竹ヶ鼻廃寺遺跡 

15 集落跡・古墳 福満遺跡 

16 集落跡 西今遺跡 

17 散布地 下野々上遺跡 

18 集落跡 須川遺跡 

19 散布地 上沢尻遺跡 

20 散布地 中久保遺跡 

21 城館跡 大宇城跡 

22 城館跡 松原城跡 

23 散布地 矢倉川遺跡 

24 散布地 松原内湖網代口遺跡 

25 散布地 松原内湖小屋遺跡 

26 集落跡 松原内湖遺跡 

27 生産遺跡 古沢古窯跡 

28 古墳 姫袋古墳 

29 古墳 東山古墳 

30 城館跡 里根山城跡 

31 散布地 観音寺遺跡 

32 散布地 天王山北遺跡 

33 散布地 天王山遺跡 

34 散布地 天王山南遺跡 

35 城館跡 沼波館跡 

36 城館跡 岡村館跡 

37 集落跡 山之脇遺跡 

38 散布地 雨壺山遺跡 

39 散布地 雨壺山東遺跡 

40 城館跡 大堀城跡 

41 集落跡 藤丸遺跡 

42 集落跡・古墳 東沼波遺跡 

43 集落跡 道ノ下遺跡 

44 集落跡 下沢遺跡 

45 城館跡 地蔵城跡 

46 古墳 地蔵遺跡 

47 散布地 五反田遺跡 

48 生産遺跡 鳥籠山遺跡 

49 古墳 正法寺遺跡 

50 古墳群 正法寺古墳群 

51 城館跡・生産遺跡 野田山城跡 

52 散布地 竹ヶ下遺跡 

53 集落跡 八反切遺跡 

54 城館跡 甘露城跡 



 

165 

 

表 3-51(2) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

55 彦根市 社寺跡 甘呂遺跡 

56 城館跡 今村城跡 

57 散布地 七講田遺跡 

58 城館跡 洲越館跡 

59 散布地 野田沼遺跡 

60 散布地 江面須賀遺跡 

61 城館跡 北町城跡 

62 散布地 寺村遺跡 

63 城館跡 日夏城跡 

64 集落跡 古屋敷遺跡 

65 集落跡 妙楽寺遺跡 

66 散布地 南谷遺跡 

67 散布地 蛭目遺跡 

68 古墳群 荒神山古墳群 

69 散布地 牛ノ海遺跡 

70 散布地 上松田遺跡 

71 城館跡 大藪城跡 

72 散布地 野神遺跡 

73 散布地 大野遺跡 

74 散布地 茶園遺跡 

75 城館跡 鳥居本館跡 

76 城館跡 百々館跡 

77 城館跡 仏生寺砦跡 

78 集落跡 六反田遺跡 

79 古墳・その他墓跡 石塚遺跡 

80 散布地 四ツ目遺跡 

81 社寺跡 泉山泉寺遺跡 

82 その他 本正寺遺跡 

83 集落跡 丹殿前遺跡 

84 散布地 梅塚遺跡 

85 散布地 物生山西遺跡 

86 散布地 物生山遺跡 

87 散布地 宮田遺跡 

88 城館跡 物生山城跡 

89 城館跡 佐和山城跡 

90 城館跡 丸山城跡 

91 散布地・城館跡 小野城跡 

92 社寺跡 観音寺遺跡 

93 城館跡 原城跡 

94 社寺跡 地蔵堂遺跡 

95 社寺跡 少林寺遺跡 

96 社寺跡 荘厳寺遺跡 

97 城館跡 下仏生寺砦跡 

98 城館跡 ヤガナ谷砦跡 

99 城館跡 菖蒲嶽砦跡 

100 城館跡 キドラ谷砦跡 

101 散布地 仏生寺川中遺跡 

102 社寺跡 仏生寺遺跡 

103 城館跡 仏生寺城跡 

104 散布地 男鬼遺跡 

105 社寺跡 円壺堂遺跡 

106 城館跡 葛籠城跡 

107 散布地 葛籠南遺跡 

108 集落跡 法士南遺跡 
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表 3-51(3) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

109 彦根市 古墳群・集落跡 葛籠北遺跡 

110 古墳 西葛籠遺跡 

111 城館跡 河瀬城跡 

112 散布地 十八遺跡 

113 古墳 南川瀬古墳 

114 集落跡 南川瀬南遺跡 

115 集落跡 川瀬馬場遺跡 

116 散布地 鶴ヶ池遺跡 

117 散布地 杉田遺跡 

118 散布地 西海道遺跡 

119 集落跡 天田遺跡 

120 集落跡 極楽寺遺跡 

121 集落跡 段ノ東遺跡 

122 集落跡 神ノ木遺跡 

123 散布地 石原遺跡 

124 散布地 辻ノ東遺跡 

125 城館跡 蓮台寺城跡 

126 社寺跡 蓮台寺遺跡 

127 城館跡 堀城跡 

128 集落跡 門田遺跡 

129 古墳 横地遺跡 

130 集落跡 堀南遺跡 

131 城館跡 清水城跡 

132 城館跡 荒神山城跡 

133 城館跡 茂賀山砦跡 

134 集落跡 鍬取遺跡 

135 古墳 千尋古墳 

136 散布地 横田遺跡 

137 散布地 遊行塚遺跡 

138 集落跡 丁田遺跡 

139 城館跡 高宮城跡 

140 散布地 カットリ遺跡 

141 散布地 塚本遺跡 

142 城館跡 越川城跡 

143 社寺跡 宝山寺遺跡 

144 城館跡 長江館跡 

145 集落跡 稲部西遺跡 

146 集落跡 稲部遺跡 

147 散布地 沢田遺跡 

148 集落跡 肥田西遺跡 

149 古墳・集落跡・城館跡 鶴田遺跡 

150 散布地 肥田南遺跡 

151 城館跡・集落跡 肥田城跡 

152 散布地 野良田南遺跡 

153 城館跡 彦富城跡 

154 散布地 彦富南遺跡 

155 集落跡 金田遺跡 

156 社寺跡 国昌寺遺跡 

157 城館跡 山崎山城跡 

158 城館跡 平流城跡 

159 城館跡 山脇古城山城跡 

160 集落跡 稲里遺跡 

161 散布地 下稲葉遺跡 

162 古墳群・集落跡 葛籠北遺跡 
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表 3-51(4) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

163 彦根市 散布地 十輪寺遺跡 

164 散布地 地福寺遺跡 

165 集落跡・その他墓跡 出路遺跡 

166 城館跡 本庄城跡 

167 散布地 本庄北遺跡 

168 集落跡 芝原遺跡 

169 散布地 本庄東遺跡 

170 散布地 安田遺跡 

171 社寺跡・集落跡・古墳 普光寺廃寺遺跡 

172 散布地 普光寺北遺跡 

173 散布地 三ノ坪遺跡 

174 散布地 十ヶ坪遺跡 

175 城館跡 田附城跡 

176 集落跡 国領遺跡 

177 城館跡 中川館跡 

178 散布地 下石寺遺跡 

179 集落跡 曽根沼遺跡 

180 城館跡 甲崎城跡 

181 城館跡 下西川館跡 

182 城館跡 上西川館跡 

183 社寺跡・集落跡 屋中寺廃寺遺跡 

184 集落跡・社寺跡 下岡部西遺跡 

185 散布地 田原遺跡 

186 社寺跡・集落跡 八坂東遺跡 

187 集落跡 尼子西遺跡 

188 生産遺跡 キドラ遺跡 

189 古墳 荒神山古墳 

190 古墳 鞍掛山遺跡 

191 城館跡 男鬼入谷城跡 

192 城館跡 彦根城外堀跡 

193 古墳 狐塚古墳 

194 近江八幡市 集落跡 賀田山遺跡 

195 古墳 博労古墳 

196 社寺後・集落跡 土田遺跡 

197 集落跡 北田遺跡 

198 集落跡 南田遺跡 

199 集落跡 大殿遺跡 

200 古墳 長塚古墳 

201 集落跡 東田遺跡 

202 城館跡・集落跡 宇津呂館遺跡 

203 古墳群 東漸寺古墳群 

204 古墳 七ツ塚古墳 

205 古墳 一里塚古墳 

206 集落跡 出町遺跡 

207 散布地 十輪寺遺跡 

208 散布地 地福寺遺跡 

209 集落跡・その他墓跡 出路遺跡 

210 城館跡 本庄城跡 

211 散布地 本庄北遺跡 

212 集落跡 芝原遺跡 

213 散布地 本庄東遺跡 

214 散布地 安田遺跡 

215 社寺跡・集落跡・古墳 普光寺廃寺遺跡 

216 散布地 普光寺北遺跡 
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表 3-51(5) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

217 近江八幡市 社寺跡 医王寺遺跡 

218 社寺跡 寺内遺跡 

219 集落跡 野入遺跡 

220 社寺跡・集落跡・その他墓跡 奥野遺跡 

221 散布地 日吉野遺跡 

222 集落跡 赤尾遺跡 

223 集落跡・その他墓跡 森ノ前遺跡 

224 集落跡 堀上遺跡 

225 散布地 赤塚遺跡 

226 集落跡 上稲田遺跡 

227 集落跡 中出東遺跡 

228 集落跡 馬淵遺跡 

229 集落跡・社寺跡 観音堂遺跡 

230 集落跡・社寺跡・その他墓跡 勧学院遺跡 

231 集落跡 堂ノ内遺跡 

232 城館跡 馬渕城遺跡 

233 散布地 小田中遺跡 

234 散布地 田中堂遺跡 

235 古墳 妙感寺古墳 

236 古墳群 岩倉山南古墳群 

237 その他・（庭園跡） 春日神社遺跡 

238 散布地 中音城寺遺跡 

239 古墳 ジジババ古墳 

240 古墳 高ノ瀬古墳 

241 古墳 大将軍塚古墳 

242 古墳 張近古墳 

243 古墳 北出古墳 

244 古墳 住蓮坊古墳 

245 古墳 トギス塚古墳 

246 古墳 岩塚古墳 

247 古墳 供養塚古墳 

248 古墳 ラカン塚古墳 

249 集落跡 柿ノ町遺跡 

250 社寺跡 主養寺遺跡 

251 散布地・集落跡・その他墓跡 中出遺跡 

252 その他墓跡 倉橋部遺跡 

253 古墳 安吉古墳 

254 社寺跡 倉橋部廃寺遺跡 

255 古墳群 栗木山古墳群 

256 城館跡 倉橋部城遺跡 

257 古墳群 倉橋部古墳群 

258 集落跡 西ノ前遺跡 

259 その他墓跡 浄土寺中世墓地 

260 古墳 天神社古墳 

261 社寺跡 天神社遺跡 

262 古墳群 浄土寺 B 古墳群 

263 その他墓跡 浄土寺遺跡 

264 古墳群 浄土寺 C 古墳群 

265 古墳群 浄土寺 A 古墳群 

266 古墳群 中羽田西山古墳群 

267 - - 

268 古墳群 中羽田古墳群 

269 古墳群 新巻 A 古墳群 

270 古墳群 新巻 B 古墳群 
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表 3-51(6) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

271 近江八幡市 古墳群 新巻 C 古墳群 

272 散布地 梅ノ木遺跡 

273 古墳群 新巻 D 古墳群 

274 集落跡 東出遺跡 

275 集落跡 町田遺跡 

276 古墳群 岩倉山北古墳群 

277 城館跡 長福寺城遺跡 

278 集落跡 西中遺跡 

279 集落跡 吉ヶ藪遺跡 

280 社寺跡 長光寺遺跡 

281 城館跡 瓶割山城遺跡 

282 集落跡 半田遺跡 

283 散布地 西海道遺跡 

284 集落跡 大手前遺跡 

285 散布地 宮前遺跡 

286 古墳 出雲山古墳 

287 城館跡・集落跡 御所内遺跡 

288 集落跡 上下遺跡 

289 城館跡・集落跡 谷氏館遺跡 

290 集落跡 常衛遺跡 

291 集落跡 的場遺跡 

292 城館跡 久郷屋敷遺跡 

293 集落跡 蔵ノ町遺跡 

294 集落跡・その他墓跡 寒藪遺跡 

295 社寺跡 上田遺跡 

296 集落跡・その他墓跡 川ノ口遺跡 

297 集落跡・その他墓跡 柿木原遺跡 

298 生産遺跡 三明 B 遺跡 

299 集落跡 里ノ内 B 遺跡 

300 集落跡 三明 A 遺跡 

301 集落跡 鷹飼遺跡 

302 集落跡 里ノ内 A 遺跡 

303 集落跡 間野遺跡 

304 集落跡・城館跡 久里氏館遺跡 

305 城館跡・社寺跡 金剛寺城遺跡 

306 散布地 宮ノ後遺跡 

307 集落跡・社寺跡 金剛寺遺跡 

308 集落跡・城館跡 後川遺跡 

309 集落跡・その他・（沼沢地） 黒橋遺跡 

310 集落跡 八甲遺跡 

311 社寺跡 永明寺遺跡 

312 古墳 西庄古墳 

313 集落跡・その他墓跡 高木遺跡 

314 城館跡 浅小井城遺跡 

315 集落跡 金瀬遺跡 

316 古墳群・集落跡 下弊ノ木遺跡 

317 その他（城下町跡）・集落跡 八幡城下町遺跡 

318 集落跡 里ノ内 C 遺跡 

319 集落跡 大林遺跡 

320 集落跡 草深遺跡 

321 集落跡 西屋敷遺跡 

322 集落跡 南田 B 遺跡 

323 集落跡 吉ヶ藪 B 遺跡 

324 集落跡 内荒井 A 遺跡 
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表 3-51(7) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

325 近江八幡市 集落跡 内荒井 B 遺跡 

326 集落跡 新開遺跡 

327 城館跡 常楽寺城遺跡 

328 集落跡 上出 A 遺跡 

329 集落跡 上出 B 遺跡 

330 古墳群 上出古墳群 

331 古墳 平塚古墳 

332 散布地 香庄遺跡 

333 古墳群 熊野神社古墳群 

334 集落跡 慈恩寺遺跡 

335 社寺跡 金剛寺遺跡 

336 集落跡 中屋遺跡 

337 古墳群 常楽寺山古墳群 

338 集落跡 小中遺跡 

339 集落跡 西才行遺跡 

340 散布地 芦刈遺跡 

341 城館跡 安土城跡 

342 集落跡 獅子鼻 B 遺跡 

343 社寺跡・集落跡 竜ヶ崎 A 遺跡 

344 社寺跡 竜ヶ崎 B 遺跡 

345 古墳群 安土山古墳群 

346 その他墓跡 安土山中世墳墓郡遺跡 

347 社寺跡 九品寺遺跡 

348 古墳 蓮池上古墳 

349 集落跡 弁天島遺跡 

350 古墳群 北腰越古墳群 

351 集落跡 大中の湖南遺跡 

352 その他・（城下町跡） 安土城下町遺跡 

353 古墳 瓢箪山古墳 

354 散布地 桑実寺 A 遺跡 

355 古墳群 桑実寺古墳群 

356 社寺跡 桑実寺 B 遺跡 

357 集落跡 江頭遺跡 

358 祭祀遺跡 老蘇森 

359 古墳群 老蘇森古墳群 

360 古墳 しじみ塚古墳 

361 集落跡 老蘇遺跡 

362 城館跡 観音寺城跡 

363 古墳群 竜石山古墳群 

364 古墳群 アラシガ谷西古墳群 

365 古墳群 アラシガ谷古墳群 

366 古墳群 谷川筋古墳群 

367 古墳群 石寺古墳群 

368 その他・（城下町跡） 観音寺城下町遺跡 

369 古墳群 源三谷古墳群 

370 集落跡 向山遺跡 

371 集落跡 内野遺跡 

372 社寺跡 十三仏遺跡 

373 東近江市 城館跡 瓶割山城遺跡 

374 古墳群 上平木古墳群 

375 古墳群 瓶割山西古墳群 

376 
古墳群 瓶割山古墳群 

377 

378 散布地 上沢遺跡 



 

171 

 

表 3-51(8) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

379 東近江市 城館跡 浄土屋敷遺跡 

380 古墳群 倉橋部古墳群 

381 城館跡 西海道遺跡 

382 集落跡 下羽田遺跡 

383 古墳群 山上古墳群 

384 城館跡 奥田館遺跡 

385 古墳群 中羽田西山古墳群 

386 古墳群 中羽田古墳群 

387 城館跡 後藤館遺跡 

388 集落跡 五反田遺跡 

389 古墳群 服部古墳群 

390 集落跡 中野遺跡 

391 城館跡 羽田陣屋遺跡 

392 集落跡 永田遺跡 

393 集落跡 内堀遺跡 

394 集落跡 登り道遺跡 

395 集落跡 駒額遺跡 

396 古墳群 雪野山山上古墳群 

397 社寺跡 椿寺遺跡 

398 古墳群 平石古墳群 

399 古墳 平石姿田古墳 

400 古墳群 二本松古墳群 

401 散布地 南方遺跡 

402 社寺跡 恩林寺遺跡 

403 城館跡・社寺跡 徳昌寺遺跡 

404 古墳群 市辺古墳群 

405 集落跡 北浦遺跡 

406 集落跡 松原遺跡 

407 社寺跡 真福寺遺跡 

408 城館跡 狛氏館遺跡 

409 城館跡 布施館遺跡 

410 古墳 丸塚古墳 

411 集落跡 布施横田遺跡 

412 城館跡 布施山城遺跡 

413 古墳群 玉緒山古墳群 

414 散布地 布施遺跡 

415 古墳 塚越遺跡 

416 社寺跡 心即院遺跡 

417 社寺跡 地福寺遺跡 

418 古墳 布施社南古墳 

419 集落跡 平子遺跡 

420 古墳群 八幡社裏山古墳群 

421 城館跡 脇館遺跡 

422 社寺跡・散布地 金柱宮遺跡 

423 社寺跡 青蓮寺遺跡 

424 城館跡 小脇山城遺跡 

425 古墳群 箕作山古墳群 

426 古墳群 東山古墳群 

427 社寺跡 成願寺遺跡 

428 集落跡 八日市蛭子神社遺跡 

429 集落跡 川合寺遺跡 

430 集落跡 緑町東遺跡 

431 社寺跡 延命寺遺跡 

432 古墳群 延命寺山古墳群 
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表 3-51(9) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

433 東近江市 集落跡 能遺跡 

434 集落跡 東本町遺跡 

435 集落跡 上日吉南遺跡 

436 集落跡・官衙跡 日吉遺跡 

437 古墳群 上日吉古墳群 

438 その他（溜池跡） 吉住池遺跡 

439 古墳群 瓦屋寺山古墳群 

440 古墳群 瓦屋寺北山古墳群 

441 生産遺跡 崩ヶ谷遺跡 

442 社寺跡 瓦屋寺遺跡 

443 祭祀遺跡 御坊遺跡 

444 その他墓跡 しじみ塚遺跡 

445 集落跡 建部下野遺跡 

446 古墳群 八日市大塚古墳群 

447 散布地 中善寺遺跡 

448 集落跡 建部上中遺跡 

449 散布地 浅ノ前遺跡 

450 古墳群 北町古墳群 

451 城館跡 寺町館遺跡 

452 散布地 寺町西遺跡 

453 散布地 日神田遺跡 

454 散布地 岡田横田遺跡 

455 社寺跡 真光寺遺跡 

456 城館跡 林田館遺跡 

457 社寺跡 円福寺遺跡 

458 城館跡 上村館遺跡 

459 城館跡 妙法寺館遺跡 

460 古墳 綾の森古墳 

461 古墳 八咫森社古墳 

462 社寺跡 妙法寺遺跡 

463 古墳 熊の森古墳 

464 社寺跡 神宮寺遺跡 

465 集落跡 土位遺跡 

466 集落跡 野村北遺跡 

467 集落跡 陣屋遺跡 

468 集落跡 金貝遺跡 

469 集落跡 小山遺跡 

470 集落跡・社寺跡 広間寺遺跡 

471 散布地 札の辻遺跡 

472 散布地 犬塚遺跡 

473 城館跡 大森陣屋遺跡 

474 散布地 池ノ谷遺跡 

475 城館跡 大森城遺跡 

476 社寺跡 二俣堂遺跡 

477 城館跡 南城遺跡 

478 生産遺跡 黒丸北遺跡 

479 散布地 黒丸遺跡 

480 生産遺跡 南黒丸遺跡 

481 集落跡 芝原南遺跡 

482 散布地 玉緒遺跡 

483 生産遺跡 八日市壺焼谷遺跡 

484 散布地 黒丸西遺跡 

485 集落跡 柴原南遺跡 

486 集落跡 建部北町遺跡 
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表 3-51(10) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

487 東近江市 集落跡 建部堺遺跡 

488 古墳 舞台古墳 

489 集落跡 大森西遺跡 

490 集落跡 野村遺跡 

491 その他（戦争遺跡） 布引掩体群 

492 古墳群 八幡社南古墳群 

493 古墳群 久保田山古墳 

494 古墳群 天乞山古墳 

495 集落跡 竜田前ノ門遺跡 

496 集落跡 地蔵遺跡 

497 古墳群 八ヶ谷古墳群 

498 城館跡 百済寺下山本館遺跡 

499 その他（戦争遺跡） 陸軍平林射撃演習場跡 

500 集落跡 小脇寿遺跡 

501 社寺跡 塔の堂遺跡 

502 散布地 神開遺跡 

503 生産遺跡 岡本遺跡 

504 集落跡 麻生遺跡 

505 古墳 蒲生大塚古墳 

506 城館跡 大塚城遺跡 

507 古墳 頂塚古墳 

508 集落跡 切剝遺跡 

509 古墳群 飯道塚古墳群 

510 古墳 東大塚古墳 

511 古墳 塚町古墳 

512 城館跡 蒲生大森城遺跡 

513 集落跡 蒲生堂田遺跡 

514 集落跡・社寺跡 堂の前遺跡 

515 社寺跡 宮井廃寺遺跡 

516 集落跡 野瀬遺跡 

517 城館跡 葛巻城遺跡 

518 古墳群 火打谷古墳群 

519 生産遺跡 谷内遺跡 

520 古墳群 定石古墳群 

521 社寺跡 香積遺跡 

522 古墳群 天狗前古墳群 

523 城館跡 上南城遺跡 

524 集落跡 市子遺跡 

525 集落跡 田井遺跡 

526 集落跡 杉ノ木遺跡 

527 集落跡 平塚遺跡 

528 集落跡 本郷遺跡 

529 城館跡 河井城遺跡 

530 古墳 千石岩屋古墳 

531 古墳群 蒲生狐塚古墳群 

532 古墳 蒲生内田古墳 

533 古墳 一の谷古墳 

534 古墳 平子古墳群 

535 生産遺跡 蒲生壺焼谷遺跡 

536 城館跡 城前城遺跡 

537 散布地 十一遺跡 

538 集落跡 竹ノ鼻遺跡 

539 散布地 湯屋ケ谷遺跡 

540 その他墓跡 北谷遺跡 
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表 3-51(11) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

541 東近江市 社寺跡 石塔寺 A 遺跡 

542 生産遺跡 石塔寺 B 遺跡 

543 社寺跡 綺田遺跡 

544 城館跡 寺村城遺跡 

545 集落跡 山端遺跡 

546 古墳群 七ツ塚古墳群 

547 城館跡 木村城遺跡 

548 集落跡 蛭子田遺跡 

549 古墳群 木村古墳群 

550 古墳群 稲垂山古墳群 

551 城館跡 山本殿屋敷遺跡 

552 城館跡 山本内屋敷遺跡 

553 集落跡・社寺跡 山本遺跡 

554 古墳群 百々矢古墳群 

555 城館跡 箕作城遺跡 

556 集落跡 庵の後遺跡 

557 集落跡 新堂遺跡 

558 集落跡 法源寺北遺跡 

559 集落跡 木流遺跡 

560 城館跡 建部城遺跡 

561 社寺跡 木流廃寺遺跡 

562 集落跡 平阪遺跡 

563 古墳 箕作山狐塚遺跡 

564 － － 

565 散布地 五十坊遺跡 

566 古墳 山ノ神古墳 

567 城館跡 堀ノ内遺跡 

568 城館跡 奥館遺跡 

569 集落跡 三俣遺跡 

570 官衙跡 五個荘堂田遺跡 

571 集落跡 天保遺跡 

572 官衙跡 大郡遺跡 

573 集落跡 北町屋遺跡 

574 古墳群 向山古墳群 

575 城館跡 清水城遺跡 

576 散布地・その他（条里跡） 善覚寺遺跡 

577 集落跡 正源寺遺跡 

578 散布地 録田遺跡 

579 城館跡 金堂陣屋跡 

580 社寺跡 金堂廃寺遺跡 

581 散布地 道法寺遺跡 

582 城館跡 塚本館遺跡 

583 城館跡 観音寺城跡 

584 古墳群 五個荘狐塚古墳群 

585 古墳群 別所北 B 古墳群 

586 古墳群 別所北 A 古墳群 

587 散布地 奈良木遺跡 

588 城館跡 川並館遺跡 

589 古墳群 別所古墳群 

590 古墳群 結古墳群 

591 社寺跡 石馬寺遺跡 

592 古墳群 八塚古墳群 

593 城館跡 七里館遺跡 

594 散布地 七里遺跡 
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表 3-51(12) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

595 東近江市 古墳群 小谷古墳群 

596 古墳 五個荘内田古墳 

597 その他（条里跡） 下日吉遺跡 

598 城館跡 佐生城遺跡 

599 古墳群 山の下古墳群 

600 古墳群 五個荘北山古墳群 

601 古墳群 正瑞寺古墳群 

602 城館跡 下日吉城跡 

603 祭祀遺跡 五個荘堂山遺跡 

604 城館跡 宮荘内屋敷遺跡 

605 集落跡 東宮荘遺跡 

606 城館跡 宮荘殿屋敷遺跡 

607 城館跡 宮荘清水ヶ井遺跡 

608 集落跡 五個荘横田遺跡 

609 集落跡 竜田遺跡 

610 集落跡 海老田遺跡 

611 散布地 川添遺跡 

612 散布地 五個荘石田遺跡 

613 集落跡 蔵ノ町遺跡 

614 
城館跡 簗瀬城遺跡 

615 

616 
集落跡 簗瀬遺跡 

617 

618 城館跡 和田山城遺跡 

619 － － 

620 城館跡 和田館遺跡 

621 城館跡 河曲館遺跡 

622 集落跡 五個荘五位田遺跡 

623 その他墓跡・古墳 石馬寺地蔵山遺跡 

624 集落跡 小幡薬師堂遺跡 

625 古墳群・集落跡 川並里中古墳群 

626 集落跡 八田遺跡 

627 集落跡 位田遺跡 

628 古墳 石塚長塚古墳 

629 社寺跡 向山遺跡 

630 古墳 神郷亀塚古墳 

631 集落跡 横受遺跡 

632 集落跡 斗西遺跡 

633 集落跡 正楽寺遺跡 

634 古墳 中山古墳群 

635 散布地 種北遺跡 

636 城館跡 八仏手城遺跡 

637 集落跡・その他（伝承地） 信願寺遺跡 

638 城館跡 種村城遺跡 

639 その他（伝承地）・集落跡 善教寺遺跡 

640 集落跡 柿堂遺跡 

641 社寺跡 今安楽寺遺跡 

642 集落跡 千里遺跡 

643 集落跡 能登川政所遺跡 

644 散布地 垣見南遺跡 

645 集落跡 掛樋遺跡 

646  集落跡 垣見北遺跡 

647 城館跡 垣見城遺跡 

648 その他（伝承地） 楞厳寺遺跡 
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表 3-51(13) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

649 東近江市 古墳群 望湖古墳群 

650 散布地 九文町遺跡 

651 社寺跡 躰光寺遺跡 

652 社寺跡 正見寺遺跡 

653 古墳 西郡社古墳 

654 集落跡 殿衛遺跡 

655 散布地 国領北遺跡 

656 散布地 床地遺跡 

657 集落跡 能登川宮の前遺跡 

658 社寺跡 小川遺跡 

659 城館跡 小川城遺跡 

660 集落跡 三敷前遺跡 

661 散布地 寺前遺跡 

662 城館跡 川南城遺跡 

663 集落跡・社寺跡 阿弥陀堂遺跡 

664 散布地 聖遺跡 

665 社寺跡 大厳寺遺跡 

666 城館跡・集落跡 新村城遺跡 

667 散布地 新村遺跡 

668 散布地 元番匠遺跡 

669 古墳群 安楽寺古墳群 

670 社寺跡 安楽寺遺跡 

671 社寺跡 十応寺遺跡 

672 散布地 石本遺跡 

673 集落跡・社寺跡 中村堂遺跡 

674 その他（用水路跡） 妙心寺遺跡 

675 城館跡 伊庭御殿遺跡 

676 集落跡 大徳寺北遺跡 

677 城館跡 須田館遺跡 

678 古墳群 須田山古墳群 

679 城館跡 五十遺跡 

680 散布地 大中の湖東遺跡 

681 集落跡 伊庭北遺跡 

682 古墳 大明神塚遺跡 

683 城館跡 伊庭城遺跡 

684 城館跡 伊庭古城遺跡 

685 社寺跡 大福寺遺跡 

686 社寺跡 妙金剛寺遺跡 

687 集落跡 高木遺跡 

688 集落跡・社寺跡 大永寺遺跡 

689 集落跡 岩神遺跡 

690 古墳群 能登川北山古墳群 

691 古墳 大明神塚古墳 

692 散布地 城東 A 遺跡 

693 散布地 城東 B 遺跡 

694 集落跡 大中の湖南遺跡 

695 集落跡 獅子鼻 B 遺跡 

696 古墳群 安土山古墳群 

697 社寺跡 獅子鼻 A 遺跡 

698 城館跡 安土城跡 

699 集落跡 能登川横田遺跡 

700 社寺跡 善勝寺遺跡 

701 古墳群・その他墓跡 善勝寺裏山遺跡 

702 古墳群 佐野山古墳群 
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表 3-51(14) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

703 東近江市 集落跡 法堂寺遺跡 

704 集落跡 中沢遺跡 

705 集落跡 鍛冶屋遺跡 

706 古墳群 山面古墳群 

707 古墳群 西山古墳群 

708 社寺跡・集落跡 猪子遺跡 

709 集落跡 能登川五位田遺跡 

710 社寺跡 泉合寺遺跡 

711 社寺跡・集落跡・古墳 長福寺遺跡 

712 散布地 薬師遺跡 

713 散布地 百々田遺跡 

714 散布地 中田遺跡 

715 集落跡 上山神社遺跡 

716 城館跡 山路城遺跡 

717 集落跡 能登川石田遺跡 

718 集落跡 林遺跡 

719 集落跡 西浦遺跡 

720 集落跡 西ノ辻遺跡 

721 集落跡 佐野南遺跡 

722 集落跡 御屋敷遺跡 

723 集落跡 高岸遺跡 

724 集落跡 佐生北遺跡 

725 散布地 佐野西浦遺跡 

726 社寺跡 法堂時廃寺跡 

727 その他墳墓 乎加神社遺跡 

728 古墳 愛東恵美須神社遺跡 

729 古墳群 八之塚古墳群 

730 集落跡・古墳群 上田古墳群 

731 城館跡・社寺跡 池之尻遺跡 

732 城館跡 百済寺館遺跡 

733 集落跡 愛東宮ノ前遺跡 

734 古墳群 上岸本古墳群 

735 城館跡 上岸本城遺跡 

736 
その他（水路跡） 愛知井関係遺跡 

737 

738 古墳群 曽根古墳群 

739 古墳群 愛東石塚古墳群 

740 城館跡 井元城遺跡 

741 古墳 春日神社裏山古墳 

742 社寺跡 光明寺遺跡 

743 城館跡 中戸遺跡 

744 社寺跡 常楽寺遺跡 

745 古墳群 鯰江古墳群 

746 城館跡 鯰江城遺跡 

747 城館跡 梅林館遺跡 

748 古墳群 高塚古墳群 

749 古墳群 中岸本古墳群 

750 城館跡 下岸本城遺跡 

751 古墳群 小田苅古墳群 

752 古墳 塚原南古墳 

753 古墳 湖東大塚古墳 

754 城館跡 大清水城遺跡 

755 古墳 湖東石塚古墳 

756 社寺跡 瑞光寺遺跡 
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表 3-51(15) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

757 東近江市 古墳 塚原古墳 

758 社寺跡 大日講遺跡 

759 集落跡 薬師堂遺跡 

760 城館跡 池庄館遺跡 

761 古墳 鍋塚古墳 

762 城館跡 一色館遺跡 

763 集落跡 元持遺跡 

764 
古墳群 勝堂古墳群 

765 

766 古墳 弁天塚古墳 

767 古墳 赤塚古墳 

768 古墳 北浦古墳 

769 古墳 行者塚古墳 

770 古墳 おから山古墳 

771 社寺跡 菩提寺遺跡 

772 社寺跡 南菩提寺遺跡 

773 古墳 平塚古墳 

774 生産遺跡 横溝遺跡 

775 城館跡 平塚城遺跡 

776 城館跡 横溝館遺跡 

777 社寺跡 僧坊遺跡 

778 城館跡 湯屋城遺跡 

779 古墳群 平柳古墳群 

780 生産遺跡 新池遺跡 

781 城館跡 平柳城遺跡 

782 古墳群 祇園古墳群 

783 古墳群 祇園東古墳群 

784 社寺跡 小八木廃寺遺跡 

785 古墳群 小八木古墳群 

786 散布地 木戸口遺跡 

787 古墳群 小八木東古墳群 

788 城館跡 小八木館遺跡 

789 古墳群 今在家古墳群 

790 城館跡 平松城遺跡 

791 城館跡 花沢城遺跡 

792 古墳 天神古墳 

793 城館跡 下里城遺跡 

794 古墳 カイゴメ古墳 

795 米原市 城館跡 平野館遺跡 

796 城館跡 福島城遺跡 

797 社寺跡 霊水寺遺跡 

798 社寺跡 善後寺遺跡 

799 城館跡 菖蒲嶽城遺跡 

800 集落跡 米原駅前遺跡 

801 集落跡 米原駅西遺跡 

802 城館跡 太尾山城遺跡 

803 集落跡 中多良遺跡 

804 集落跡 立花遺跡 

805 社寺跡 薗華寺遺跡 

806 集落跡 下定使遺跡 

807 集落跡 中多良入江内湖周辺遺跡 

808 集落跡・古墳群 大乾古墳群 

809 官衙跡 筑摩御厨跡遺跡 

810 集落跡 筑摩佃遺跡 
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表 3-51(16) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

811 米原市 散布地 朝妻遺跡 

812 港跡 朝妻奏遺跡跡 

813 城館跡 朝妻城遺跡 

814 社寺跡 法善寺遺跡 

815 社寺跡 今江寺遺跡 

816 散布地 尚江千軒遺跡 

817 古墳 ヒジリ山古墳 

818 集落跡 磯湖底遺跡 

819 古墳 円山西古墳 

820 集落跡 宮田遺跡 

821 城館跡 虎ヶ城遺跡 

822 古墳 神塚古墳 

823 集落跡 袖塚遺跡 

824 古墳 埋塚古墳 

825 散布地 矢倉川遺跡 

826 集落跡 物生山遺跡 

827 散布地 磯湖岸遺跡 

828 古墳群 磯崎古墳群 

829 集落跡 磯山遺跡 

830 城館跡 磯山城遺跡 

831 社寺跡 堂谷遺跡 

832 集落跡 入江内湖西野遺跡 

833 集落跡 入江内湖遺跡 

834 集落跡 番場遺跡 

835 城館跡 殿屋敷遺跡 

836 生産遺跡 不動谷瓦窯跡 

837 社寺跡 本授寺遺跡 

838 城館跡 番場城遺跡 

839 社寺跡 今福寺遺跡 

840 城館跡 鎌刃城遺跡 

841 散布地 細尾洞窟遺跡 

842 社寺跡 米泉寺遺跡 

843 散布地 大谷遺跡 

844 生産遺跡 黒堂遺跡 

845 愛荘町 古墳群 金剛寺野古墳群 

846 散布地 狐塚遺跡 

847 社寺跡 金剛輪寺遺跡 

848 社寺跡 慶城寺遺跡 

849 その他・（庭園） 金剛輪寺明壽院庭園 

850 生産遺跡 斧磨遺跡 

851 社寺跡 金台寺遺跡 

852 社寺跡 塔ノ塚廃寺遺跡 

853 城館跡 狩野城遺跡 

854 集落跡 狩野遺跡 

855 集落跡 毛入堂遺跡 

856 散布地 犬上塚遺跡 

857 集落跡・生産遺跡 軽野正境遺跡 

858 散布地 樋ノ越遺跡 

859 集落跡 鷺俣遺跡 

860 城館跡 安孫子城遺跡 

861 散布地 安孫子北遺跡 

862 城館跡 東出城遺跡 

863 散布地 深田遺跡 

864 散布地 東出南遺跡 
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表 3-51(17) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

865 愛荘町 社寺跡 光林寺遺跡 

866 古墳群 竹原谷古墳群 

867 古墳群 二子塚古墳群 

868 散布地 常安寺西遺跡 

869 社寺跡 常安寺遺跡 

870 生産遺跡 高坪山古窯遺跡 

871 散布地 円城寺南遺跡 

872 集落跡 雨降野遺跡 

873 散布地 円城寺北遺跡 

874 散布地 古戸遺跡 

875 社寺跡 目加田廃寺遺跡 

876 集落跡 竹ノ尻遺跡 

877 城館跡 目加田城遺跡 

878 古墳 狐塚古墳 

879 散布地 高塚遺跡 

880 社寺跡 妙園寺遺跡 

881 古墳 大藪塚古墳 

882 社寺跡 小八木廃寺遺跡 

883 集落跡 元持遺跡 

884 古墳 塚越古墳 

885 城館跡 下八木館遺跡 

886 社寺跡 報恩寺遺跡 

887 集落跡 大間寺遺跡 

888 城館跡 島川城遺跡 

889 古墳 長塚古墳 

890 散布地 八木屋敷遺跡 

891 散布地 栗田狐塚古墳群 

892 古墳群 栗田古墳群 

893 城館跡 栗田城遺跡 

894 古墳群 栗田西古墳群 

895 城館跡 賀藤館遺跡 

896 散布地・集落跡 ニノ川取遺跡 

897 社寺跡 野々目廃寺遺跡 

898 散布地 ミグルシ遺跡 

899 散布地 泉町遺跡 

900 城館跡 愛知川館遺跡 

901 その他墓跡 御墓遺跡 

902 社寺跡 久遠寺遺跡 

903 集落跡 沓掛遺跡 

904 集落跡 市遺跡 

905 散布地 市西遺跡 

906 城館跡 市村城遺跡 

907 散布地 磯部遺跡 

908 古墳 山塚古墳 

909 城館跡 磯部館遺跡 

910 伝承地 出路市遺跡 

911 集落跡 なまず遺跡 

912 集落跡・古墳群 長野遺跡 

913 城館跡 堀城遺跡 

914 社寺跡 福泉寺遺跡 

915 城館跡 長野（中村）城遺跡 

916 城館跡 大門城遺跡 

917 集落跡 八坂遺跡 

918 集落跡 上夏目遺跡 
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表 3-51(18) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

919 愛荘町 生産遺跡 鋳物師屋遺跡 

920 集落跡 川原遺跡 

921 古墳 狐塚古墳 

922 社寺跡 興禅寺遺跡 

923 城館跡 畑田城遺跡 

924 社寺跡 畑田廃寺 

925 古墳群 畑田稲荷古墳群 

926 水路跡 愛知井遺跡 

927 散布地 畑田北遺跡 

928 条里跡 上三字遺跡 

929 集落跡 平居北遺跡 

930 城館跡 平居城遺跡 

931 城館跡 苅間城遺跡 

932 城館跡 東円堂城遺跡 

933 散布地 東円堂遺跡 

934 古墳群 塚原古墳群 

935 集落跡 戸ヶ坪遺跡 

936 集落跡・城館跡 柳遺跡 

937 散布地 東円堂北遺跡 

938 散布地 長野東遺跡 

939 散布地 八木代遺跡 

940 散布地 山ノ神遺跡 

941 豊郷町 城館跡 那須城遺跡 

942 集落跡 四十九院遺跡 

943 散布地 安食北遺跡 

944 古墳 安食西古墳 

945 集落跡 雨降野遺跡 

946 古墳 八町古墳 

947 城館跡 八町城遺跡 

948 城館跡 高野瀬城遺跡 

949 社寺跡 帝釈寺遺跡 

950 古墳 大塚古墳 

951 社寺跡 観音堂遺跡 

952 散布地 古戸遺跡 

953 城館跡 吉田城遺跡 

954 散布地 円城寺北遺跡 

955 甲良町 城館跡 在士館遺跡 

956 集落跡 在士北遺跡 

957 集落跡 下之郷遺跡 

958 古墳群 下之郷古墳群 

959 集落跡 下之郷西遺跡 

960 城館跡 尼子館遺跡 

961 集落跡 尼子南遺跡 

962 集落跡 長畑遺跡 

963 古墳群 九條野古墳群 

964 古墳 栗林古墳 

965 集落跡・古墳群・墓跡 小川原遺跡 

966 城館跡 横関館遺跡 

967 古墳群 塚原古墳群 

968 集落跡・古墳群 北落古墳群 

969 古墳 金屋古墳 

970 集落跡 金屋遺跡 

971 古墳・墓石・集落跡 金屋南古墳群 

972 古墳群 正楽寺古墳群 
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表 3-51(19) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

973 甲良町 城館跡 勝楽寺山城遺跡 

974 経塚 勝楽寺山遺跡 

975 古墳 狐塚古墳 

976 古墳群 西ヶ丘古墳群 

977 古墳群 三博古墳群 

978 古墳群 四ツ塚古墳群 

979 古墳群 外輪古墳群 

980 古墳群 堀之内古墳群 

981 古墳群 寺道古墳群 

982 社寺跡 西明寺遺跡 

983 集落跡 雨降野遺跡 

984 集落跡・社寺跡 長寺遺跡 

985 古墳群 横枕古墳群 

986 古墳群 二子塚古墳群 

987 散布地 円城寺北遺跡 

988 集落跡 法養寺遺跡 

989 集落跡 横関遺跡 

990 集落跡 北落遺跡 

991 集落跡・古墳群 尼子遺跡 

992 集落跡 尼子西遺跡 

993 社寺跡 正楽寺遺跡 

994 古墳群・集落跡 楢崎古墳群 

995 多賀町 城館跡 多賀城遺跡 

996 集落跡・古墳 大岡遺跡 

997 城館跡 大賀城遺跡 

998 古墳群 石塚古墳群 

999 古墳群 大岡古墳群 

1000 散布地 四手遺跡 

1001 城館跡 栗栖城遺跡 

1002 城館跡 一円館遺跡 

1003 古墳 一円古墳 

1004 社寺跡 一円廃寺 

1005 城館跡 小林城遺跡 

1006 城館跡 曽我城遺跡 

1007 古墳 木曽古墳 

1008 散布地 木曽遺跡 

1009 城館跡 久徳城遺跡 

1010 集落跡 久徳遺跡 

1011 散布地 新田遺跡 

1012 散布地 川原遺跡 

1013 集落跡・その他墓跡 土田遺跡 

1014 城館跡 土田館遺跡 

1015 城館跡 篭城山城遺跡 

1016 社寺跡・集落跡・その他墓跡 敏満寺遺跡 

1017 古墳 大塚古墳 

1018 集落跡 敏満寺西遺跡 

1019 その他墓跡 大門池南遺跡 

1020 散布地 守野遺跡 

1021 城館跡 倉谷遺跡 

1022 城館跡 猿荻氏館遺跡 

1023 散布地 猿木遺跡 

1024 城館跡 桃原城遺跡 

1025 経塚 杉遺跡 

1026 城館跡 河内城遺跡 
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表 3-51(20) 埋蔵文化財包蔵地の分布状況 

番号 市町村 種別 名称 

1027 多賀町 散布地 滝ヶ原遺跡 

1028 城館跡 八尾山城遺跡 

1029 生産遺跡 長尾窯跡 

1030 散布地 堂ノ下遺跡 

1031 その他墓跡 梨ノ木西遺跡 

1032 社寺跡 古屋寺遺跡 

1033 その他墓跡 梨ノ木東遺跡 

1034 城館跡 殿山遺跡 

1035 社寺跡 レイソウ寺遺跡 

1036 散布地 富之尾遺跡 

1037 古墳群・集落跡 楢崎古墳群 

1038 生産遺跡 楢崎東遺跡 

1039 城館跡 勝楽寺山城遺跡 

1040 城館跡 一の瀬城遺跡 

1041 城館跡 佐目館遺跡 

1042 その他 深泥ヶ池遺跡 

1043 その他 佐目遺跡 

1044 城館跡 高室山城遺跡 

1045 散布地 小菅谷遺跡 

1046 散布地 月ノ木遺跡 

1047 散布地 大岡東遺跡 

1048 生産遺跡 内山遺跡 

1049 社寺跡 多賀神社遺跡 

1050 城館跡 男鬼入谷城跡 

1051 その他墓跡 大谷遺跡 

注）1.番号は図3-36と対応している。 

  2.表中の“－”は、名称および種別が不明のものを示す。 

出典：「平成28年度滋賀県遺跡地図」(平成29年3月、滋賀県教育委員会) 
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図 3-31 有形文化財(建造物)位置図  

出典：「文化財目録」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 

「文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「甲良町文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、甲良町 HP） 

「米原市の文化財紹介」（令和元年 7 月 19 日現在、米原市 HP） 

「愛荘町の文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、愛荘町 HP） 
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図 3-32 有形文化財(彫刻)位置図  

出典：「文化財目録」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 

「文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「甲良町文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、甲良町 HP） 

「米原市の文化財紹介」（令和元年 7 月 19 日現在、米原市 HP） 

「愛荘町の文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、愛荘町 HP） 
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図 3-33 有形文化財(建造物と彫刻以外)位置図  

出典：「文化財目録」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 

「文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「甲良町文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、甲良町 HP） 

「米原市の文化財紹介」（令和元年 7 月 19 日現在、米原市 HP） 

「愛荘町の文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、愛荘町 HP） 
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図 3-34 史跡、名勝及び天然記念物位置図 

注）スズムシバナは豊郷町全域で町指定天然記念物として定められているため、図示していない。 

出典：「文化財目録」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP） 

「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 

「文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 

「指定文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、多賀町立文化財センターHP） 

「甲良町文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、甲良町 HP） 

「米原市の文化財紹介」（令和元年 7 月 19 日現在、米原市 HP） 

「愛荘町の文化財」（令和元年 7 月 19 日現在、愛荘町 HP） 

「平成 28 年度滋賀県遺跡地図」(平成 29 年 3 月、滋賀県教育委員会) 
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図 3-35 重要伝統的建造物群保存地区及び重要文化的景観の分布状況位置図 

出典：「彦根市の指定文化財一覧表」（令和元年 7 月 19 日現在、彦根市 HP） 

「文化財一覧」（令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP） 

「近江八幡の水郷」(令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP) 

「重要伝統的建造物群保存地区一覧」(令和元年 7 月 19 日現在、文化庁 HP) 
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図 3-36 埋蔵文化財包蔵地位置図  

出典：「平成 28 年度滋賀県遺跡地図」（平成 29 年 3 月、滋賀県教育委員会） 
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16)自然公園法第五条第一項の規定により指定された国立公園、同条第二項の規定により指

定された国定公園又は同法第七十二条の規定により指定された都道府県立自然公園の区

域 

滋賀県では、自然公園の風致景観を保護するため「自然公園法」（昭和 32 年 6 月 1 日法律

第 161 号）第五条第一項及び二項の規定により指定された「琵琶湖国定公園」及び、同法第

七十二条の規定により指定された、「湖東県立自然公園」、「三上・田上・信楽県立自然公園」

の区域内に特別地域、特別保護地区の指定があります。事業実施想定区域及びその周囲にお

ける自然公園の指定状況を表 3-52、自然公園位置図を図 3-37 に示します。 

 

表 3-52 自然公園の指定状況 

単位：ha 

区分 公園名 総面積 

保護規制区分面積 

指定 

年月日 

特別地域 普通

地域 
特別保

護地区 
第1種 第2種 第3種 

国定公園 琵琶湖国定公園 97,601 153 4,964 71,282 18,015 3,187 
昭和25年 

7 月 24 日 

県立自然

公園 

湖東県立自然公園 4,367 - - 248 4,048 71 
昭和62年 

5月15日 

三上・田上・信楽県

立自然公園 
18,177 - 17 890 11,954 5,316 

昭和44年 

12月26日 

注）1.国定公園の値は平成31年3月31日現在。 

2.県立自然公園の保護規制区分面積は滋賀県庁琵琶湖環境部自然環境保全課調べ。 

出典：「国定公園地種区分別面積」（令和元年7月19日現在、環境省HP） 

「湖東県立自然公園公園計画書」（昭和62年5月15日、滋賀県） 

「湖東三山自然歩道の情報」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「三上・田上・信楽県立自然公園公園計画書」（昭和44年12月26日、滋賀県） 
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図 3-37 自然公園位置図

出典：「自然環境保全課 【自然公園 特別地域（特別保護地区）】関係の申請書」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「湖東県立自然公園公園計画書」（昭和62年5月15日、滋賀県） 

「湖東三山自然歩道の情報」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

「三上・田上・信楽県立自然公園公園計画書」（昭和44年12月26日、滋賀県） 
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17)自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第

二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の

規定により指定された都道府県立自然環境保全地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「自然環境保全法」（昭和 47 年 6 月 22 日法律第 85

号）第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項

の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の規定により指定され

た都道府県立自然環境保全地域はありません。 

 

18)近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保

全区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」（昭和 42

年 7 月 31 日法律第 103 号）第五条第一項の規定により定められた近郊緑地保全区域はあり

ません。 

 

19)都市緑地法第五条第一項の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項

の規定により指定された特別緑地保全地区 

事業実施想定区域及びその周囲には、「都市緑地法」(昭和 48 年 9 月 1 日法律第 72 号)第

五条第一項の規定に基づく緑地保全地域、又は同法第十二条第一項の規定により指定された

特別緑地保全地区はありません。 

 

20)滋賀県自然環境保全条例第十九条の規定により指定された緑地環境保全地域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「滋賀県自然環境保全条例」に基づく緑地環境保全

地域として「老蘇の森」、「押立神社の社叢林」があります。緑地環境保全地域の指定状況を

表 3-53 及び図 3-38 に示します。 

 

表 3-53 緑地環境保全地域の指定状況 

区分 名称 区域 
面積 

（ha） 
指定年月日 

緑地環境保

全地域 

老蘇の森 
蒲生郡安土町（現、近江八幡市安土町）大

字東老蘇の一部 
4.95 

平成元年 

8 月 30 日 

押立神社の 

社叢林 

東近江市北菩提寺町および東近江市南菩提

寺町の一部 
3.90 

平成元年 

8 月 30 日 

出典：「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書） 資料編」（平成31年3月、滋賀県） 
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21)都市緑地法第四条第一項第一号の規定により定められた緑地の保全又は緑化の推進に関

する基本計画（緑の基本計画） 

事業実施想定区域及びその周囲において、「都市緑地法」第四条第一項により市町村が定

める緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画として、彦根市、近江八幡市、米原市では

緑の基本計画が策定されています。なお、多賀町、甲良町、豊郷町、愛荘町、東近江市では

緑の基本計画は策定されていません。 

 

22)滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例第八条第一項に基づくヨシ群落保全区域 

事業実施想定区域及びその周囲には、「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」第

八条第一項に基づく「ヨシ群落保全区域」があります。 

琵琶湖及び事業実施想定区域及びその周囲の内湖におけるヨシ群落保全区域の指定状況を

表 3-54(1)～(2)、事業実施想定区域及びその周囲のるヨシ群落保全区域を図 3-38 に示しま

す。 

表 3-54(1) 琵琶湖におけるヨシ群落保全区域等指定面積 

 琵琶湖 

全域 北湖 南湖 保護地区 保全地域 普通地域 

指定植生面積(ha) 165.3 95.8 69.5 38.4 109.2 17.7 

注）1.平成30年3月31日現在。 

  2.保全地域：ヨシ群落保全区域の中でも、相当規模のヨシ群落を有するか、またはある程度のヨシ群

落が存在し、そのヨシを保全することにより、隣接するヨシ群落と一体となって群落

を形成することが可能なところを保全地域として指定。 

   保護地区：ヨシ群落保全地域の中でも、すぐれたヨシ群落が形成され、魚や鳥などの動物にも有効

に利用されており、その生態系の保全を図る上で特に重要であると認められるところ

を保護地区として指定。 

   普通地域：ヨシ群落保全地域の中で、保全地域・保護地区以外の区域を普通地域として指定。 

出典：「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書） 資料編」（平成31年3月、滋賀県） 

「ヨシ群落保全区域位置図」（滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課提供資料） 

 

表 3-54(2) 内湖におけるヨシ群落保全区域等指定面積 

 保全地域 普通地域 

西の湖 曽根沼 
大同川 

(伊庭内湖) 
野田沼 

指定植生面積(ha) 77.4 4.5 2.5 0.9 

注）平成30年3月31日現在。 

出典：「滋賀の環境2018（平成30年版環境白書） 資料編」（平成31年3月、滋賀県） 

「ヨシ群落保全区域位置図」（滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課提供資料） 

 

23)ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例二十一条第一項に基づく生息地等保護

区 

事業実施想定区域及びその周囲では、「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」

第二十一条第一項に基づく生息地等保護区として「布施溜・新溜水生植物生育地保護区」、

「佐目風穴コウモリ類および石灰岩性植物生息・生育地保護区」が指定されています。事業

実施想定区域及びその周囲の生息地等保護区の位置を図 3-39 に示します。 
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図 3-38 緑地環境保全地域及びヨシ群落保全区域位置図  

出典：「滋賀の環境 2018（平成 30 年版環境白書） 資料編」（平成 31 年 3 月、滋賀県） 

「滋賀県緑地環境保全地域自然記念物のしおり（平成 16 年、滋賀県）」 

「ヨシ群落保全区域位置図」（滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課提供資料） 
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図 3-39 生息地等保護区の位置図

出典：「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例 生息・生育地保護区」(令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP) 

「「生育・生育地保護区」の指定について」(令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP) 
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24)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定により設

定された鳥獣保護区等の区域 

事業実施想定区域及びその周囲における「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律」（平成 14 年 7 月 12 日法律第 88 号）第二十八条第一項の規定に基づく鳥獣保護区等

の指定状況を表 3-55(1)～(2)、鳥獣保護区等位置を図 3-40 に示します。 

事業実施想定区域及びその周囲には、鳥獣保護区が 8 箇所、そのうち特別保護地区が 2 箇

所、特定猟具使用禁止区域(銃器)が 38 箇所あります。 

 

表 3-55(1) 鳥獣保護区等の指定状況 

区分 番号 名称 所在地 
面積 

（ha） 
期限 

鳥獣保護区 

（特別保護地区） 

A 滋賀県野鳥の森 犬上郡多賀町 397 H35.10.31 

A-2 
滋賀県野鳥の森 

（特別保護地区） 
犬上郡多賀町 22 H35.10.31 

B 琵琶湖 
彦根市、近江八幡市、 

米原市、東近江市 
72,266 H33.10.31 

C 荒神山 彦根市 421 H35.10.31 

C-2 
荒神山 

（特別保護地区） 
彦根市 25 H35.10.31 

D 安土山・繖山 近江八幡市、東近江市 1,063 H36.10.31 

E 布引山 東近江市 1,145 H31.10.31 

F 西の湖 近江八幡市 590 H38.10.31 

G 犬上ダム 犬上郡多賀町 825 H38.10.31 

H 米原 米原市 508 H37.10.31 

出典：「平成30年度狩猟者必携滋賀県鳥獣保護区位置図等」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 
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表 3-55(2) 鳥獣保護区等の指定状況 

区分 番号 名称 所在地 
面積 

（ha） 
期限 

特定猟具 

使用禁止区域 

(銃器） 

1 愛荘町長野 愛知郡愛荘町 60 H38.10.31 

2 彦根市松原 彦根市 165 H33.10.31 

3 建部瓦屋寺 東近江市 135 H34.10.31 

4 八日市布引 東近江市 176 H39.10.31 

5 彦根市八坂 彦根市 564 H39.10.31 

6 河辺いきものの森 東近江市 16 H31.10.31 

7 ひばり公園と周辺溜 東近江市 107 H35.10.31 

8 平成の杜 東近江市 10 H35.10.31 

9 クレフィール湖東 東近江市 31 H39.10.31 

10 沢溜 東近江市 6 H35.10.31 

11 伊庭内湖 東近江市 102 H35.10.31 

12 布施溜池 東近江市 32 H32.10.31 

13 池之尻 東近江市 29 H36.10.31 

14 
近江八幡市新巻町・竜王町川

守・岩井 

近江八幡市 

蒲生郡竜王町 
129 H30.10.31 

15 八日市布施山 東近江市 28 H38.10.31 

16 白鳥川日吉野 近江八幡市 9 H30.10.31 

17 新鈴橋・日野川橋流域 東近江市 362 H36.10.31 

18 宇曽川 
彦根市、豊郷町、愛

荘町 
190 H33.10.31 

19 佐久良川流域 東近江市 421 H36.10.31 

20 能登川須田川 東近江市 16 H34.10.31 

21 湖東鍋塚溜 東近江市 34 H34.10.31 

22 多賀町四手川 犬上郡多賀町 80 H34.10.31 

23 彦根市日夏町 彦根市 126 H36.10.31 

24 彦根市鳥居本 彦根市 124 H39.10.31 

25 愛荘町愛知川 愛知郡愛荘町 69 H31.10.31 

26 蛇砂川長田 近江八幡市 19 H36.10.31 

27 日野川東横関 近江八幡市 45 H36.10.31 

28 建部東部愛知川左岸 東近江市 9 H36.10.31 

29 芹川 犬上郡多賀町 26 H37.10.31 

30 多賀 犬上郡多賀町 69 H37.10.31 

31 大門池 犬上郡多賀町 6 H37.10.31 

32 蓮池 米原市 16 H37.10.31 

33 甲良町大字池寺・長寺 犬上郡甲良町 124 H32.10.31 

34 甲良町大字池寺字横枕 犬上郡甲良町 2 H32.10.31 

35 能登川町新宮 東近江市 48 H35.10.31 

36 白鳥川土田 近江八幡市 10 H32.10.31 

37 日野川内吉川 近江八幡市 18 H32.10.31 

38 能登川大中 東近江市 65 H38.10.31 

出典：「平成30年度狩猟者必携滋賀県鳥獣保護区位置図等」（令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 
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図 3-40 鳥獣保護区等位置図

出典：「平成 30 年度狩猟者必携滋賀県鳥獣保護区位置図等」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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25)都市計画法第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲では、「都市計画法」（昭和 43 年 6 月 15 日法律第 100 号）

第八条第一項第七号の規定により指定された「箕作山」、「布施山」、「芹川ダム」をはじめと

する 18 地区が風致地区として指定されています。 

風致地区の指定状況を表 3-56 及び図 3-41 に示します。 

 

表 3-56 風致地区指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「滋賀県都市計画総括図」(令和元年7月19日現在、滋賀県HP） 

 

 

 

地区名 所在地 

箕作布施山 近江八幡市、東近江市 

布施山 東近江市 

芹川ダム 多賀町 

赤坂 多賀町 

青龍山 多賀町 

鳥居本 彦根市 

彦根東部 彦根市 

荒神山 彦根市 

彦根長浜湖岸 彦根市、米原市 

佐和山 彦根市 

彦根城 彦根市 

芹川 彦根市 

雨壺山 彦根市 

大堀山 彦根市 

古城山 彦根市 

米原東 米原市 

米原西 米原市 

磯山 米原市 
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図 3-41 風致地区

出典：「滋賀県都市計画総括図」(令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP） 
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26)景観法第八条第一項により景観行政団体が定める良好な景観の形式に関する計画（景観

計画） 

事業実施想定区域及びその周囲では、「景観法」（平成 16 年 6 月 18 日法律第 110 号）第

八条第一項により景観行政団体が定める良好な景観の形式に関する計画として、滋賀県、

彦根市、近江八幡市、米原市で景観計画が策定されています。事業実施想定区域及びその

周囲における景観計画策定状況を表 3-57 に、景観計画区域を図 3-42 に示します。 

 

表 3-57 景観計画策定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「滋賀県景観計画」（平成21年3月、滋賀県） 

「彦根市景観計画」（平成19年6月18日、彦根市） 

「東近江市景観計画」（平成23年2月1日、東近江市） 

「近江八幡市風景計画（水郷風景計画編）」（平成17年9月、近江八幡市） 

「近江八幡市風景計画（伝統的風景計画編）」（平成19年10月、近江八幡市） 

「近江八幡市風景計画（全市計画編）」（平成28年7月、近江八幡市） 

「近江八幡市風景計画（歴史文化風景計画編）」（平成28年10月、近江八幡市） 

「米原市景観計画」（平成25年6月） 

 
27)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第一項の規定により市町村

が定める歴史的風致の維持及び向上に関する計画（「歴史的風致維持向上計画」） 

事業実施想定区域及びその周囲において、「地域における歴史的風致の維持及び向上に

関する法律」（平成 20 年 5 月 23 日法律第 40 号）第五条第一項の規定により町村が定める

歴史的風致の維持及び向上に関する計画として、彦根市では「彦根市歴史的風致維持向上

計画（第 2 期）」(平成 29 年 4 月、彦根市)が定められています。本計画に基づく重点区域

を図 3-42 に示します。 

 

28)その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況 

事業実施想定区域及びその周囲には、「保護林の再編・拡充について」（平成元年 林野

庁長官通達）の規定に基づく保護林の区域はありません。 

 

県・市町 景観計画 

滋賀県 「滋賀県景観計画」 

彦根市 「彦根市景観計画」 

東近江市 「東近江市景観計画」 

近江八幡市 「近江八幡市風景計画（水郷風景計画編）」 

「近江八幡市風景計画（伝統的風景計画編）」 

「近江八幡市風景計画（全市計画編）」 

「近江八幡市風景計画（歴史文化風景計画編）」 

米原市 「米原市景観計画」 



 

202 

 

 
図 3-42 景観計画区域と歴史的風致維持向上計画重点区域

出典：「景観形成地域・地区の指定区域図」(令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP) 

「景観計画情報」(令和元年 7 月 19 日現在、彦根マップ HP) 

「景観形成重点地域」(令和元年 7 月 19 日現在、東近江市 HP) 

「景観法に基づく届け出区域」(令和元年 7 月 19 日現在、米原市 HP) 

「近江八幡市風景計画」(令和元年 7 月 19 日現在、近江八幡市 HP) 

「彦根市歴史的風致維持向上計画（第 2 期）」(平成 30 年 3 月、彦根市) 
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第4章 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまと

めたもの 

1.計画段階配慮事項の選定 

文献で得られた情報により、重大な影響を受けるおそれのある環境の要素について検討し、

計画段階配慮事項を選定します。計画段階配慮事項として選定する環境要素と選定理由は、表

4-1 に示すとおりです。 

 

表 4-1 計画段階配慮事項の選定結果とその理由 

            影響要因 

 

 

環境要素 

施設等の存在 

及び供用 
選定理由 

道路の 

存在 

自動車の 

走行 

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持を旨として

調査、予測及び評

価されるべき環境

要素 

大気 

環境 

大気質  ○ 

事業実施想定区域及びその周囲には、

集落・市街地が分布します。自動車の

走行に伴い、大気質への環境影響を及

ぼすおそれがあるため選定しました。 

騒音  ○ 

事業実施想定区域及びその周囲には、

集落・市街地が分布します。自動車の

走行に伴い、騒音への環境影響を及ぼ

すおそれがあるため選定しました。 

地 形 及 び 地 質

（地下水） 
○  

事業実施想定区域及びその周囲には、

重要な地形及び地質、湧水が存在して

います。道路の存在に伴い、重要な地

形及び地質等への環境影響を及ぼすお

それがあるため選定しました。 

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全を旨と

して調査、予測及

び評価されるべき

環境要素 

動物 ○  

事業実施想定区域及びその周囲には、

重要な動物種の生息が存在していま

す。道路の存在に伴い、動物への環境

影響を及ぼすおそれがあるため選定し

ました。 

植物 ○  

事業実施想定区域及びその周囲では、

重要な植物群落、巨樹・巨木林、天然

記念物の生育が指定されています。道

路の存在に伴い、植物への環境影響を

及ぼすおそれがあるため選定しまし

た。 

生態系 ○  

事業実施想定区域及びその周囲では、

まとまって存在する自然環境として、

自然公園、ラムサール条約登録湿地、

保護水面等が指定されています。道路

の存在に伴い、生態系への環境影響を

及ぼすおそれがあるため選定しまし

た。 

人と自然との豊か

な触れ合いの確保

を旨として調査、

予測及び評価され

るべき環境要素 

景観 ○  

事業実施想定区域及びその周囲には、

主要な眺望点、景観資源が存在してい

ます。道路の存在に伴い、主要な眺望

点、景観資源への環境影響を及ぼすお

それがあるため選定しました。 
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2.計画段階配慮事項に関する調査・予測・評価の手法 

計画段階配慮事項に関する調査･予測・評価の手法は、概ねのルートの位置や基本的な道路

構造等を検討する段階における、事業計画の熟度や検討スケールに応じた環境配慮を適切に実

施できる手法とします。調査は、複数案が含まれるエリア全体を広域的に調査できる既存資料

に基づき、計画段階における環境配慮が必要な対象である検討対象（大気質や騒音では集落・

市街地、動物であれば重要な種の生息地など）の位置・分布を把握する方法とし、把握できた

ものについて、表 4-2 に示します。また、予測は、環境の状況の変化を把握する方法とします。

評価は、環境影響の程度を整理、各ルート帯（①案：都市計画道路活用ルート、②案：山側ル

ート、③案：国道 8 号拡幅ルート）にて比較する方法とします。 
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表 4-2 計画段階配慮事項に関する調査、予測、評価の手法 

計画段階配慮事項 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法 

自動車の走行によ

る大気質 
集落・市街地※1の位置 既存資料 

集落・市街地の位

置と複数案との位

置関係を把握 

回避又は通過の

状況を整理・比

較 自動車の走行によ

る騒音 

道路の存在による

地形及び地質（地

下水） 

重要な箇所 

・重要な地形及び地質、湧水※2 既存資料 

重要な箇所の位置

と複数案との位置

関係を把握 

回避又は通過、

分断の状況を整

理・比較 

道路の存在による

動物 

重要な種の生息地 

・重要な動物種※3 

 

既存資料 

重要な種の生息地

の位置と複数案と

の位置関係を把握 

回避又は通過、

分断の状況を整

理・比較 

道路の存在による

植物 

重要な種・群落の生育地 

・重要な植物群落※7 

・巨樹・巨木林※8 

・天然記念物※9 

既存資料 

重要な種・群落の

生育地の位置と複

数案との位置関係

を把握 

回避又は通過、

分断の状況を整

理・比較 

道路の存在による

生態系 

生態系の保全上重要であって、

まとまって存在する自然環境 

・重要湿地※12 

・重要拠点区域及び生態回廊※13 

・自然公園※10 

・鳥獣保護区※4 

・保安林※14 

・ラムサール条約登録湿地※5 

・保護水面、採捕禁止区域※6 

・緑地環境保全地域※15 

・ヨシ群落保全区域※16 

・生息・生育地保護区※17 

・自然 100 選※18 

既存資料 

生態系の保全上重

要であって、まと

まって存在する自

然環境との位置関

係を把握 

回避又は通過、

分断の状況を整

理・比較 

道路の存在による

景観 

重要な箇所 

・主要な眺望点、景観資源※11 既存資料 

重要な箇所の位置

と複数案との位置

関係を把握 

回避又は通過、

分断の状況を整

理・比較 

※1）集落・市街地の既存資料：「土地利用細分メッシュデータ」(令和元年 7 月 19 日現在、国土数値情報 HP)の建物用地 

※2）重要な地形及び地質の既存資料：日本の地形レッドデータブック 第１集 新装版（平成 12 年、日本の地形レッドデータ

ブック作成委員会）、湧水の既存資料:「湧水保全ポータルサイト」(令和元年 7 月 19 日現在、環境省 HP) 

※3）重要な動物種の既存資料：「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査 滋賀県」（昭和 54～56 年、環境庁）他 

※4）鳥獣保護区の既存資料：「平成 30 年度狩猟者必携滋賀県鳥獣保護区等位置図」（平成 30 年 10 月、滋賀県琵琶湖環境部自

然環境保全課） 

※5）ラムサール条約登録湿地：「ラムサール条約と条約湿地」（令和元年 7 月 19 日現在、環境省 HP） 

※6）保護水面、禁止区域：「遊漁の手帖」（平成 31 年 3 月、滋賀県農政水産部水産課） 

※7）重要な植物群落の既存資料：「第2回自然環境保全基礎調査」(昭和56年、環境庁)､「滋賀県自然環境保全条例」(昭和48

年10月9日滋賀県条例第42号)､「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」(平成4年3月30日滋賀県条例第17号) 

※8）巨樹・巨木林の既存資料：「第 4 回自然環境保全基礎調査」（昭和 63 年～平成 5 年、環境庁）、「第 6 回自然環境保全基礎

調査」（平成 11 年～17 年、環境省） 

※9）天然記念物の既存資料：「文化財目録」（令和元年 7 月 19 日現在、滋賀県 HP）他 

※10）自然公園の既存資料：「自然環境保全課 【自然公園 特別地域（特別保護地区）】関係の申請書」（令和元年 7 月 19 日現

在、滋賀県 HP） 
※11）主要な眺望点、景観資源の既存資料：「第 3 回自然環境保全基礎調査 滋賀県自然環境情報図」（平成元年 環境庁）他 

※12）「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省） 

※13）「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」（平成 21 年、滋賀県） 

※14）「森林法」（昭和 26 年 6 月 26 日法律第 249 号） 

※15）「滋賀県自然環境保全条例」（昭和 48 年 10 月 9 日滋賀県条例第 42 号） 

※16）「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」（平成 4 年 3 月 30 日滋賀県条例第 17 号） 

※17）「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」(平成 18 年 3 月 30 日滋賀県条例第 4 号) 

※18）「守りたい育てたい湖国の自然 100 選」（滋賀県） 
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3.計画段階配慮事項に関する調査・予測・評価の結果 

(1)大気質 

1)調査事項 

既存資料により、以下の事項について調査を行いました。 

・集落・市街地の位置 

 

2)調査結果 

A.集落・市街地の位置 

事業実施想定区域及びその周囲では、山地・丘陵地には針葉樹林や広葉樹林が存在し、低

地・台地は田や住宅地として多く利用されています。 

事業実施想定区域及びその周囲における土地利用種別図は、「第 3 章 2.(2)土地利用の状

況」の図 3-19 に示すとおりです。 

 

3)予測事項 

調査結果を踏まえ、以下の事項について予測を行いました。 

・集落・市街地の位置と複数案との位置関係 

 

4)予測結果 

集落・市街地の位置と複数案との位置関係を図 4-1 に示します。 

集落・市街地の改変又はその回避の状況は、①案では、ルート帯の面積の約 24％を集

落・市街地が占めます。②案では、ルート帯の面積の約 17％を集落・市街地が占めます。

③案では、ルート帯の面積の約 50％を集落・市街地が占めます。 

よって、最も集落・市街地を通過するのは③案であり、次に①案、その次に②案となりま

した。 

 

5)評価結果 

環境の状況の変化、今後の路線・構造検討及び環境保全措置による影響の回避・低減の可

能性をふまえ、影響の程度を評価し、その結果を示します。 

集落・市街地が各ルート帯に占める面積の割合は、①案では約 24％、②案では約 17％、

③案では約 50％です。 

よって、各ルート帯の比較については、集落・市街地の通過の状況より、最も環境へ与え

る影響が大きいのは③案であり、次に①案、その次に②案になると評価します。 
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図 4-1 計画段階配慮事項の予測結果（大気質） 
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(2)騒音 

1)調査事項 

既存資料により、以下の事項について調査を行いました。 

・集落・市街地の位置 

 

2)調査結果 

A.集落・市街地の位置 

事業実施想定区域及びその周囲では、山地・丘陵地には針葉樹林や広葉樹林が存在し、低

地・台地は田や住宅地として多く利用されています。 

事業実施想定区域及びその周囲における土地利用種別図は、「第 3 章 2.(2)土地利用の状

況」の図 3-19 に示すとおりです。 

 

3)予測事項 

調査結果を踏まえ、以下の事項について予測を行いました。 

・集落・市街地の位置と複数案との位置関係 

 

4)予測結果 

集落・市街地の位置と複数案との位置関係を図 4-2 に示します。 

集落・市街地の改変又はその回避の状況は、①案では、ルート帯の面積の約 24％を集

落・市街地が占めます。②案では、ルート帯の面積の約 17％を集落・市街地が占めます。

③案では、ルート帯の面積の約 50％を集落・市街地が占めます。 

よって、最も集落・市街地を通過するのは③案であり、次に①案、その次に②案となりま

した。 

 

5)評価結果 

環境の状況の変化、今後の路線・構造検討及び環境保全措置による影響の回避・低減の可

能性をふまえ、影響の程度を評価し、その結果を示します。 

集落・市街地が各ルート帯に占める面積の割合は、①案では約 24％、②案では約 17％、

③案では約 50％です。③案については、現状で 4 地点とも環境基準未達成となっており、3

地点で要請限度を超過しています。 

よって、各ルート帯の比較については、集落・市街地の通過の状況より、最も環境へ与え

る影響が大きいのは③案であり、次に①案、その次に②案になると評価します。 
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図 4-2 計画段階配慮事項の予測結果（騒音） 
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(3)地形及び地質（地下水） 

1)調査事項 

既存資料により、以下の事項について調査を行いました。 

・重要な箇所 

 

2)調査結果 

A.重要な箇所 

事業実施想定区域及びその周囲には「日本の地形レッドデータブック 第 1 集 新装版」

（平成 12 年、日本の地形レッドデータブック作成委員会）で重要な地形及び地質、学術上

及び希少性の観点から重要な地形・地質について、「水郷低地、西の湖」が指定されていま

す。また、主要な湧水として十王村の水、軽野湧水、弘法池湧水等があります。 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な地形及び地質、湧水は 14 箇所あり、「第 3

章 1.(2)水象、水質、水底の底質 その他の水に係る環境の状況」の図 3-4、「第 3 章 1.(4)

地形及び地質の状況」の図 3-10 に示すとおりです。 

 

3)予測事項 

調査結果を踏まえ、以下の事項について予測を行いました。 

・重要な箇所の位置と複数案との位置関係 

 

4)予測結果 

重要な箇所の位置と複数案との位置関係を図 4-3 に示します。 

重要な箇所の改変又はその回避の状況は、①案、②案、③案ともに重要な箇所を通過しま

せん。 

よって、①案、②案、③案ともに重要な箇所を回避する結果となりました。 

 

5)評価結果 

環境の状況の変化、今後の路線・構造検討及び環境保全措置による影響の回避・低減の可

能性をふまえ、影響の程度を評価し、その結果を示します。 

重要な箇所の改変又はその回避の状況より、①案、②案、③案ともに重要な箇所を回避す

ることから、3 ルート帯は、地形及び地質（地下水）に影響を与える可能性は極めて小さい

と評価します。 
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図 4-3 計画段階配慮事項の予測結果（地形及び地質（地下水）） 
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(4)動物 

1)調査事項 

既存資料により、以下の事項について調査を行いました。 

・重要な種の生息地 

 

2)調査結果 

A.重要な種の生息地 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な動物種として、哺乳類ではカワネズミ、コ

キクガシラコウモリ、カヤネズミ、ツキノワグマ等の 17 種、鳥類ではハヤブサ、チュウサ

ギ、イカルチドリ等の 43 種、爬虫類ではニホンスッポン、タカチホヘビ等の 7 種、両生類

ではカスミサンショウウオ、ナガレヒキガエル、ナゴヤダルマガエル等の 11 種、魚類では

スナヤツメ類、ニゴロブナ、ホトケドジョウ、ドンコ等の 42 種、昆虫類ではモートンイト

トンボ、メガネサナエ、オオムラサキ、ギフチョウ、オオクワガタ等の 137 種、底生動物で

はマルタニシ、イボカワニナ、マツカサガイ等の 32 種、陸産貝類ではヤママメタニシ、ホ

ラアナゴマオカチグサガイ、オオギセル、ツルガマイマイ等の 57 種が確認されています。 

これらの重要な種の中には、国指定特別天然記念物であるカモシカ、オオサンショウウオ、

国指定の天然記念物であるオジロワシ、オオワシ、アユモドキ、ゲンジボタル（息長ゲンジ

ボタル発生地として）、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の指定種

であるツキノワグマ、オジロワシ、オオワシ、ハヤブサ、メダイチドリ、コアジサシ、オオ

サンショウウオ、アユモドキ、「ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例」の指定

種であるユビナガコウモリ、テングコウモリ、コミミズク、ヤマセミ、ナゴヤダルマガエル、

ハリヨが含まれています。 

また、法律に基づく指定種のほか、「環境省レッドリスト 2019 の公表について」及び「滋

賀県で大切にすべき野生生物 滋賀県レッドデータブック 2015 年版」の対象種、鳥類では

「近畿地区・鳥類レッドデータブック-絶滅危惧種判定システムの開発」の滋賀県における

対象種が含まれています。 

事業実施想定区域及びその周囲における詳細な位置が特定できた重要な動物種の生息地の

分布図は 33 箇所あり、「第 3 章 1.(5)動植物の生息または生育、植生及び生態系の状況」の

図 3-12(1)～(3)に示すとおりです。 
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3)予測事項 

調査結果を踏まえ、以下の事項について予測を行いました。 

・重要な種の生息地の位置と複数案との位置関係 

 

4)予測結果 

重要な種の生息地の位置と複数案との位置関係を図 4-4 に示します。 

重要な種の生息地の改変又はその回避の状況は、①案では、重要な種の生息地を 33 箇所

中 3 箇所通過します。②案では、重要な種の生息地を 33 箇所中 3 箇所通過します。③案で

は、重要な種の生息地を 33 箇所中 2 箇所通過します。 

よって、最も重要な種の生息地を通過するのは①・②案であり、その次に③案となりまし

た。なお、箇所数はルート帯の中心部まで範囲がおよぶ重要な種の生息地を数えました。 

 

5)評価結果 

環境の状況の変化、今後の路線・構造検討及び環境保全措置による影響の回避・低減の可

能性をふまえ、影響の程度を評価し、その結果を示します。 

各ルート帯における重要な種の生息地の箇所数は、①案では 3 箇所、②案では 3 箇所、③

案では 2 箇所です。 

よって、各ルート帯の比較については、重要な種の生息地の通過状況や位置状況により、

最も環境へ与える影響が大きいのは①・②案であり、次に③案になると評価しますが、②案

については地山改変を極力小さく出来る構造も検討することから、起点側の山地に存在する

動物への影響は回避又は低減されることが予測されます。 
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図 4-4 計画段階配慮事項の予測結果（動物） 
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(5)植物 

1)調査事項 

既存資料により、以下の事項について調査を行いました。 

・重要な種・群落の生育地 

 

2)調査結果 

A.重要な種・群落の生育地 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な種・群落の生育地として、天然記念物は、

国指定として「南花沢のハナノキ」等 2 箇所、県指定として「西明寺のフダンザクラ」1 箇

所、市町指定として「彦根城跡内のオオトックリイチゴ」等 7 箇所、計 10 箇所が指定され

ています。 

巨樹・巨木林としてはスギ、ケヤキ等の計 271 箇所、「滋賀県自然環境保全条例」の自然

記念物として「慈眼寺のスギ」等の 5 箇所が選定されています。 

事業実施想定区域及びその周囲における天然記念物、巨樹・巨木林、重要な植物、及び重

要な植物群落の位置は 74 箇所あり、図 3-15(1)～(2)に示すとおりです。 

 

3)予測事項 

調査結果を踏まえ、以下の事項について予測を行いました。 

・重要な種・群落の生育地の位置と複数案との位置関係 

 

4)予測結果 

重要な種・群落の生育地の位置と複数案との位置関係を図 4-5 に示します。 

重要な種・群落の生育地の改変又はその回避の状況は、①案では、重要な種・群落の生育

地を 74 箇所中 11 箇所通過します。②案では、重要な種・群落の生育地を 74 箇所中 14 箇所

通過します。③案では、重要な種・群落の生育地を 74 箇所中 23 箇所通過します。 

よって、最も重要な種・群落の生育地を通過するのは、③案であり、次に②案、その次に

①案となりました。 
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5)評価結果 

環境の状況の変化、今後の路線・構造検討及び環境保全措置による影響の回避・低減の可

能性をふまえ、影響の程度を評価し、その結果を示します。 

各ルート帯における重要な種・群落の生育地の箇所数は、①案では 11 箇所、②案では 14

箇所、③案では 23 箇所です。 

よって、各ルート帯の比較については、重要な種・群落の生育地の通過状況や位置状況に

より、最も環境へ与える影響が大きいのは③案であり、次に②案、その次に①案になると評

価します。 
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図 4-5 計画段階配慮事項の予測結果（植物） 
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(6)生態系 

1)調査事項 

既存資料により、以下の事項について調査を行いました。 

・生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境 

 

2)調査結果 

A.生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境 

事業実施想定区域及びその周囲における生態系の保全上重要であって、まとまって存在す

る自然環境として、「環境影響を受けやすい場」に類するものとしては、環境省が設定する

「重要湿地」のほか、「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」において選定された「重

要拠点区域」、「生態回廊」が抽出されました。このうち、「重要拠点区域」は、野生動植物

の生息・生育地として重要な地域が、稜線界や流域界等地域的にまとまった範囲で存在する

地域を滋賀県が設定したものです。同じく「生態回廊」は、哺乳類や回遊魚の移動経路とし

て、河畔林が連続して成立する大規模河川を滋賀県が設定したものです。「環境保全の観点

から法令等により指定された場」に類するものとしては、国定公園、県立自然公園、鳥獣保

護区、保安林、保護水面、ラムサール条約登録湿地のほか、「滋賀県漁業調整規則」の「採

捕禁止区域」、県条例の「緑地環境保全地域」、「ヨシ群落保全区域」、「生息・生育地保護区」

が抽出されました。「法令等により指定されていないが地域により注目される場」に類する

ものとしては、「守りたい育てたい湖国の自然 100 選(滋賀県)」が抽出されました。 

事業実施想定区域及びその周囲における生態系の保全上重要であって、まとまって存在す

る自然環境の位置は 111 箇所あり、図 3-16(1)～(3)に示すとおりです。 

 

3)予測事項 

調査結果を踏まえ、以下の事項について予測を行いました。 

・生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境の位置と複数案との位置関

係 
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4)予測結果 

生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境の位置と複数案との位置関係

を図 4-6 に示します。 

生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境の改変又はその回避の状況は、

①案では、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境を 111 箇所中 6 箇所

通過します。②案では、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境を 111

箇所中 13 箇所通過します。③案では、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する

自然環境を 111 箇所中 13 箇所通過します。 

よって、最も生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境を通過するのは

②・③案となり、その次に①案となりました。 

 

5)評価結果 

環境の状況の変化、今後の路線・構造検討及び環境保全措置による影響の回避・低減の可

能性をふまえ、影響の程度を評価し、その結果を示します。 

各ルート帯における生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境の箇所数

は、①案では 6 箇所、②案では 13 箇所、③案では 13 箇所です。 

よって、各ルート帯の比較については、生態系の保全上重要であって、まとまって存在す

る自然環境の通過状況や位置状況により、最も環境へ与える影響が大きいのは②・③案であ

り、次に①案になると評価しますが、②案については地山改変を極力小さく出来る構造も検

討することから、起点側の山地に存在する生態系への影響は回避又は低減されることが予測

されます。 
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図 4-6 計画段階配慮事項の予測結果（生態系） 
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(7)景観 

1)調査事項 

既存資料により、以下の事項について調査を行いました。 

・重要な箇所 

 

2)調査結果 

A.重要な箇所 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な箇所として、彦根城、佐和山、箕作山等、

計 18 箇所の主要な眺望点が存在します。また、「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然景観資

源調査報告書」、「こころに残る滋賀の風景」等で選定されている景観資源が 56 箇所ありま

す。 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な箇所の位置は 74 箇所あり、図 3-17 に示す

とおりです。 

 

3)予測事項 

調査結果を踏まえ、以下の事項について予測を行いました。 

・重要な箇所の位置と複数案との位置関係 

 

4)予測結果 

重要な箇所の位置と複数案との位置関係を図 4-7 に示します。 

予測結果は、重要な箇所の改変又はその回避の状況は、①案では、重要な箇所を 74 箇所

中 1 箇所通過します。②案では、重要な箇所を 74 箇所中 3 箇所通過します。③案では、重

要な箇所を 74 箇所中 8 箇所通過します。 

よって、最も重要な箇所を通過するのは③案であり、次に②案、その次に①案となりまし

た。 

 

5)評価結果 

環境の状況の変化、今後の路線・構造検討及び環境保全措置による影響の回避・低減の可

能性をふまえ、影響の程度を評価し、その結果を示します。 

各ルート帯が重要な箇所を通過する箇所数は、①案では 1 箇所、②案では 3 箇所、③案で

は 8 箇所です。 

よって、各ルート帯の比較については、重要な箇所の通過状況や位置状況により、最も環

境へ与える影響が大きいのは③案であり、次に②案、その次に①案になると評価しますが、

②案については地山改変を極力小さく出来る構造も検討することから、起点側の山地に存在

する景観への影響は回避又は低減されることが予測されます。 
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図 4-7 計画段階配慮事項の予測結果（景観） 
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(8)総合評価 

本事業に係る計画段階配慮事項について、各ルート帯における環境影響を検討した結果は、

以下のとおりです。 

①案は、地形及び地質（地下水）の１つの環境要素において、環境影響の程度が極めて小さ

く、大気質、騒音、動物、植物、生態系、景観の６つの環境要素において、環境影響の程度が

比較的小さいと評価します。 

②案は、地形及び地質（地下水）の１つの環境要素において、環境影響の程度が極めて小さ

く、大気質、騒音、動物、植物、生態系、景観の６つの環境要素において、環境影響の程度が

比較的小さいと評価します。 

③案は、地形及び地質（地下水）の１つの環境要素において、環境影響の程度が極めて小さ

く、動物、生態系の２つの環境要素において、環境影響の程度が比較的小さく、大気質、騒音、

植物、景観の４つの環境要素において、環境影響の程度が他のルート帯より大きいと評価しま

す。 

よって、③案は、他のルート帯より環境影響が大きいと評価します。 

 

また、①案と②案では、大気質、騒音においては、①案の方が集落・市街地を通過する割合

が大きく、②案より環境影響は大きいと評価します。一方、植物、生態系、景観においては、

②案の方がまとまって存在する自然環境や重要な箇所を多く通過する結果となっています。動

物においては、重要な種の生息地を通過する箇所は①案、②案で同じ結果となっています。 

なお、②案については地山改変を極力小さく出来る構造も検討することから、起点側の山地

に存在する動物、生態系、景観への影響は回避又は低減されることが予測されます。 

 

今後、具体的なルートの位置や道路構造を決定する段階では、できる限り集落・市街地、重

要な種の生息地等、重要な種・群落の生育地等、生態系の保全上重要であって、まとまって存

在する自然環境、重要な箇所（重要な地形及び地質、湧水、主要な眺望点、景観資源）を避け

て計画します。 

なお、各検討対象について、回避が困難又は、必ずしも十分に低減されないおそれのある場

合には、今後の環境影響評価の中で調査・予測・評価を行い、必要に応じて適切な環境保全措

置を検討します。 
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第5章 その他環境省令で定める事項 

1.環境影響評価法第三条の七に基づく配慮書の案についての意見と事業者の見解 

(1)一般の環境の保全の見地からの意見と事業者の見解 

対策案（ルート帯案）を検討する際に重視すべき事項として、「生活環境(騒音、大気汚染)

に配慮し、できる限り影響を回避した道路」及び、「自然環境(動物、植物、生態系)に配慮し、

できる限り影響を回避した道路」について意見聴取を行い、「特に重視すべき」、「やや重視す

べき」、「どちらともいえない」、「あまり重視すべきでない」、「重視する必要ない」の５段階で

回答していただきました。（アンケート調査：平成 30 年 9 月 27 日～平成 30 年 10 月 27 日（第

2回意見聴取）） 

その結果、重視すべきという意見（“特に重視すべき”“やや重視すべき”）は、「生活環境

(騒音、大気汚染)に配慮し、できる限り影響を回避した道路」が 72.7％、「自然環境(動物、

植物、生態系)に配慮し、できる限り影響を回避した道路」が 60.0％という結果でした。また、

自由意見の中で環境に関する意見が多数寄せられ、その代表的な意見及び事業者の見解を表

5-1 に示します。 

 

【生活環境(騒音、大気汚染)に配慮し、できる限り影響を回避した道路】 

 

 

 

 

 

 

 

【自然環境(動物、植物、生態系)に配慮し、できる限り影響を回避した道路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1  住民等（事業所含む）からの重視すべきという意見の割合 
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表 5-1  住民等（事業所含む）からの主な意見と事業者の見解 

項目 住民等（事業所含む）からの意見 事業者の見解 

環
境
全
般 

・新しい道路が抜け道を作って環境が悪くならない

ように。 

・環境も大事にしてほしい。 

・利便性の向上も大切だが、やはり生活・自然環境

への影響を重視してほしい。 

・生活環境、自然環境への影響を特に重視する。 

・産業・観光の振興も大切ですが、やはり、人・自

然への負荷の無い、安全管理（保全、ランニング

コスト等）継続性を考えるべき。 

他 7件 

事業実施に向けては、本事業の 

目的を勘案しつつ、生活環境、自

然環境への影響について、できる

限り回避・低減するよう配慮しま

す。 

また、今後の環境影響評価の手

続きにおいて、具体的なルートの

位置や道路構造を決定する段階

で、調査、予測、評価を行い、必

要に応じて環境保全措置等の配慮

を行います。 
生
活
環
境
（
大
気
質
・
騒
音
） 

・長距離になっても良いので、住宅街から離れた道

をお願いします。 

・交通量の増加、車両の大型化により、公害（騒

音）が大きくなっていることを考えるべき。 

・生活環境に配慮すべき。 

・渋滞、騒音、振動等に悩まされている住民に配慮

すべき。 

・早朝と夜に高速道路のようなスピード車、自宅の

車庫の出入りもままなりません。バイクの騒音が

特に多い。 

他 45 件 

事業実施に向けては、本事業の 

目的を勘案しつつ、大気質・騒音

等の影響について、できる限り回

避・低減するよう配慮します。 

 また、今後の環境影響評価の手 

続きにおいて、具体的なルートの 

位置や道路構造を決定する段階 

で、調査、予測、評価を行い、必 

要に応じて環境保全措置等の配慮 

を行います。 

自
然
環
境
（
動
植
物
・
生
態
系
） 

・将来のためにも、自然を残しつつ、道路計画をし

て欲しい。 

・動植物への影響ができるだけないよう、検討いた

だきたい。 

・自然環境は守って欲しい。動物は文句が言えない

から。 

・既存の道を拡張し、自然環境を配慮する。 

・どの都市も同じような景色になっている。このエ

リアの自然など特徴を壊さないようにしてほし

い。 

他 18 件 

事業実施に向けては、本事業の 

目的を勘案しつつ、動植物・生態

系等の影響について、できる限り

回避・低減するよう配慮します。 

 また、今後の環境影響評価の手 

続きにおいて、具体的なルートの 

位置や道路構造を決定する段階 

で、調査、予測、評価を行い、必 

要に応じて環境保全措置等の配慮 

を行います。 
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(2)地方公共団体の長からの意見と事業者の見解 

道路事業の計画段階評価に関わる意見照会において、計画段階環境配慮書の意見も兼ねて滋

賀県知事、市町長に意見聴取を実施し、その意見と事業者の見解を表 5-2(1)～(2)に示します。 

 

 

表 5-2(1) 地方公共団体の長からの意見と事業者の見解 

Ｎｏ 地方公共 
団体の長 

地方公共団体の長からの意見 事業者の見解 

 
１ 

滋賀県 

知事 

 配慮書以降の図書において、路線 

選定の経緯を適切に記載するととも 

に、大気環境（大気質、騒音、振動 

等）、水環境（水質、地下水等）、土 

壌環境、動植物および生態系、景 

観、文化財・伝承文化、廃棄物、温 

室効果ガスの環境への影響などの環 

境要素を適切に選定し、調査、予測 

および評価を行い、本事業の実施に 

よる環境影響を回避または極力低減 

してください。 

本配慮書において、これまでの検討
経緯、複数案の設定にあたっての考え
方を記載しました。方法書以降の図書
においては、事業特性を勘案し、大気
環境、水環境等の生活環境への影響や
土壌、動植物、景観、文化財等の自然
環境への影響などの環境要素を適切に
選定し、調査、予測、評価を行い、必
要に応じて環境保全措置等の配慮を行
います。 

 
２ 

 

彦根市  計画を具体化していただく際は、 

大気や騒音等による生活環境への影 

響について回避・低減に努めていた 

だくほか、ルート帯は山間地を通過 

するため、生息・生育環境、景観へ 

の配慮もお願いします。 

 事業実施に向けては、本事業の目的
を勘案しつつ、大気質・騒音等の生活
環境への影響や動植物、景観等の自然
環境への影響について、できる限り回
避・低減するよう配慮します。 
また、今後の環境影響評価の手続き

において、具体的なルートの位置や道
路構造を決定する段階で、調査、予
測、評価を行い、必要に応じて環境保
全措置等の配慮を行います。 

 
３ 
 

近江八幡市 

 

 周辺の住環境、市民生活に対しま 

して十分ご配慮いただき、必要な手 

続きを進めていただきますよう重ね 

てお願い申し上げます。 

事業実施に向けては、本事業の目的
を勘案しつつ、大気質・騒音等の生活
環境への影響について、できる限り回
避・低減するよう配慮します。 
また、今後の環境影響評価の手続き

において、具体的なルートの位置や道
路構造を決定する段階で、調査、予
測、評価を行い、必要に応じて環境保
全措置等の配慮を行います。 

 
４ 
 

東近江市  事業実施に向けては、大気質、騒 

音、水質等の生活環境への影響に配 

慮するとともに、重要な動植物の生 

態系や景観にも配慮した自然環境 

等、地域への影響をできる限り回 

避・低減に努めていただきますよう 

お願いします。 

 

 事業実施に向けては、本事業の目的
を勘案しつつ、大気質・騒音、水環境
等の生活環境への影響や動植物、景観
等の自然環境への影響について、でき
る限り回避・低減するよう配慮しま
す。 
 また、今後の環境影響評価の手続き
において、具体的なルートの位置や道
路構造を決定する段階で、調査、予
測、評価を行い、必要に応じて環境保
全措置等の配慮を行います。 
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表 5-2(2) 地方公共団体の長からの意見と事業者の見解 

Ｎｏ 地方公共 
団体の長 

地方公共団体の長からの意見 事業者の見解 

 
５ 

愛荘町  当該区間は農業振興地域、集落を 

通過することから、農業振興地にお 

いては地域の生活環境および自然環 

境への影響をできるかぎり回避・低 

減に努めていただきますよう配慮を 

お願いします。 

 

 

 事業実施に向けては、本事業の目的
を勘案しつつ、大気質・騒音、水環境
等の生活環境への影響や動植物、景観
等の自然環境への影響について、でき
る限り回避・低減するよう配慮しま
す。 
 また、今後の環境影響評価の手続き
において、具体的なルートの位置や道
路構造を決定する段階で、調査、予
測、評価を行い、必要に応じて環境保
全措置等の配慮を行います。 

 
６ 

豊郷町  事業実施に向けては、地域の生活 

環境や自然環境への影響をできる限 

り回避、低減に努めていただきます 

ようお願いします。 

 事業実施に向けては、本事業の目的
を勘案しつつ、大気質・騒音等の生活
環境への影響や動植物、景観等の自然
環境への影響について、できる限り回
避・低減するよう配慮します。 
 また、今後の環境影響評価の手続き
において、具体的なルートの位置や道
路構造を決定する段階で、調査、予
測、評価を行い、必要に応じて環境保
全措置等の配慮を行います。 

 
７ 

甲良町  事業実施に向けて、当町を通過す 

るため、大気質、水環境、騒音等の 

生活環境への影響に配慮するととも 

に、農産業に配慮し、地域への影響 

をできる限り回避・低減に努めてい 

ただきますようお願いします。 

 事業実施に向けては、本事業の目的
を勘案しつつ、大気質・騒音、水環境
等の生活環境への影響について、でき
る限り回避・低減するよう配慮しま
す。 
また、今後の環境影響評価の手続き

において、具体的なルートの位置や道
路構造を決定する段階で、調査、予
測、評価を行い、必要に応じて環境保
全措置等の配慮を行います。 

 
８ 

多賀町 

 

 事業の実施に向けては、動植物の 

生息・生育地等の自然環境に配慮す 

るとともに、周辺の住環境や住民生 

活への影響をできる限り回避・低減 

するよう努めていただきますようお 

願いします。また、多賀町には周知 

の遺跡範囲に指定している箇所もあ 

ることから文化財に対しても十分ご 

配慮いただきますよう重ねてお願い 

します。 

 事業実施に向けては、本事業の目的
を勘案しつつ、大気質・騒音等の生活
環境への影響や動植物、文化財等の自
然環境への影響について、できる限り
回避・低減するよう配慮します。 
また、今後の環境影響評価の手続き

において、具体的なルートの位置や道
路構造を決定する段階で、調査、予
測、評価を行い、必要に応じて環境保
全措置等の配慮を行います。 

 


