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１－６．滋賀県高島市（針江・饗庭野周辺） 

①高島市の自然環境の特性 
・ 高島市は、滋賀県の北西部に位置し、総面積は約 693 km2 (うち琵琶湖の面積 181.64 km2）、

総人口は約５万５千人を擁している。東部は琵琶湖に、南西部は比良山地を境に大津市およ

び京都府に、北西部は饗庭野、野坂山地を境に福井県に接している。 

・ マキノ町の海津大崎や今津のザゼン草などの自然環境資源を有し、畑の棚田の「日本の棚田

百選」をはじめ数多くの資源が百選にも選定されている。（図４-21,表エラー! 指定したスタ

イルは使われていません。-1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. 資源名 NO. 資源名 NO. 資源名 NO. 資源名 

1 大荒比古神社 7 マキノサニービーチ 14 針江生水の郷 21 蛇谷ヶ峰 

2 赤坂山 8 淡海湖・平池 15 大荒比古神社 22 針畑郷 

3 メタセコイヤ並木 9 王塚古墳群 16 安曇川 23 生杉ブナ原生林 

4 海津天神社 10 湖西の松林 17 藤樹書院 24 畑の棚田 

5 海津大崎の桜 11 ザゼンソウ群生地 18 鴨稲荷山古墳 25 八ツ淵の滝 

6 高島市海津・西浜・知 12 饗庭野湿原 19 萩の浜    

 内の水辺景観 13 ヨシ群落 20 朽木渓谷    

図エラー! 指定したスタイルは使われていません。-21：高島市内の主な自然環境資源  
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表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-1：高島市内の百選に選定されている自然環

境資源 

百選名称 資源名 

日本の渚百選  萩の浜 

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選 簗 

日本の白砂青松百選  湖西の松林 

水の郷百選  マキノ町 

快水浴場百選  マキノサニービーチ 

日本の滝百選  八ツ淵の滝 

日本の棚田百選 畑の棚田 

日本のさくら名所百選  海津大崎の桜並木 

関西自然に親しむ風景百選 畑の棚田 

関西自然に親しむ風景百選 葛川（安曇川上流） 

さくらの名所百選 海津大崎 

生杉 

今津浜周辺（浜分別と貫川内湖を含む） 

平池 

淡海湖周辺 

石庭・辻・寺久保・牧野 

西浜湿原 

今津町弘川 

針江～深溝（琵琶湖湖岸） 

饗場野湿原 

守りたい育てたい湖国の自然百選 一次選考箇所 

赤坂山周辺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：高島市「高島
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市勢要覧 環の郷」

（平成 18 年 12 月）

②検討区域の概要 
・ 検討区域は高島市中部に位置し、安曇川下流域にあたる。区域面積は 80.77km2で、区域中央

を安曇川が東西方向に流れ、東側は琵琶湖に面している。 

・ 大阪中心部から約 90km 圏に立地し、区域の東部を JR 湖西線が通り、区域内には新旭駅、安

曇川駅が立地する。また、京阪神地域・北陸地域を結ぶ国道 161 号線が JR 湖西線に沿うよう

に走り、琵琶湖湖岸沿いを湖周道路が通っている。 

・ 区域東部の平地には、農地が広がり集落が点在している。区域西部には、二次林が広がり谷

筋には植林地もみられる。 

・ 区域は 31 の町丁に区分され、平成 18 年版近江八幡市統計書では区域内の人口は約 2.5 万人

で、安曇川町田中の人口が 2,516 人と最も多い。また平成 12 年度国勢調査によると、高齢化

率は 20-30％前後で、安曇川町横江の 33.6％が最も高くなっている。（表エラー! 指定したス

タイルは使われていません。-2） 

・ 高島市の観光入込客数は、過去３年間、年々増加し、平成 18 年には平成 16 年より約 63.5 万

人増加している。平成 18 年観光入込客数を目的別にみると、市域全域の観光入込客数が約 350

万人で、そのうち登山・ハイキングを目的とするものが約７万人、スキー・スケートを目的

とするものが約28万人、キャンプを目的とするものが約15万人となっている。（表エラー! 指
定したスタイルは使われていません。-3） 

 
表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-2-1：区域内の人口・世帯数・高齢化率 

町丁 人口（人） 世帯数（世帯） 高齢化率 

安曇川町下古賀 381 128 21.4% 

安曇川町上古賀 420 137 28.2% 

安曇川町長尾 207 65 31.6% 

安曇川町中野 245 68 26.7% 

安曇川町南古賀 356 109 21.5% 

安曇川町田中 2,516 805 20.3% 

安曇川町三尾里 338 104 24.3% 

安曇川町西万木 1,597 552 19.2% 

安曇川町五番領 339 104 18.7% 

安曇川町常磐木 608 187 25.3% 

安曇川町中央 394 175 10.6% 

安曇川町末広 199 91 3.7% 

安曇川町青柳 2,056 707 16.6% 

安曇川町上小川 347 102 18.8% 

安曇川町下小川 642 194 33.0% 

安曇川町横江 132 41 33.6% 

安曇川町北船木 678 211 29.7% 

安曇川町南船木 585 173 25.3% 

安曇川町川島 691 219 21.2% 

安曇川町四津川 826 222 27.5% 
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町丁 人口（人） 世帯数（世帯） 高齢化率 

安曇川町横江浜 224 54 25.6% 

新旭町新庄 1,035 346 19.7% 

新旭町安井川 1,224 407 18.7% 

新旭町北畑 446 157 22.2% 

 

表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-38-2：区域内の人口・世帯数・高齢化率 

町丁 人口（人） 世帯数（世帯） 高齢化率 

新旭町藁園 1,822 521 19.7% 

新旭町太田 1,239 391 19.4% 

新旭町饗庭 1,343 425 22.9% 

新旭町熊野本 1,099 370 16.8% 

新旭町旭 1,707 579 16.7% 

新旭町針江 721 227 20.6% 

新旭町深溝 635 194 26.5% 

計 25,052 8,065 21.0% 

出典：出典：平成 17 年度国勢調査（高齢化率のみ平成 12 年度国勢調査） 

 
表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-3：観光入込客数の推移（千人） 

  高島市（※） 

（うち登山・ハイキン

グを目的とするも

の） 

（うちスキー・スケー

トを目的とするもの）

（うちキャンプを目的

とするもの） 

平成 16 年 2,858.6  (68.9) (253.7) (169.1)

平成 17 年 3,306.9  (76.9) (376.4) (148.2)

平成 18 年 3,493.5  (70.9) (280.7) (147.8)

※高島市は、マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町の平成 17 年 1月 1日に５村 1町

が合併して発足。 

出典：平成１9年版高島市統計書 

 

③自然環境の特性（図４-22,図４-23） 

・ 検討区域および周辺地域では、安曇川河岸と松ノ木内湖、琵琶湖沿岸で自然草原がみられ、

平地には歴史・文化的資源および巨樹が点在している。（図４-24） 

・ 区域北部の饗庭野湿原は、海抜 200～300m の饗庭野台地上にある自衛隊演習地内に立地して

いる。サギソウ、コバノトンボソウ、アギナシ、ドクゼリなど、貧栄養性から富栄養性まで

多様な湿地性植物が生育・生息している。 

・ 安曇川下流部の右岸の泰山寺野台地、左岸の饗庭野台地は、古安曇川、石田川、賀茂川など

が形成した旧合流扇状地が隆起し、開析、分断された隆起扇状地の典型例である。安曇川沿

いには６段の河岸段丘が発達している。泰山寺野台地一帯は、河川景観資源として自然環境

資源に抽出されている。（表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-4） 

・ 新旭町針江地区は、「かばた（川端）」と呼ばれる湧き水を利用する洗い場が日常生活に活用

されている地域で、集落内を湧水（水路）が巡っている。また湖岸には、県内有数の規模の

ヨシ群落を有している。 

・ 区域近傍に位置する今津町弘川のザゼンソウ群生地は、湧水により湿地化したタブ、ハンノ
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キ、モウソウチクなどの樹林内にあり、まとまった面積に高密度に生育している。平成元年

８月に滋賀県自然環境保全条例に基づき緑地環境保全地域に指定され、特定植物群落にも選

定されている。（表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-4） 

 

 

 

表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-4：区域内および周辺地域の自然環境資源 

  種別 資源名 所在地（市町村） 

特定植物群落 

（郷土景観に代表する植物群落） 
檪神社のシイ林 高島市 

特定植物群落 

（郷土景観に代表する植物群落） 
大荒比古神社のシイ林 高島市 

特定植物群落 

（郷土景観に代表する植物群落） 
安曇川のケヤキ林 高島市 

特定植物群落 

（その他貴重な植物群落、個体群） 
新旭町のタブ林 高島市 

特定植物群落 

（その他貴重な植物群落、個体群） 
安曇川畔のクロスズシロソウ群落 高島市 

特定植物群落（その他） 饗庭野湿原 高島市 

特定植物群落（その他） 近江白浜のクロマツ林 高島市 

自然景観資源 八丁田 高島市 

自然景観資源 泰山寺野台地一帯 高島市 

自然景観資源 十ヶ坪沼 高島市 

自然景観資源 松ノ木内湖 高島市 

自然景観資源 琵琶湖 高島市 他 

文化財(有形文化財） 波爾布神社本殿 高島市 

文化財(有形文化財） 日吉二宮神社本殿 高島市 

文化財(有形文化財） 大田神社本殿 高島市 

文化財(有形文化財） 若宮神社 高島市 

文化財(有形文化財） 大善寺宝塔 高島市 

文化財(有形文化財） 森神社宝塔 高島市 

文化財(史跡・名勝） 中江藤樹墓所 高島市 

文化財(史跡・名勝） 藤樹書院跡 高島市 

文化財(史跡・名勝） 胞衣塚 高島市 

文化財(史跡・名勝） 清水山城館跡 高島市 

文化財(史跡・名勝） 一本杉 高島市 

文化財（無形民俗文化財） 竹馬祭 高島市 

文化財（無形民俗文化財） 足半祭 高島市 

文化財（無形民俗文化財） 儒式祭典 高島市 

古墳・城跡等 針江浜遺跡 高島市 

古墳・城跡等 針江川北遺跡 高島市 

古墳・城跡等 堀川遺跡 高島市 

古墳・城跡等 正伝寺南遺跡 高島市 

古墳・城跡等 田中古墳群 高島市 

古墳・城跡等 田中城跡 高島市 

古墳・城跡等 下五反田遺跡 高島市 

古墳・城跡等 南市東遺跡 高島市 

主な社寺 田中神社 高島市 

主な社寺 玉泉寺 高島市 

主な社寺 安閑神社 高島市 

区

域

内 

その他歴史・文化的資源 安産もたれ石 高島市 

特定植物群落 

（その他貴重な植物群落、個体群） 
今津南浜のハマヒルガオ群落 高島市 

特定植物群落（その他） 今津町のザゼンソウ群落 高島市 

周

辺

地

域 自然景観資源 板倉山 高島市 
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  種別 資源名 所在地（市町村） 

自然景観資源 大俵山 高島市 

自然景観資源 花折断層 高島市 

文化財(有形文化財） 高厳山興聖寺本堂 高島市 

文化財(有形文化財） 武曾学校 高島市 

文化財(史跡・名勝） 朽木陣屋跡 高島市 

文化財(史跡・名勝） 旧秀隣寺庭園 高島市 

文化財(史跡・名勝） 鴨稲荷山古墳 高島市 

 

表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-5：百選に選定されている自然環境資源 

百選名称 資源名 

日本の渚百選  萩の浜 

未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選 簗 

守りたい育てたい湖国の自然百選 一次選考箇所 針江～深溝（琵琶湖湖岸） 

守りたい育てたい湖国の自然百選 一次選考箇所 饗場野湿原 

 

④自然環境資源の保全・活用活動状況（図４-24） 

・ 検討区域内には、高島市新旭水鳥観察センター、滋賀県立びわ湖こどもの国、新旭里山体験

交流館「もりっこ」などの自然体験施設があり、区域周辺には県立朽木いきものふれあいの

里や萩の浜キャンプ場・水泳場などの施設が立地している。（表エラー! 指定したスタイルは

使われていません。-6） 

・ 湖西地区（高島市）は、環境省「エコツーリズム推進モデル地区」に選定されている。「里地

里山の環境維持への都市住民の参加」をモデル事業のポイントとしている。 

・ 滋賀県湖西地域振興局では、「湖西・森と里と湖のミュージアム構想」として、湖西全域を対

象として地域資源を掘り起こし地域振興へと展開する取組みが行われており、里山案内人の

養成や地場産品の販売促進などが実施されている。（表エラー! 指定したスタイルは使われて

いません。-7） 

・ 高島市では、「環の郷（わのさと）」をまちづくりのテーマとし、自然環境や地域資源を活か

した循環型環境･農林水産業･観光･文化振興などの各種施策を展開している。庁内関係部局を

横断的に結んだ庁内組織「環の郷推進会議」を組織し、各部署との連携のもと「環の郷推進

計画」や「特区計画」の実施に取組んでいる。 

・ 針江地区の「生水 (しょうず)の郷委員会」は、町の有志で構成するボランティア組織で、訪

問者や各種団体等の案内、マスコミ取材に対応、藻刈りなどの体験ツアーの企画化などを実

施し、「かばた」文化の継承とエコツーリズムによる地域活性化を目標としている。琵琶湖辺

のヨシ群落や針江大川を散策し、集落の中を巡る湧水（水路）やその水を利用した「かばた」

の暮らしを見学するツアーなどを実施している。これらの取組みは各方面で評価され、これ

までに「第３回エコツーリズム大賞 特別賞」のほか「全国美の里コンクール 銀賞」や「豊

かなむらづくり全国表彰事業 農林水産大臣賞」などを受賞している。（表エラー! 指定した

スタイルは使われていません。-7） 

・ 安曇川や愛知川、芹川などの琵琶湖に注ぐ主要な一級河川では、琵琶湖の伝統的漁法である

簗（やな）が行われている。河川において扇形にヨシズを設置し、川をのぼってきた魚を川

岸にあるカットリグチまたはアンドンと呼ばれる部分に誘導し魚を採る漁法で、毎年３月中
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旬～８月上旬に行われている。簗は、「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」に選定

されている。（表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-6：区域内および周辺地域における主な自然

体験施設・活動拠点施設 

  施設名称 所在地 施設概要 

針江生水の郷「かばた」 
高島市 

新旭町 

生水（湧き水）を利用した生活が営まれている集落。針江生水の郷委員

会と（社）新旭町観光協会によって、琵琶湖周辺のヨシ群落や針江集落

を散策・見学するツアーが実施されている。 

高島市新旭水鳥観察センター 
高島市 

新旭町 

琵琶湖湖岸に位置する、水鳥と地域の自然を楽しむことを目的とした施

設で、ギャラリーやカフェを併設している。カヌーを使った自然観察 

ツアーなどを実施している。 

道の駅「しんあさひ風車村」 
高島市 

新旭町 

琵琶湖湖岸に位置し、「風車村公園」やレストランなどを有する。「しんあ

さひ花しょうぶ園」が隣接し、菖蒲園では毎年 250 種約 100 万本の花菖

蒲が咲き誇る。 

六ヶ矢崎浜オートキャンプ場 
高島市 

新旭町 

道の駅「しんあさひ風車村」に近接する、全長約 450m のオートキャンプ

場。収容車台数は 150 台で、炊事棟やトイレが整備されている。 

「環の郷」交流･研究センター 
高島市 

新旭町 

高島市によって開設された、大学や企業等の地域に関する調査研究を

支援し地域の活性化に寄与することを目的とした施設。 

高島地域地場産業振興センター 
高島市 

新旭町 

新旭駅前に立地し、地場産センター内の展示即売室には、扇子・雲平

筆・絵蝋燭などの特産品を数多く揃えている。 

新旭里山体験交流館「もりっこ」 
高島市 

新旭町 

饗庭野台地の東部に位置する、里山体験交流館などを有する木造平屋

建の施設。毎月１回、里山体験教室を開催している。 

滋賀県立びわ湖こどもの国 
高島市 

安曇川町

琵琶湖湖岸に位置し、レストラン、キャンプ場、サイクリングステーショ

ン、宿泊棟などの施設を有している。星空観察会やクライミング教室など

の体験イベントも実施している。 

道の駅「藤樹の里あどがわ」 
高島市 

安曇川町

安曇川駅の東側に位置する。施設内には扇子体験工房が設けられ、 

伝統工芸の体験や特産品を販売している。 

区

域

内

の

施

設 

中江藤樹記念館 
高島市 

安曇川町

安曇川駅の東側に位置する、江戸時代の儒学者である中江藤樹の 

遺品を展示する記念館。 

県立朽木いきものふれあいの里 
高島市 

朽木 

安曇川の中流域に位置し、「ふれあいの里センター」には棚田や里山に

関する展示があり、観察指導員が常駐している。月に数回、里山や河川

での自然観察会を実施している。 

朽木オートキャンプ場 
高島市 

朽木 

安曇川の中流域に位置する、４地区 47 区画のオートキャンプ場。 

シャワールーム、管理棟などの施設を有する。 

グリーンパーク 想い出の森 
高島市 

朽木 

県立朽木いきものふれあいの里に近接する、複合施設。温泉、 

レストラン、宿泊施設などの施設を有する。 

琵琶湖周航の歌資料館 
高島市 

今津町 

琵琶湖周航の歌の資料館。歌の出来た経緯や作者の紹介を常時展示

している。 

体験交流センターゆめの  
高島市 

今津町 

高島市今津総合運動公園内に立地する、そばをテーマとした今津体験

交流施設。そば打ち道場、レストランを有する。 

高島歴史民俗資料館 
高島市 

鴨 

鴨稲荷山古墳の近くに位置し、鴨遺跡の発掘の木製遺物や町内の 

考古、民俗、歴史資料を展示している。 

周

辺

施

設 

萩の浜キャンプ場・水泳場 
高島市 

勝野 

遠浅の浜と松林に恵まれ、「日本の渚百選」にも選ばれている。キャンプ

場にはバンガローを 7 棟有し、一年中利用することができる。 
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出典：高島市資料・各施設資料 

 
表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-7-1：区域内における主な自然環境資源保

全・活用団体 

団体名称 フィールド 活動内容 備考・出典 

針江生水の郷委員会 針江生水の郷 
ガイドツアー「里山水辺ツアー」や

藻刈りなどの体験イベントの実施

滋賀県 湖づくり活動助成団体、

第 3 回エコツーリズム大賞特別賞

受賞 

高島市環境政策課 
新旭町湖岸の 

ヨシ群落 
ヨシ刈りイベントの実施 高島市資料 

発見！高島きづき隊 
新旭町湖岸の 

ヨシ群落 

ヨシ刈りの実施、琵琶湖と源流域

の交流 
滋賀県 湖づくり活動助成団体 

高島市新旭水鳥観察センター 
センター周辺の

湖岸 

琵琶湖湖岸における自然観察会

の実施 

高島市新旭水鳥観察センター 

資料 

表エラー! 指定したスタイルは使われていません。-43-2：区域内における主な自然環境資源保

全・活用団体 

団体名称 フィールド 活動内容 備考・出典 

饗庭地区の植物観察グループ 

新旭水鳥観察セ

ンター～饗庭の

里山地域 

植物に関する自然観察会の実施
滋賀県環境学習支援センター 

資料 

饗庭里山の会 
新旭町 

饗庭 
里山体験プログラムの実施 

滋賀県「みんなで始めよう森づく

り活動公募事業」助成団体 

（平成 18 年度） 

NPO 法人クマノヤマネット 
新旭町 

饗庭 
自然体験プログラムの実施 滋賀県 湖づくり活動助成団体 

中野里山保全会 
安曇川町中野 

の里山地域 
里山林の整備 

滋賀県「みんなで始めよう森づく

り活動公募事業」助成団体 

（平成 19 年度） 

湖西地域エコツーリズム 

推進協議会 
検討区域全域 湖西まるごと体験博などの実施 

湖西地域エコツーリズム推進 

協議会資料 

滋賀県湖西地域振興局 検討区域全域 
「湖西・森と里と湖のミュージアム

構想」に基づく取組み 
高島地域観光振興協議会資料 

高島市 「環の郷」推進会議 検討区域全域 
「環の郷推進計画」、特区制度を

活用した計画の策定・実施 
高島市資料 

(株)ベルカディア 

モンベルネイチャートラベル 
検討区域全域 

高島市の自然資源の紹介、アウ

トドアイベントの開催 
高島市資料 

あどがわエコツークラブ 検討区域全域 
ハイキング・ウォーキングイベント

の実施 
あどがわエコツークラブ資料 

（社）びわ湖高島観光協会 検討区域全域 
「高島てくてくハイキング」など 

自然観察会・イベントの実施 
（社）びわ湖高島観光協会資料 

湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部 検討区域全域 
ハイキング・ウォーキングイベント

の実施 

湖西夢ふるさとワイワイ倶楽部 

資料 
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      環びわ湖自然歩道のサクラ並木         新旭町湖岸のヨシ群落 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         針江集落の川端             新旭水鳥観察センター 
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