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1. 支援事業の基本事項 

1.1. 支援の目的 

近年、強い台風やハリケーン、集中豪雨、干ばつや熱波などの異常気象による災害が世界各地

で発生し、甚大な被害を引き起こしていることが毎年のように報告されている。我が国において

も、平成 25 年夏の記録的な猛暑、平成 26 年 8 月の広島市における観測史上 高の降水量とそれ

に伴って発生した土砂災害等による大きな被害、さらに、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による甚

大な浸水被害等が生じたことは、記憶に新しい。 

気候変動による政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書において、すでに気候変動は自然及

び人間社会に影響を与えており、今後、温暖化の程度が増大すると、深刻で広範囲にわたる不可

逆的な影響が生じる可能性が高まること、また、将来、温室効果ガスの排出量がどのようなシナ

リオをとったとしても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて気候変動の影響のリスクが

高くなることが予測されている。 

このため、気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけ

ではなく、すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めること

が求められている。 

我が国においても、これまでに気候変動及びその影響に関する観測・監視や予測・評価、調査

研究等が進められてきた。これらの科学的知見を活用し、政府の適応計画策定に向けて、中央環

境審議会において、幅広い分野の専門家の参加の下、気候変動の影響の評価が行われ、平成 27 年

3 月に「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について」として環

境大臣に意見具申がなされた。 

この意見具申に示された気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、全体で整合のと

れた取組を計画的かつ総合的に推進するため、平成 27 年 11 月 27 日、目指すべき社会の姿等の基

本的な方針、基本的な進め方、分野別施策の基本的方向、基盤的・国際的施策を定めた、政府と

して初の「気候変動の影響への適応計画」（以下「国の適応計画」と言う）が閣議決定された。 

国の適応計画では、基本戦略の一つに「地域での適応の推進」を掲げ、地方公共団体における

気候変動影響評価や適応計画策定、普及啓発等への協力等を通じ、地域における適応の取組の促

進を図る、としている。気候変動の影響の内容や規模、及びそれに対する脆弱性は、影響を受け

る側の気候条件、地理的条件、社会的条件等の地域特性によって大きく異なり、早急に対応を要

する分野等も地域特性により異なる。また、適応を契機として、各地域がそれぞれの特徴を活か

した新たな社会の創生につなげていく視点も重要である。したがって、その影響に対して講じら

れる適応策は、地域の特性を踏まえるとともに、地域の現場において主体的に検討し、取り組む

ことが重要となる。 

本支援事業は、地方公共団体に対して、気候変動影響評価の実施や適応計画の策定に必要な情

報等の提供を行うとともに、地方公共団体における適応計画の策定手順や課題等を整理すること

により、他の地方公共団体での取組に活用することを目的として実施した。 

本報告書では、支援事業の対象団体として選定された 11 団体のうち、滋賀県に対して実施した

支援の内容をとりまとめたものである。 
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1.2. 支援の項目 

滋賀県においては、以下の項目の支援を実施した。 

 

表 1.2-1 支援の項目 
項目 支援の有無 概要 

気候変動
影響評価 

気候の観測の情報
整理 

○  地方気象台との連携による気候の 新の観測情報
の入手を支援した。 

気候の将来予測の
情報整理 

○  地方気象台との連携による気候の将来予測の情報
の入手を支援した。 

 環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・
適応政策に関する総合的研究」（平成 22～25 年度）
の成果である簡易推計ツールを用いた気候予測の
情報をグラフ等の形に整理して提供した。 

影響の現在の状況
の情報整理 

○  既存文献から現時点で気候変動による影響として、
その可能性が示唆される事象を整理して提供した。

影響の将来予測の
情報整理 

○  既存文献から将来予測される影響を整理して提供
した。 

 環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・
適応政策に関する総合的研究」（平成 22～25 年度）
の成果である簡易推計ツールを用いた予測結果を
マップ等の形に整理して提供した。 

その他 － － 
適応計画
策定 

適応の考え方の整
理 

○  適応策の行政計画への位置づけ方について、助言を
行った。 

 地球温暖化対策実行計画に適応に関する内容を盛
り込む際の書きぶりについて助言を行った。 

適応策の立案 － － 
その他 － － 

その他 庁内調整の支援 ○  庁内気候変動適応策検討ワーキンググループ会議
への同席を行った。 

 庁内照会用の調書を作成・提供した。 
有識者の紹介等 － － 
事例等の提供 ○  国内・海外の国・自治体の適応計画の事例、文部科

学省の研究プログラムの研究成果発表内容、国の適
応計画の適応策一覧等を整理して提供した。 

普及啓発・情報共有
等の支援 

－ － 

その他 － － 
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また、滋賀県との協議等を以下のとおり実施した。 

 

表 1.2-2 協議等の概要 
回 日時・場所 議事概要 備考 

第 1 回 平成 27 年 7 月 22 日 
（於：滋賀県庁会議
室） 

 彦根気象台より提供していただけるデータに
ついて 

 データの取り扱いについて、検討・留意が必要
なものについて 

 今後のスケジュールについて 

環境省地球環
境局総務課研
究調査室同行 

第 2 回 平成 27 年 8 月 10 日 
（於：滋賀県庁会議
室） 

 地方気象台からの気象情報の提供 
 影響情報の整理等に関する進捗状況 

 滋賀県で既に現れている影響  
 滋賀県の社会・経済状況 
 情報の取りまとめ 

 滋賀県の取組みに関する進捗状況 
 今後の支援作業について 
 その他 

 国内外の適応事例・動向 
 支援を希望する内容と初回協議時の確

認事項一覧 
 第 1 回打合わせ要旨 

 

第 3 回 平成 27 年 10 月 26
日 
（於：滋賀県庁会議
室） 

 気象台よりご提供いただいたデータの確認 
 影響情報の整理等に関する進捗状況 

 滋賀県の社会・経済及び自然環境の状況 
 滋賀県の現在の影響のとりまとめ 
 滋賀県への将来予測される影響と脆弱

性に関する情報とりまとめ 
 報告書等へのデータ反映について 
 S-8 研究での「滋賀県」への影響予測結果につ

いて 
 他の地方自治体の取組状況の紹介について 
 報告書目次について 
 今後の支援作業について 

 

第 4 回 平成 28 年 2 月 3 日 
（於：滋賀県庁会議
室） 

 地方公共団体向けガイドラインの策定に向け
た各自治体インタビュー 

 庁内照会に対する修正対応について 
 今後の支援作業について 

環境省地球環
境局総務課研
究調査室同行 

第 5 回 平成 28 年 3 月 9 日 
（於：滋賀県庁会議
室） 

 報告書のとりまとめについて  
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2. 支援の結果 

2.1. 気候変動影響評価 

気候変動影響評価に必要となる気候の観測・将来予測の情報、影響の現在の状況・将来予測の

情報を収集・整理し、提供した。 

 

2.1.1. 気候の観測の情報整理 

滋賀県内における気候の観測の情報について、彦根地方気象台より情報の提供を受けた。 

彦根地方気象台、及び滋賀県内の観測所における気候の観測結果の概要を示す。（詳細は資

料編に添付） 

図 2.1.1-1 滋賀県内の観測所配置図 
出典：彦根地方気象台（http://www.jma-net.go.jp/hikone/kansoku/kansoku.html、2016.2.9時点） 

 
図 2.1.1-2 観測所の種類と観測種目 

出典：彦根地方気象台（http://www.jma-net.go.jp/hikone/kansoku/kansoku.html、2016.2.9時点） 
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(1) 年平均気温 

彦根の年平均気温は 100 年あたり 1.27℃の割合で上昇傾向が見られる。 

 

図 2.1.1-3 彦根における年平均気温の変化（1894～2015 年） 
黒線は各年の年平均気温平年差を、青線は 5 年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。 

出典：彦根地方気象台提供資料 

 

(2) 年平均日最高・最低気温 

彦根の年平均日 高気温は 100 年あたり 0.78℃の割合で上昇傾向が見られ、彦根の年平均日

低気温は 100 年あたり 1.84℃の割合で上昇傾向が見られる。 

 

 

図 2.1.1-4 彦根における年平均日最高気温および年平均最低気温の変化（1894～2015 年） 
黒線は各年の年平均気温平年差を、青線は 5 年移動平均を、直線（赤）は長期変化傾向を示す。 

出典：彦根地方気象台提供資料 
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(3) 年間真夏日(日最高 30℃以上の日)日数 

彦根の年間真夏日日数は 10 年で 0.6 日の割合

で増加傾向が見られる。 

(4) 年間猛暑日(日最高 35℃以上の日)日数 

彦根の年間猛暑日日数は 10 年で 0.2 日の割合

で増加傾向が見られる。 

図 2.1.1-5 彦根における年間真夏日日数の 

  変化（1894～2015 年） 
縦棒（緑）は各年の年間真夏日日数を、太線（青）は 5 年移動平均を、

直線（赤）は変化傾向を示す。

図 2.1.1-6 彦根における年間猛暑日日数の 

  変化（1894～2015 年） 
縦棒（緑）は各年の年間真夏日日数を、太線（青）は 5 年移動平均を、

直線（赤）は変化傾向を示す。

(5) 熱帯夜(日最低気温が 25℃以上の日)日数 

彦根の年間熱帯夜日数は 10 年あたり 1.4 日の

割合で増加傾向が見られる。 

(6) 冬日(日最低気温が 0℃未満の日)日数 

年間冬日日数は 10 年あたり 2.6 日の割合で減

少傾向が見られる。 

図 2.1.1-7 彦根における年間熱帯夜日数の 

  変化（1894～2015 年） 
縦棒（緑）は各年の年間真夏日日数を、太線（青）は 5 年移動平均を、

直線（赤）は変化傾向を示す。

図 2.1.1-8 彦根における年間冬日日数の 

  変化（1894～2015 年） 
縦棒（緑）は各年の年間真夏日日数を、太線（青）は 5 年移動平均を、

直線（赤）は変化傾向を示す。
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(7) 年降水量 

彦根の年降水量には変化傾向は見られない。 

 

図 2.1.1-9 彦根における年降水量の変化（1894～2015 年） 
縦棒（緑）は各年の年降水量を、太線（青）は 5 年移動平均を、直線（赤）は変化傾向を示す。 

※このグラフでは、明瞭な変化傾向がみられないため、直線（赤）は示さない。 

出典：彦根地方気象台提供資料 
 

(8) 大雨の発生日数の変化 (日降水量 30 ㎜以上,50 ㎜以上,100 ㎜以上) 

日降水量 30 ㎜以上の日数、50 ㎜以上の日数、100 ㎜以上の日数のいずれにおいても、変化傾向

は見られない。 

 

 

図 2.1.1-10 彦根における大雨(日降水量 30 ㎜以上,50 ㎜以上,100 ㎜以上)の発生日数の変化 

（1894～2015 年） 
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(9) 年間無降水日数 

彦根の無降水日数（日降水量 1.0 ㎜未満）は 100 年あたり 7.5 日の増加傾向が見られる。 

 

図 2.1.1-11 彦根における無降水日数（1894～2015 年） 

 

(10) 年最深積雪および年降雪量 

彦根の年 深積雪は 10 年あたり 2.3cm の割合で減少傾向が見られる。 

 

図 2.1.1-12 彦根における年最深積雪の変化（1962～2015 年） 

 

彦根の年降雪量は、統計期間内に観測方法の変更により統計が切断しているため長期変化傾向

は表示できないが、統計が継続している 2004 年までのデータでは、有意な減少傾向が見られる。 

 

図 2.1.1-13 彦根における年降雪量の変化（1954～2015年） 
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2.1.2. 気候の将来予測の情報整理 

 日本国内の地域レベルで、気候の将来予測について参照しうる主な情報として以下がある。 

 地球温暖化予測情報第 8 巻（気象庁、平成 25 年）に基づく予測結果 

「地球温暖化予測情報第 8 巻」（気象庁、平成 25 年）に基づく気候予測の結果であり、IPCC

の温室効果ガス排出シナリオA1Bを用いた非静力学地域気候モデルによるものである。すなわち、

1 つのモデル・1 つのシナリオのみによる予測結果であり、これのみでは不確実性の幅を示すこと

はできない。 

 環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」に基づく予

測結果 

 環境省環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」（平成 22～

25 年度）（以下「S-8 研究」と言う）の成果の一つである簡易推計ツールの前提となっている気

候予測であり、4 つのモデル・3 つのシナリオを用いているため、予測の不確実性の幅を示すこと

ができる。 

 21 世紀末における日本の気候（環境省・気象庁） 

 環境省・気象庁が、RCP2.6 シナリオ、RCP4.5 シナリオ、RCP6.0 シナリオ、RCP8.5 シナリオを

用い、予測計算を行ったもので、モデル計算をする上での条件設定を変え、RCP8.5 で 9 ケース、

残りの 3 つのシナリオで 3 ケース、計 18 ケースの予測結果を示している。地域区分は 7 地域区分

（北日本日本海側、北日本太平洋側、東日本日本海側、東日本太平洋側、西日本日本海側、西日

本太平洋側、沖縄・奄美）までとなっている。 

 

ここでは、滋賀県における気候の将来予測の情報について、彦根地方気象台より情報の提供を

受けた地球温暖化予測情報第 8 巻の気候予測の概要を示すとともに、「2.1.4 影響の将来予測の

情報整理」において提示する S-8 研究の影響予測結果との一貫性に留意し、S-8 研究の簡易推計ツ

ールの前提となっている気候予測についても併せて示す。 
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＜地球温暖化予測情報第 8 巻の気候変化予測の概要＞ 

(1) 年平均気温の将来予測 

滋賀県の年平均気温は、将来気候で、約 2.9℃の上昇が予測されている。季節で比較すると、冬

は 3℃を超え上昇が も大きく、夏の上昇が も小さい。 
 

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

年 春

（3～5月）

夏

（6～8月）

秋

（9～11月）

冬

（12～2月）

(℃) 年・季節平均気温の変化（滋賀県）

年 春 夏 秋 冬

近未来気候 1.03 1.02 1.11 0.75 1.24 

将来気候 2.91 2.75 2.66 3.00 3.23 

【参考】彦根の年平均気温の平年値：14.7℃
 

 

図 2.1.2-1 滋賀県における平均気温の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：

現在気候、中：近未来気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以

下の場合は水色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 

出典：彦根地方気象台提供資料 
 

半旬平均値の季節変化は、平均気温の季節ごとの変化と同様に上昇している。 

冬から春にかけては、将来気候の年々変動の幅が現在気候と重なっている時期が見られ、温暖

化が進行した将来においても、年によっては現在気候の平均気温と同程度に気温が低下する時期

もあることを示している。 
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図 2.1.2-2 滋賀県における平均気温の季節進行の変化（現在気候の年平均との差） 
折れ線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準偏差を示す。5 半旬で平滑化している。黒が現在気候、

赤が将来気候である。縦軸は現在気候の年平均値からの偏差として示している。 

出典：彦根地方気象台提供資料 
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(2) 日最高・最低気温の年平均値の変化の将来予測 

半旬平均値の季節変化は、平均気温の季節ごとの変化と同様に上昇している。 

冬から春にかけては、将来気候の年々変動の幅が現在気候と重なっている時期が見られ、温暖

化が進行した将来においても、年によっては現在気候の平均気温と同程度に気温が低下する時期

もあることを示している。 

 

 

図 2.1.2-3 滋賀県における日最高・最低気温の季節進行の変化（現在気候の年平均との差） 
折れ線は通年半旬値、陰影は年々変動の標準偏差を示す。5 半旬で平滑化している。黒が現在気候、

赤が将来気候である。縦軸は現在気候の年平均値からの偏差として示している。 

 

(3) 年間真夏日（日最高気温が 30℃以上の日）日数の将来予測 

滋賀県の真夏日は、将来気候では、近未来気候、将来気候ともに、夏から秋にかけて増加がみ

られ、今世紀末には１ヶ月以上の日数の増加が予測されている。 

 

 

 

図 2.1.2-4 滋賀県における真夏日日数の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候） 、縦棒は年々変動の標準偏差（左：

現在気候、中：近未来気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以

下の場合は水色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 
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(4) 年間猛暑日（日最高気温が 35℃以上の日）日数の将来予測 

滋賀県の猛暑日は、将来気候では増加し、秋にも出現するなど極端に暑い日が増えると予測さ

れている 

 

 

図 2.1.2-5 滋賀県における猛暑日日数の変化（将来気候と現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以

下の場合は水色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 

 

(5) 熱帯夜（日最低気温が 25℃以上の日）日数の将来予測 

滋賀県の熱帯夜は近未来気候、将来気候でも増加し、将来気候では１ヶ月の日数を超える増加

が予測され、寝苦しい夜が、さらに増える。 

 

 

図 2.1.2-6 滋賀県における熱帯夜日数の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：

現在気候、中：近未来気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以

下の場合は水色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 
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(6) 冬日（日最低気温が 0℃未満の日）日数の将来予測 

滋賀県の冬日は、今後減少が見込まれ、将来気候では出現する日がかなり少なくなり、 低気

温が０℃を下回る日が大幅に減る。 
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(日) 冬日の年・季節ごとの日数の変化（滋賀県）

年 春 夏 秋 冬

近未来気候 -14.78 -2.98 0.00 -0.80 -11.00 

将来気候 -36.28 -6.59 0.00 -1.89 -27.80 

【参考】彦根の冬日日数の平年値：29.7日
 

図 2.1.2-7 滋賀県における冬日日数の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、縦棒は年々変動の標準偏差（左：

現在気候、中：近未来気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以

下の場合は水色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 

  

(7) 年降水量の将来予測 

年降水量の全国平均は、有意に増加している。 

滋賀県の年降水量は、統計的に有意ではないものの、増加がみられる。季節別で見ると、秋に

降水量が減少しており、これは無降水日数の増加が降水量の減少傾向に結びついているとみられ

る。 
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(mm) 年降水量の変化（滋賀県）

年 春 夏 秋 冬
将来気候 79.62 61.38 58.87 -65.32 24.69 

【参考】彦根の年降水量の平年値：1570.9mm
 

図 2.1.2-8 滋賀県における年降水量の変化（将来気候と現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、

以下の場合はオレンジ色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 

出典：彦根地方気象台提供資料 
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滋賀県 近畿地方

 

 図 2.1.2-9 滋賀県・近畿地方における年降水量の変化（将来気候の現在気候に対する比） 
現在気候に対する変化率で示す。単位は％で、緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示す。 

出典：彦根地方気象台提供資料 
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(8) 短時間強雨の年間発生回数の将来予測（1 時間 30mm 以上、50mm 以上、100mm 以上） 

短時間強雨の発生回数は全国的に増加傾向がみられる。 

滋賀県における１時間に 30mm 以上の激しい雨の頻度は、年を通して増加する傾向が現れ、特

に気温の高い夏に増加が大きくなっている。これは、温暖化に伴って大気中の水蒸気量が増加す

る傾向と整合的である。 

 

図 2.1.2-10 滋賀県における 1 時間 30 ㎜以上の短時間強雨の年間発生回数の変化 

（将来気候と現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、

以下の場合はオレンジ色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 

 

滋賀県における１時間に 50mm 以上の非常に激しい雨の頻度は、年を通して増加する傾向が現

れ、特に気温の高い夏に増加が大きくなっている。これは、温暖化に伴って大気中の水蒸気量が

増加する傾向と整合的である。 

 

図 2.1.2-11 滋賀県における 1 時間 50 ㎜以上の短時間強雨の年間発生回数の変化 

（将来気候と近未来気候の現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差（青：近未来気候、赤：将来気候）、 

縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、中：近未来気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の標準偏差以上の場合はオレンジ色、以

下の場合は水色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。



 16

 
 

(9) 大雨の発生日数の将来予測（日降水量 100mm 以上） 

将来気候では、日降水量 100 ㎜以上の年間発生回数は全国的に増加傾向となっている。 

大雨の年間の日数は、滋賀県でも増加傾向がみられる。 

 

図 2.1.2-12 滋賀県・近畿地方における日降水量 100 ㎜以上の大雨の年間の日数の変化 

（将来気候と現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、

以下の場合はオレンジ色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている 
 

(10) 年間無降水日数の将来予測 

将来気候では、無降水（日降水量 1.0mm 未満）の年間日数は全国的に増加傾向となっている。 

滋賀県では、秋から冬にかけての増加が顕著である。 

 

 

 図 2.1.2-13 滋賀県における無降水（日降水量 1.0 ㎜未満）の年間日数の変化 

（将来気候と現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、

以下の場合はオレンジ色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 
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 図 2.1.2-14 滋賀県・近畿地方における年間の無降水（日降水量 1.0 ㎜未満）の 

日数の変化 
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(11) 年最新積雪および年降雪量の将来予測 

将来気候では、北海道内の一部地域を除いて 深積雪は減少しており、特に２月、３月の本州

日本海側では変化が大きい。 

滋賀県における年 深積雪は減少しており、２月から３月の減少が大きい。 

 

 

 図 2.1.2-15 滋賀県における年最深積雪の変化 

（将来気候と近未来気候の現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、

以下の場合はオレンジ色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 

 

将来気候では、北海道・本州内陸の一部で降雪量が増加する一方、他の地域では減少となって

おり、特に北海道太平洋側・本州日本海側では変化が大きい。 

滋賀県における降雪量は、減少が大きくなっている。 

 

 

 図 2.1.2-16 滋賀県における年最深積雪の変化（将来気候と近未来気候の現在気候との差） 
棒グラフが現在気候との差、縦棒は年々変動の標準偏差（左：現在気候、右：将来気候）を示す。 
付表は増加（減少）の数値を示し、その変化量が現在気候の年々変動の標準偏差以上の場合は水色、

以下の場合はオレンジ色に、信頼度水準 90％で統計的に有意で無い場合は灰色に塗りつぶしている。 
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＜S-8 研究の簡易推計ツールの前提となっている気候予測＞ 

(1) 気温・降水量 

4 つの気候モデル（GFDL、HadGEM、MIROC、MRI）と 3 つの RCP シナリオ（RCP2.6、

RCP4.5、RCP8.5）による、滋賀県における全メッシュ平均の年平均気温及び年降水量の変化

を以下に示す。 

年平均気温については、RCP4.5 及び RCP8.5 では 21 世紀末までほぼ直線的に上昇するのに対

し、RCP2.6 では 21 世紀半ばから 21 世紀末にかけての上昇幅が小さい。年降水量については、

RCP8.5 は 21 世紀末までほぼ直線的に上昇するのに対し、RCP2.6、RCP4.5 では、21 世紀半ばか

ら 21 世紀末にかけての上昇幅が小さい結果や、大きい結果もあり、また、HadGEM では、21 世

紀半ばから 21 世紀末にかけて年降水量が減少しており、RCP8.5 と比べると全体的な傾向にばら

つきが見られる。しかし、年平均降水量は、20 世紀末と比較して 21 世紀末に向けて総じて増加

する傾向を示している。 

  

  

図 2.1.2-17 気候モデル・シナリオ別の滋賀県における年平均気温変化の比較 
グラフ凡例は、「CMIP3 又は 5 + RCP シナリオタイプ又は SRES シナリオタイプ_気候モデル」であることを示す。

なお、CMIP3 は SRES シナリオを、CMIP5 は RCP シナリオを用いた国際的な気候モデル相互比較プロジェクトの

略称である。 
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 図 2.1.2-18 気候モデル・シナリオごとの滋賀県における年平均降水量変化 

グラフ凡例は、「CMIP3 又は 5 + RCP シナリオタイプ又は SRES シナリオタイプ_気候モデル」であることを示す。

なお、CMIP3 は SRES シナリオを、CMIP5 は RCP シナリオを用いた国際的な気候モデル相互比較プロジェクトの

略称である。 

 

(2) 年平均気温 

RCP8.5 では、21 世紀半ばには平均 14.5℃（モデルによる幅は 13.4℃～15.3℃）へと約 2.0℃上

昇し、21 世紀末には平均 17.5℃（同 16.0℃～18.9℃）へと 5.0℃上昇すると予測されている。 

RCP4.5 では、21 世紀半ばには平均 14.2℃（同 13.4℃～15.0℃）へと約 1.8℃上昇し、21 世紀

末には平均 15.3℃（同 14.1℃～16.4℃）へと 2.9℃上昇すると予測されている。 

RCP2.6 では、21 世紀半ばには平均 14.1℃（同 13.0℃～15.0℃）へと 1.7℃上昇するが、その後

気温上昇は緩やかになり、21 世紀末は 14.3℃（同 14.6℃～16.4℃）と 1.9℃の上昇にとどまると

予測されている。 

地域別に見ると、大津市や南部地域を中心に、湖東地域から湖北南部にかけて、主に琵琶湖沿

岸の平野部で気温が高くなることが予測されている。気温上昇幅については、地域による顕著な

差異はほとんどみられない。 
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(3) 年降水量比 

 年降水量は、滋賀県平均で、20 世紀末と比較して、21 世紀半ば、21 世紀末において、MRI の

RCP4.5 の 21 世紀半ばを除く全ての予測結果で、0～+20%程度の範囲で増加すると予測されてい

る。 

MRI の予測では、RCP4.5 において、20 世紀末と比べて、21 世紀半ばにわずかに減少すると予

測されるが、21 世紀末には、5%程度の範囲で増加すると予測されている。 
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2.1.3. 影響の現在の状況の情報整理 

滋賀県内において、現時点で気候変動による影響として、その可能性が示唆される事象を、国

の「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」

の「分野・項目の分類体系」に基づき整理した。 

参考とした資料は関連資料（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略等）および論文、滋賀県

の諸研究機関の調査研究報告である。気候変動の影響と明確に特定できないが、その影響が一要

因である可能性が示唆される諸資料も含めた。基本的には参照資料の本文をそのまま引用したが、

一部文意を変えない形で修正を加えた。 

 

表 2.1.3-1「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について 
（意見具申）」における「分野・項目の分類体系」 

分野 大項目 小項目 
滋賀県の 

関連情報の有無

農業・林業・水産業 農業 水稲 ○ 

野菜 ○ 

果樹 ○ 

麦、大豆、飼料作物等 ○ 

畜産 ○ 

病害虫・雑草 ○ 

農業生産基盤  

その他  

林業 木材生産（人工林等）  

特用林産物（きのこ類等）  

水産業 回遊性魚介類（魚類等の生態） ○ 

増養殖等  

水環境・水資源 水環境 湖沼・ダム湖 ○ 

河川  

沿岸域及び閉鎖性海域 対象としない 

水資源 水供給（地表水） ○ 

水供給（地下水） ○ 

水需要  

自然生態系 陸域生態系 高山帯・亜高山帯  

自然林・二次林  

里地・里山生態系 ○ 

人工林  

野生鳥獣の影響 ○ 

物質収支  

淡水生態系 湖沼 ○ 

河川  

湿原  

沿岸生態系 亜熱帯 対象としない 
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分野 大項目 小項目 
滋賀県の 

関連情報の有無

温帯・亜寒帯 対象としない 

海洋生態系  対象としない 

生物季節   

分布・個体群の変動  ○ 

自然災害・沿岸域 河川 洪水 ○ 

内水 ○ 

沿岸 海面上昇 対象としない 

高潮・高波 対象としない 

海岸侵食 対象としない 

山地 土石流・地すべり等 ○ 

その他 強風等 ○ 

健康 

 

冬季の温暖化 冬季死亡率  

暑熱 死亡リスク  

熱中症 ○ 

感染症 水系・食品媒介性感染症 ○ 

節足動物媒介感染症 ○ 

その他の感染症  

その他   

産業・経済活動 製造業   

エネルギー エネルギー需給  

商業   

金融・保険   

観光業 レジャー  

建設業   

医療   

その他 その他（海外影響等）  

国民生活・都市生活 都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 水道、交通等 ○ 

文化・歴史などを感じる暮らし 生物季節、伝統行事・地場産業等 ○ 

その他 暑熱による生活への影響等  

網掛け部分は滋賀県では関わりが低く、調査対象としない項目を示す 
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(1) 農業・林業・水産業 

1) 農業 

A) 水稲 

・気象の変化、特に登熟期の気温の上昇、日照時間の減少、降水量の減少は、白未熟粒や胴割粒

の増加に影響しているものと考えられる。 

 

 滋賀県産米の1等米比率は、1997年以降低迷しており、2003年と2012年を除き全国平均以下と

なっている。品種別には、「コシヒカリ」が特に全国平均を下回っている。「キヌヒカリ」は、

本県だけでなく、全国的に1等米比率が低い。県内では、1等米比率の高い地域と低い地域の

差は大きい。同じ地域内でも集落や農家による差があり、良い地域や農家は毎年良い傾向が

見られる。このため、1等米比率低下の要因は、気象だけではなく、栽培的要因も大きいと言

える。（2015.07.2での滋賀県庁内アンケート回答／農業経営課） 
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図 2.1.3-1 1 等米被率の推移（近 20 年間：1990～2013 年） 

農林水産省公表値（2013 年：2014 年 3 月末日現在） 
出典：2015.07.2 での滋賀県庁内アンケート回答、農業経営課 
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図 2.1.3-2 品種別 1 等米の被率の滋賀県と全国の比較（2004～2013 の平均値） 

農林水産省公表値（2013 年：2014 年 3 月末日現在） 

エラーバーは標準偏差を表す。 

出典：2015.07.2 での滋賀県庁内アンケート回答、農業経営課 
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 滋賀県で1等米比率の低下が見られるようになった平成10年（1998年）から平成20年（2008
年）の11年間の稲作期間の気象をそれ以前の22年間(昭和51年（1976年）～平成9年（1997年）)
と比較すると、全稲作期間をとおして気温は上昇しており、特に 高気温の上昇幅が大きい。

日照時間は4月から8月まで、降水量は6月から9月までそれぞれ少なくなっており､いずれも全

稲作期間合計では少なくなっている。こうした気象の変化、特に登熟期の気温の上昇、日照

時間の減少、降水量の減少は、白未熟粒や胴割粒の増加に影響しているものと考えられる。

（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政水産部、平成23年） 

 

表2.1.3-2 「平成 10 年-平成 20 年（1998-2008 年）（11 年間）の平均」と 
「昭和 51 年-平成 9 年（1976-1997 年）（22 年間）の平均」との気象の比較 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略 
（滋賀県農政水産部、平成 23 年） 

  

 

図 2.1.3-3 「平成 10 年-平成 20 年（1998-2008 年）（11 年間）の平均」と 

「昭和 51 年-平成 9 年（1976-1997 年）（22 年間）の平均」との稲作期間の気温の比較 
出典：滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略 

（滋賀県農政水産部、平成 23 年） 
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B) 野菜 

・品種によるが、収量や品質の低下、病虫害の増加、周年化、発生時期の前倒しおよび遅延

が発生している。 

 

 野菜全般で病虫害の増加、周年化、発生時期の前倒しおよび遅延が発生している。（滋賀県農

業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政水産部、平成23年） 
 トマトにおいて、着果不良、裂果、裂皮、尻腐症が発生し、可販果率が低下している。 

 イチゴにおいて、開花期の遅れによる収穫時期の遅延や、収穫期間の短縮による収量低

下、6 月以降の高温による 6 月収量の減少・採苗数の減少、小玉化などの品質低下が見

られている。 

 軟弱野菜（ホウレンソウ等）において、発芽不良および生育不良による収量・品質の低

下が見られている。 

 秋冬野菜（土地利用型野菜）において、苗不揃いによる収穫率の低下（キャベツ、ハク

サイ、ブロッコリ－等）や、生育前倒しによる収穫期の早期化、不安定化（※契約栽培

では問題）、病虫害の増加、周年化、発生時期の前倒しおよび遅延が見られている。 

C) 果樹 

・夏季の異常高温によりブドウの着果不良が発生している。 

・カキの着色遅延が発生している。 

 
 ブドウ（大粒系、雨除け一部被覆）において、着色の遅延および不良が発生している。発生

年度は不明。県下全域で、水回り期から着色が遅延傾向で、特に早生品種に多い。発生の要

因は夏季の異常高温であり、収量、品質面等への影響として商品性の低下、出荷時期の遅延、

出荷量の減少につながっている。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政水産

部、平成23年） 
 カキ（全般、露地）において、着色遅延が発生している。平成19年度（2007年度）、県下全域

で収穫前から着色が遅延傾向になり、収量、品質面等への影響として商品性の低下、出荷時

期の遅延、出荷量の減少につながっている。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀

県農政水産部、平成23年） 
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D) 麦、大豆、飼料作物等 

・暖冬により麦の生育が早まる傾向や、凍霜害、黒節病の発生助長が見られる。 

・大豆では、開花期～成熟期（8月～9月）にかけての高温、水不足により登熟異常が発生して

いる。 

 

 麦、大豆、飼料作物等に影響が見られる。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県

農政水産部、平成23年） 
 麦において、暖冬により生育が早まる傾向や、幼穂分化期の前進による凍霜害、過繁茂

による黒節病*の発生助長が見られる。 

※黒節病：オオムギ、コムギの葉、葉鞘、節、稈、穂に発生する、 近感染症の一つ。黒く変色
し、生育が劣ったり枯死することもある（参考：茨城県 麦類―黒節病 
＜http://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/byobo/bojo/shiryoshitsu/shiryo-mugikurofushi.html＞）。 

 大豆において、青立ち・莢先熟の多発生、8 月～9 月（開花期～成熟期）にかけての高温、

水不足による登熟異常が見られている。 

 黒大豆において、裂皮の発生、9 月の高温による登熟障害が見られている。 

 化石燃料の代替として、とうもろこしを原料としたバイオエタノール生産が拡大したた

め、とうもろこしの国際価格が高騰、家畜の配合飼料価格が上昇している。 

 

E) 畜産 

・牛、豚、鶏の畜産業において、夏期の飼育環境の悪化や生産性の低下が生じている。 

 

 畜産において影響が見られる。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政水産部、

平成23年） 
 牛において、夏期の飼養環境の悪化や、繁殖率の低下、生産性の低下が起きている。 

 豚において、採食量の低下、出荷体重の低下、熱射病が発生している。 

 鶏において、採食量の低下、産卵率の低下、熱射病が発生している。 

 夏季の暑熱負荷により家畜・家禽の生産性が低下することが知られている。特に、乳牛の生

乳生産量や肉用鶏の産肉性に対する影響が大きい。県内の地球温暖化による影響について定

量的に記述するのは困難だが、夏季の気温が高いほど、生産性への影響は大きい。（2015.07.22
での滋賀県庁内アンケート回答／畜産課） 
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F) 病害虫・雑草 

・お茶生産で、病害虫の発生時期が早まったり、発生パターンが変化することで、被害が生じ

ている。 

・滋賀県で未確認であったミナミアオカメムシが発見された。 

 

 茶において、病害虫の発生時期が早まったり、発生パターンが大きく変わったことで、防除

適期を逃し、病害虫による被害が多くなっている。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、

滋賀県農政水産部、平成23年） 
 平成23年9月に大津市にて、滋賀県では未確認のミナミアオカメムシ（多食性のカメムシで、

イネ科の害虫。大豆や野菜類も好む。）と思われるカメムシが発見された。 
（病害虫発生予察特殊報第2号ミナミアオカメムシ、滋賀県病害虫防除所

http://www.pref.shiga.lg.jp/g/byogaichu/tyuui/tokusyu/2011tokusyu2.html 、平成23年） 

 

G) 農業生産基盤 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

H) その他（意見具申には無い、滋賀県独自の項目） 

・茶において、温暖化により、一番茶の生育開始時期が早まっており、4 月・5 月に霜の被害を

受ける危険度が高まっている。高温により収穫適期が短くなり、刈り遅れや減収が生じている。

・菊類で、出蕾期後の高温による開花遅延や品質低下が生じている。 

 

 茶や花き等において影響が見られる。（滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政

水産部、平成23年） 
 バラ（カーネーション）において、9 月以降の新芽の生育不良（萌芽数の減少、伸長不

足）による、品質の劣化と切り花本数の減少が見られ、ハダニ、スリップス類等、害虫

が多発している。 

 茶において、温暖化により、一番茶の生育開始時期が早まっており、4 月・5 月に霜の被

害を受ける危険度が高まっている。 

 菊類（施設栽培）において、奇形花の多発（7～9 月出荷の作型）や、出蕾期後の高温で

開花遅延、草丈伸長の鈍化、年末出荷の作型での初期の生育障害（発根不良、立枯れ病

の多発）、ハダニ、スリップス類等、害虫の多発（露地栽培：小菊）、お盆出荷（8 月）

の作型での開花遅延、生育後半の下葉の萎れ、親株からの新芽崩芽不良が発生している。 

 霜害の被害芽混入による品質低下、収量減や、高温の影響を受け収穫適期が短くなり、

刈り遅れによる品質が低下、整枝の時期の早期化により収量の減少、夏期の高温・干ば

つにより、茶樹の生育が抑えられダメージを受けることで、翌年の一番茶の減収など生

育に影響がでている。 
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2) 林業 

A) 木材生産（人工林等） 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

B) 特用林産物（きのこ類等） 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

3) 水産業 

A) 回遊性魚介類（魚類等の生態） 

・平成 18 年（2006 年）の暖冬で琵琶湖の全循環が遅れたことにより、底層の低酸素化が進んだ

こと、および、同時期に湖底でイサザ等の斃死がみられたことが報告されているが、両事象の

関連は現在のところ不明である。 

 

 イサザにおいては、平成18年（2006年）の暖冬で琵琶湖の全循環が遅れたことにより、底層

の低酸素化が進んだこと、および、同時期に湖底でイサザ等の斃死がみられたことが報告さ

れている（琵琶湖環境科学センター）が、両事象の関連は現在のところ不明である。（滋賀県

農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政水産部、平成23年） 
 

B）増養殖等 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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(2) 水環境・水資源 

1) 水環境 

A) 湖沼・ダム湖 

・ 琵琶湖では、暖冬であった平成 18 年（2006 年）～平成 19 年（2007 年）の冬に全循環の開始が

遅れた。冬季気温の上昇が全循環の開始時期の遅れに影響を及ぼしていると考えられる。 
・琵琶湖の水温観測では、夏季に有意な水温上昇を示す地点が多い一方で、冬季は大宮川沖（南

湖）を除き全地点で有意な水温上昇は見られない地点も多い。なお、夏季の水温上昇が有意な

地点の過去 30 年間の水温変化は 1.2～3.3℃（平均 2.0℃）である。 

 

 琵琶湖では、暖冬であった平成18年（2006年）～平成19年（2007年）の冬に全循環の開始が

遅れ、全循環期間が非常に短くなっており、冬季気温の上昇が全循環の開始時期の遅れに影

響を及ぼしていると考えられる。（気候変動による水質等への影響解明調査、環境省、平成25
年） 

 全循環が3月下旬まで起こらず、湖底付近まで十分な酸素が届かない状態が長く継続した。溶

存酸素濃度が低いと、富栄養化の原因となるリンが湖底から溶出しやすい状態となるため、

水質が悪化したり、湖内の生態系にも悪影響を及ぼす恐れが指摘されている（気候変動によ

る水質等への影響解明調査、環境省、平成25年） 

 

図 2.1.3-4 湖における全循環とその変化 
出典 気候変動による水質等への影響解明調査（環境省、平成 25 年） 
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 琵琶湖の水温観測地点（46 箇所）における、過去30 年間の水温変化の状況としては、水温

上昇の時期については、夏季に有意な水温上昇を示す地点が多い（46 箇所中の19 箇所）一

方で、冬季は大宮川沖（南湖）を除き全地点で有意な水温上昇は見られない。なお、夏季の

水温上昇が有意な地点の過去30 年間の水温変化は1.2～3.3℃（平均2.0℃）となっている。（気

候変動による水質等への影響解明調査、環境省、平成25年） 

 

図 2.1.3-5 琵琶湖の水温変化の状況 
出典：気候変動による水質等への影響解明調査（環境省、平成 25 年） 

 
 琵琶湖内の北湖北部、北湖南部、南湖の代表的な地点における夏季・冬季の水温変化の推移

をみると、夏季・冬季とも水温が上昇傾向にある。（「気候変動による水質等への影響解明調

査」環境省、平成25年） 

 

図 2.1.3-6 琵琶湖代表地点の過去 30 年間の夏季・冬季水温変化 
出典：気候変動による水質等への影響解明調査（環境省、平成 25 年） 
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 琵琶湖では、昭和52年（1977年）に初めて大規模な淡水赤潮の発生が観測された。その後、

1990年代までは数多く観測されていたが、近年は、発生日数も発生水域数も減少している。

（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 

 

図 2.1.3-7 淡水赤潮発生の経年変化 
出典：滋賀の環境 2015（滋賀県、平成 28 年） 

 
 

 琵琶湖では、昭和58年（1983年）に初めてアオコの発生が観測され、その後、毎年のように

発生が観測されている。平成5年（1993年）までは、南湖でのみ発生していたが、平成6年（1994
年）年以降は、北湖でも発生することがある。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24
年） 

 

 

図 2.1.3-8 アオコ発生の経年変化 
出典：滋賀の環境 2015（滋賀県、平成 28 年） 

 
 

 平成27年11月に大津港付近で同年4例目となるアオコの発生が観測された。11月のアオコの発

生は過去5年間確認されておらず、10月以降気温が高めに推移したことや降雨量が少なめに推

移したことが影響していると見られている。（晩秋にアオコ発生、京都新聞、平成27年11月） 
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 琵琶湖では、COD等環境基準点に北湖4地点、南湖4地点、全窒素および全りん環境基準点に

北湖3地点、南湖1地点、水生生物保全環境基準点に北湖7地点、南湖5地点が設置され、毎月1
回、滋賀県が各環境基準点の水質調査を実施している。平成22年度（2010年度）の琵琶湖水

質調査結果から生活環境項目の環境基準のうち、COD、全窒素および全りんの達成状況を見

ると、北湖の全りん以外は環境基準を達成していない。 

 

図 2.1.3-9 琵琶湖水質等調査地点 
出典：滋賀の環境 2015（滋賀県、平成 28 年） 

 

表2.1.3-3 生活環境項目の環境の達成状況(平成 26 年）) 

ｐＨ ＣＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌群数

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

北湖

（４定点）

47/48

（未達成）

2.9

（未達成）

25/48

（未達成）

48/48

（達成）

23/48

（未達成）

南湖

（４定点）

39/48

（未達成）

4.3

（未達成）

14/48

（未達成）

45/48

（未達成）

18/48

（未達成）

北湖

（３定点）

南湖

（１定点）
0.25（未達成） 0.012（未達成）

基準値

0.009（達成）

基準値
0.20以下

0.25（未達成）

0.01以下

T-N (mg/L) T-P (mg/l）

 
 

出典：滋賀の環境 2015（滋賀県、平成 28 年） 
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図 2.1.3-10 琵琶湖水質の経年変化 
出典：滋賀の環境 2015（滋賀県、平成 28 年） 

 

 
 カビ臭は、藻類の異常繁殖が異臭味原因物質を発生させることが原因であるが、昭和44年に

初めて観測されて以来、ほぼ毎年発生している。（琵琶湖の総合的な保全のための計画調査、

滋賀県、平成22年） 
 

 

図 2.1.3-11 カビ臭の発生状況 
出典：琵琶湖の総合的な保全のための計画調査（滋賀県、平成 22 年） 
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 台風など強い風が吹かないことにより、底層DOが観測以来の 低値（0.5mg/L）を観測して

いる。（平成24年度気候変動による水質等への影響解明調査、環境省、平成25年、6-18） 
 琵琶湖北湖の表層水の水温（6月～12月（7ヶ月間））が上昇し、その間の琵琶湖の成層強度（シ

ュミット安定度指数：Schmidt's. Stability Index）が強くなっている。（2015.07.22での滋賀県庁

内アンケート回答／琵琶湖環境科学研究センター） 

 

図 2.1.3-12 17B における表水層の水温月平均値 
出典：琵琶湖環境科学研究センター（2015.0722 での庁内アンケート回答） 

 

B) 河川 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

C) 沿岸域及び閉鎖海域 

滋賀県は該当しない。 
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2) 水資源 

A) 水供給（地表水） 

・季節の気象状況（少雨、高温など）により、琵琶湖では渇水、増水が生じている。 
 

 琵琶湖では、平成6年（1994年）9月、渇水によって観測史上 低水位となるB.S.L. 1.23m ま
で水位が低下した。また、平成7年（1995年）5月には、洪水によりB.S.L.+0.93ｍにまで水位

が上昇した。近年では、平成12年（2000年）9月にB.S.L.-0.97m、平成14年（2002年）には9 月
から12 月の長期にわたって同-0.9m 前後の低水位を記録する（ 低水位は同-0.99m、11 月1 
日）など、渇水が頻発し、水位低下の度合いも大きくなってきている（気候変動への賢い適

応、環境省、平成20年） 

表2.1.3-4 過去の渇水 

 
出典：水のめぐみ館 アクア琵琶ホームページ 
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B) 水供給（地下水） 

・昭和 63 年（1988 年）～平成 14 年（2002 年）の地下水位について、地下水位が低下している傾

向のある地域がある。ただし、これらの事象と気候変動との関係性を示唆する情報は確認でき

ていない。 

 

 高時川流域周辺の地下水の状況については、昭和63年（1988年）～平成14年（2002年）間の

年平均の地下水位、河川水位、琵琶湖水位、降水量をまとめて、以下に示す。地下水位をみ

ると、錦織と山脇の年平均地下水位はほとんど変化していないが、速水と柏原の2地点は地下

水位が低下している傾向にある。高時川河川水位については、福橋、野寺橋の2地点は年平均

水位がほとんど変化していない。琵琶湖水位（片山地点）についても、年平均水位はほとん

ど変化していない。年間降水量（虎姫）を見ると、年によってバラツキはあるが、降水量が

少なくなる傾向にある。（「第2回姉川・高時川河川環境ワーキンググループ会議 「資料7 高
時川流域周辺の地下水の状況」第6章」琵琶湖河川事務所） 

 

図 2.1.3-13 年平均地下水位の経時変化図 
出典：「第 2 回姉川・高時川河川環境ワーキンググループ会議 

「資料 7 高時川流域周辺の地下水の状況」第 6 章」琵琶湖河川事務所 

 
 

C) 水需要 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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(3)自然生態系 

1)陸域生態系 

A)高山帯・亜高山帯 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

B)自然林・二次林 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

C)里地・里山生態系 

・気候変動の影響かどうかは明らかではないが、県内でナラ枯れの被害が生じている地域がある。

 

 県内のナラ枯れ被害は福井県境付近で昭和55年（1980年）前後から発生しており、平成2年
（1990年）頃から県北部地域で目立つようになっている。近年、県北部地域の被害はほぼ終

息し、被害の中心は県南部地域に移っている。（森林病害虫等防除事業、森林保全課森づくり

推進担当 http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/d/shinrin/0506_dj0102_06.html、平成27年） 

 

図 2.1.3-14 滋賀県のナラ枯れ被害の状況 
出典：森林病害虫等防除事業（森林保全課森づくり推進担当、平成 27 年） 

 



 39

 

 平成26年（2014年）のナラ枯れ被害面積は前年度より半減している。しかし、県南部地域で

はいまだ被害が継続していることから、今後の発生を注意深く監視する必要がある。 

（森林病害虫等防除事業、森林保全課森づくり推進担当、 

http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/d/shinrin/0506_dj0102_06.html 、平成 27 年） 

 

図 2.1.3-15 滋賀県のナラ枯れ被害面積（実面積）の推移 
出典：森林病害虫等防除事業（森林保全課森づくり推進担当、平成 27 年） 

 

 

 

図 2.1.3-16 平成 26 年度（2014 年度）ナラ枯れ被害面積（実損面積） 
出典：森林病害虫等防除事業（森林保全課森づくり推進担当、平成 27 年） 

 

D)人工林 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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E)野生鳥獣の影響 

・野生鳥獣種による農林水産業等被害が増加している。ただし、このような被害と気候変動との

関係性を明確に示唆する情報は確認できていない。 

・ニホンジカでは、暖冬による小雪傾向・冬期死亡率の減少が指摘されている。 
 

 近年急激に増加したシカは、人里などで人間生活に影響を与えている。シカ被害で1番知られ

ているのは農業被害である。シカは、田植え後に苗から出た新芽や稲穂の軟らかい実を食べ

たり、水田内を踏み荒らす。1998 年（平成10 年）頃から増え始め、2009 年（平成21 年）

から急激に増加した。従来は、野生獣による農業被害と言えば、イノシシやニホンザルが多

かったが、2010 年（平成22 年）にシカによる被害が、被害面積・被害額ともに1 番多くな

っている。また、林業でも、枝葉の摂食や樹皮を剥がす被害が年々増加している。林業被害

も農業と同じく1998 年（平成10 年）頃から増え始め、2003 年頃（平成15 年）には前年の5 
割増となって爆発的に増えており、湖東・湖西地域での被害が顕著である。シカの生息数が

近年急速に増加したことで、下層植生の食害、それによる山地の裸地化及び土壌の流出崩壊

がすでに起きている。（日本における気候変動による影響に関する評価報告書、中央環境審議

会 地球環境部会 気候変動影響評価等小委員会、平成27年） 
 主な野生獣による農作物被害状況についてみると、平成26年度の農作物被害金額は、1億9670

万円となっている。被害面積・被害金額ともに平成21年以降、減少傾向にある。また、被害

要因の大部分をサルとシカが占める。（滋賀県における主な野生獣による農作物被害状況の推

移、滋賀県農業経営課、平成27年） 

 

 

図 2.1.3-17 主な野生獣による農作物被害面積・被害金額の推移 
出典：滋賀県における主な野生獣による農作物被害状況の推移 

（滋賀県農業経営課、平成 27 年） 
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 主な野生獣による農林水産業等被害状況の詳細は、下記のとおりである。 

 イノシシの農作物への被害状況は平成 13 年（2001 年）以降、年間 400t 程度で推移して

いる。平成 21 年度（2009 年度）においては、獣害による農作物被害のうち 45%がイノ

シシによるものであり、非常に深刻な状況である。水稲の被害が大半を占めているが、

野菜、豆類、イモ類も被害を受けている。また、畦畔や法面等の掘り起こしによる生産

基盤への被害も深刻となっている。（ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する基本

計画、滋賀県、平成 23 年） 

 ニホンザルによる被害は、水稲、豆類、果樹および果菜類等の農作物等への食害による

農業被害が県内のほぼ全域でみられる。また、一部の群れは非常に人なれが進んで、人

家への侵入や屋根瓦の破損、人への威嚇等深刻な生活環境被害を及ぼしている。また、

100 頭を大幅に超えるような大規模で、加害レベルの非常に高い群れが複数存在し、こ

のような群れへの対応が課題となっている。（ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関

する基本計画、滋賀県、平成 23 年） 

 ニホンジカによる被害は、湖南地域の琵琶湖沿いの平野部に位置する一部市町を除き、

ほとんどの地域でニホンジカの生息が確認されており、近年の全国的な傾向と同様に、

滋賀県でも個体数が増加し、分布範囲が拡大しており、県内各地で自然植生への被害が

確認されている。また、農業被害も全県的に恒常的に生じており、水稲やダイコン、キ

ャベツ、ハクサイ、カブ等の野菜の被害が顕著であり、被害額では水稲が全体の 6 割を

占めている。林業被害についてみると、被害面積が平成 8 年度までは 20ha 程度で推移し

ていたものが、平成 9 年度から徐々に増加しはじめ、平成 15 年度には前年比 5 割増の約

230ha に達し、以降変動が激しいものの、横ばいの傾向で推移している。ふるさと滋賀

の野生動植物との共生に関する基本計画、滋賀県、平成 23 年） 

 

図 2.1.3-18 ニホンジカによる林業被害（実損面積）の変化 
出典：ニホンジカの生息数増加のよる森林土壌への影響と現在の取組について 

（滋賀県土木技術研究発表会、平成 24 年） 
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 湖南地域の琵琶湖沿いの平野部に位置する一部市町を除き、ほとんどの地域でニホンジカの

生息が確認されており、近年の全国的な傾向と同様に、滋賀県でも個体数が増加し、分布範

囲が拡大している。（ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する基本計画、滋賀県、平成23
年） 

 

図 2.1.3-19 糞塊密度推移（滋賀県全体） 
出典：ニホンジカの生息数増加のよる森林土壌への影響と現在の取組について 

（滋賀県土木技術研究発表会、平成 24 年） 

 
 1980年代以降の生息数増加の要因は、以下の項目等が複合的に影響しあったと考えられてい

る。（ニホンジカの生息数増加のよる森林土壌への影響と現在の取組について、山田千尋・池

田真之、滋賀県土木技術研究発表会、

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/kikaku/happyou/files/h24-23.pdf 、平成24年） 

1) 天敵が減ったこと 

・昭和 25 年（1950 年）以降のメスジカ狩猟禁止 

・狩猟者の減少 

2) 餌が増えたこと 

・拡大造林による皆伐で下草等が一時期増大 

・木炭から石油への燃料革命による林産物採取の減少とハゲ山の復旧により下草等が増大 

3) 暖冬による小雪傾向・冬期の死亡率が減少 
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 平成22年度（2010年度）のメッシュ別の目撃効率分布を示す。湖西、湖東地域の目撃効率が

高いが、近年湖北地域でも高い目撃効率のメッシュも見られるようになってきている。（ニホ

ンジカの生息数増加のよる森林土壌への影響と現在の取組について、山田千尋・池田真之、

滋賀県土木技術研究発表会、http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/kikaku/happyou/files/h24-23.pdf 、
平成24年） 

※目撃効率とは、狩猟者が狩猟期間中に 1 人 1 日あたりに目撃した頭数。 

 

図 2.1.3-20 出猟カレンダーによるシカ目撃効率の分布（2010） 
出典：ニホンジカの生息数増加による森林土壌への影響と現在の取組について 

（滋賀県土木技術研究発表会、平成 24 年） 

 

F)物質収支 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

2)淡水生態系 

・平成 18 年（2006 年）の暖冬で琵琶湖の全循環が遅れたことにより、底層の低酸素化が進ん

だこと、および、同時期に湖底でイサザ等の斃死がみられたことが報告されているが、両事

象の関連は現在のところ不明である。 

 

A)湖沼 

 イサザにおいては、平成18年（2006年）の暖冬で琵琶湖の全循環が遅れたことにより、底層

の低酸素化が進んだこと、および、同時期に湖底でイサザ等の斃死がみられたことが報告さ

れている（琵琶湖環境科学センター）が、両事象の関連は現在のところ不明である。（滋賀県

農業・水産業温暖化対策総合戦略、滋賀県農政水産部、平成23年） 
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B)河川 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

C)湿原 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

3)沿岸生態系 

A)亜熱帯 

滋賀県は該当しない。 

 

B)温帯・亜寒帯 

滋賀県は該当しない。 

 

4)海洋生態系 

滋賀県は該当しない。 

 

5)生物季節 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

6)分布・個体群の変動 

・温暖化との関係は不明であるが、平成 26 年（2014 年）2 月に長浜市にて、ナガサキアゲハが

初めて発見された。 
・平成 23 年（2011 年）9 月に大津市にて、ミナミアオカメムシが発見されている。 

 

 平成26年（2014年）2月に長浜市にて、ナガサキアゲハが初めて発見された。分布域は、1940
年代までは山口県西部や愛媛が北限だったが、1980年代には大阪府北部の箕面市などでも観

察され、平成7年（1995年）には近畿各地に出没している。（ナガサキアゲハ長浜に、滋賀夕

刊新聞（2014.02.05）、平成26年） 
 平成23年（2011年）9月に大津市にて、ミナミアオカメムシが発見されている。本州、四国、

九州、南西諸島、小笠原諸島に分布するカメムシで、平成12年（2000年）頃から本種の分布

が急速に広がり始め、水稲やダイズに被害をもたらし、病虫害発生予察特殊報が発表されて

いる。（「平成23年度病害虫発生予察特殊報第2号ミナミアオカメムシ」滋賀県ホームページ、

平成23年） 
 滋賀県内ではあまり見られなかった南方系のツマグロヒョウモン（蝶）が増加している。（生

物多様性しが戦略、滋賀県、平成27年） 
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(4) 自然災害・沿岸域 

1) 河川 

A) 洪水 

・気候変動との関係は不明であるが、平成 25 年（2013 年）の台風 18 号では河川堤防の損壊や溢

水が発生した。 

 

 滋賀県では、過去に複数の洪水による被害が発生している。 

 

図 2.1.3-21 滋賀県内の被害の状況 
出典：流域治水課 
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 近では、平成25年（2013年）9月に襲った台風18号がある。滋賀県

では記録的な大雨となり、16日午前5時5分、全国初の大雨特別警報

が発表された。この台風により県内各地で河川が氾濫し、浸水被害

が多数発生した。（滋賀県水害情報発信サイト、滋賀県流域治水政策

室、http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/hanran、平成27年） 
台風 18 号の被害概要 

人的被害: 死者…1 名、負傷者…9 名 

住宅被害: 全壊…10 戸、半壊…279 戸、一部損壊 439 戸  

床上浸水…49 戸、 床下浸水…497 戸 

 

表2.1.3-5 滋賀県において過去におきた洪水一覧 

発生年 名称 被害地域 被害概要 

明治 28 年 － 長浜市  

明治 29 年 琵琶湖洪水 
近江八幡市、長浜市、湖

南市 
死者…29 人、行方不明者…5 人、負傷者…79 人 

大正 6 年 水害 近江八幡市竹町  

昭和 9 年 室戸台風 草津市、彦根市、湖南市 死者…47 人、負傷者…161 人 

昭和 13 年 梅雨前線  死者…6 人、負傷者…1 人 

昭和 19 年 竜王町  

人的被害 
死者…2 人、負傷者…2 人 
住宅被害 
全壊…31 戸、半壊…27 戸、床上浸水…1,028 戸、床下

浸水…4,068 戸 

昭和 25 年 ジェーン台風 甲賀市、長浜市 
死者…7 人、行方不明…1 名、負傷者…76 人 
全壊…297 戸、半壊…854 戸、床上浸水…11 戸、 床下

浸水…41 戸 

昭和 28 年 多羅尾豪雨 甲賀市 
死者…45 人、負傷者…143 人 
全壊…67 戸、半壊…159 戸 

昭和 28 年 台風 13 号 

高島市、近江八幡市、長

浜市、東近江市、野洲市、

湖南市、草津市、日野町 、
大津市、彦根市 

死者…43 人、行方不明…4 名、負傷者…497 人 
全壊…522 戸、半壊…1,198 戸 
床上浸水…9,390 戸、 床下浸水…29,284 戸 

昭和 29 年 豪雨 草津市  

昭和 33 年 台風 17 号 甲賀市野尻・寺庄 死者…2 人、負傷者…3 人  

昭和 34 年 台風 7 号 
米原市、日野町、長浜市、

東近江市、近江八幡市、

彦根市 
死者…4 人、負傷者…18 人 

昭和 34 年 伊勢湾台風 

愛荘町、高島市、近江八

幡市、草津市、野洲市、

甲賀市、米原市、竜王町、

日野町、長浜市、東近江

市、彦根市 

死者…16 人、負傷者…114 人 

昭和 36 年 第 2 室戸台風 滋賀県、豊郷町、日野町 死者…16 人、負傷者…114 人 

昭和 40 年 台風 24 号 大津市、日野町、高島市
死者…3 人、負傷者…19 人 
全壊…63 戸、半壊…329 戸、一部損壊…7,086 

昭和 42 年 － 草津市  

昭和 43 年 － 日野市  

昭和 47 年 － 長浜市  

昭和 47 年 台風 20 号  
負傷者…5 人 
住宅被害 
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発生年 名称 被害地域 被害概要 

全壊…20 戸、半壊…84 戸、一部損壊…887 
床上浸水…486 戸、 床下浸水…6,509 戸 

昭和 50 年 － 長浜市  

昭和 50 年 台風 5 号 長浜市  

昭和 50 年 台風 6 号 長浜市 
軽傷者...2 名  
全壊…2 戸、一部損壊…24 戸、床上浸水…2 戸、 床下

浸水…101 戸 

昭和 57 年 台風 10 号 近江八幡市 
全壊…2 戸、半壊…1 戸、一部損壊…12 
床上浸水…120 戸、 床下浸水…1,101 戸 

昭和 57 年 台風 19 号 日野町 
人的被害  軽傷…1 人 
住宅被害  一部損壊…3 棟 

平成 2 年 台風 19 号 
東近江市、彦根市、近江

八幡市 
 

平成 10 年 － 米原市  

平成 11 年 － 高島市  

平成 20 年 － － 床上浸水…11 戸、床下浸水…203 戸 

平成 25 年 台風 18 号 
高島市、東近江市、野洲

市、甲賀市、大津市 
上述の通り 

※被害地域については、現在の市町名で記載 
出典：水害情報発信―水害の記録と記憶― （http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/hanran/daihyou.html）、 

滋賀県流域治水政策室 

 

 台風18号では9月15日から16日にかけて、大津市や東近江市で 大累計雨量600mmを超えるよ

うな猛烈な雨が降ったほか、各地で200mm～300mmを超える大雨を記録した。大津土木事務

所管内（大津市）では、葛川の 大累計雨量635mmをはじめ、各地で250mmを超える大雨を

記録した。県が管理している一級河川や砂防河川についても、管内全域にわたる39河川175
箇所が被災した。北部地域では、滝川（北小松地先）で大規模な土石流が発生し、河道が閉

塞して下流の住宅地や田畑、国道161号に土砂が流れ込んだ他、安曇川で護岸欠損などの被害

が多く発生した。市内中心部では、市街地を流れる河川（特に吾妻川）が土砂流出による河

道閉塞が主要因となり氾濫したほか、護岸欠損など多数の被害が確認された。南部地域では、

大戸川や信楽川で多くの被害があった。（台風18号災害に学ぶ、川口 修治・先田 幸生・清水 
司、滋賀県土木技術研究発表会、平成25年） 

 台風18号では、鴨川、金勝川の決壊のほか、大戸川、野洲側、日野川、愛知川、犬上川、芹

川、天野川、姉川、安曇川、石田川など県内全域にわたり堤防・護岸の損壊やいくつかの河

川で溢水が発生した。非難判断水位設定の水位観測所31箇所のうち、19箇所で避難判断水位

を超過。（平成25年 台風18号による滋賀県災害対策本部本部員会議（第4回）、防災危機管理

局、平成25年） 
 台風18号による豪雨で高島市の農業水利施設（揚水機場）が被災した。（2015.07.22での滋賀

県庁内アンケート回答／耕地課） 
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B) 内水 

・気候変動との関係は不明であるが、平成 25 年（2013 年）の台風 18 号で、いくつかの上下水道

施設が水没した。 

 

 台風18号では、いくつかの上下水道施設が水没した。上水道施設では濁流や土砂が取水口に

流入するなどして、施設機能が停止した。また、雨水がマンホールから噴出するなどした。

（平成25年 台風18号による滋賀県災害対策本部本部員会議（第4回）、防災危機管理局、平成

25年） 

  

図 2.1.3-22 台風 18 号による下水道関係被害状況図（H25.9.15～H25.9.16） 
出典：平成 25 年 台風 18 号による滋賀県災害対策本部本部員会議（第 3 回） 

（滋賀県防災危機管理局、平成 25 年） 
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2) 沿岸 

・滋賀県は該当しない。 

 

A) 海面上昇 

滋賀県は該当しない。 

B) 高潮・高波 

滋賀県は該当しない。 

C) 海岸浸食 

滋賀県は該当しない。 

 

3) 山地 

A) 土石流・地すべり等 

・気候変動との関係は不明であるが、近年、本県においても大雨による土砂災害が頻発する傾向

にある。 

 

 滋賀県では、過去に土石流・地すべり等による被害が発生している。（滋賀県の主な災害、滋

賀県危機管理センター、http://www.pref.shiga.lg.jp/h/sabo/12_saiga/ 、平成25年） 
 平成24年8月14日未明の集中豪雨（大津南部）では、時間雨量80㎜を記録、彦根地方気象台か

ら「記録的短時間大雨情報」が発表された。石山外畑町で土石流が発生して多数家屋が被災、

また付近の道路でも斜面崩壊等が集中発生して通行不能となり集落が孤立した。（2016.1.6で
の滋賀県庁内照会回答／砂防課） 

 平成25年9月15～16日の台風18号では、県全域に長時間の強い雨が継続、滋賀・福井・京都の

3府県に全国で初めての「大雨特別警報」が発表された。県南部・西部を中心に多数の土石流

や斜面崩壊が発生、栗東市では尊い人命が失われている。（2016.1.6での滋賀県庁内照会回答

／砂防課） 
 平成25年（2013年）の台風18号では大津市北小松の滝川で土石流が発生し下流橋梁にて詰ま

り、河道が閉塞した他、大津市国分二丁目でがけ崩れが発生し三田川を閉塞した。また、栗

東市安養寺、大津市大谷町でがけ崩れが発生するなどした。（平成25年 台風18号による滋賀

県災害対策本部本部員会議（第4回）、滋賀県、平成25年） 
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4) その他 

A) 強風等 

・「比良おろし」は、JR 湖西線や船舶やヨットの運航、農作物の生育に影響を及ぼすことで知ら

れているが、これに気候変動が及ぼす影響等については、現時点で研究事例等は確認できてい

ない。 

 

 若狭湾方面からの風が比良山地の南東斜面を琵琶湖側に駆け下りる強風が「比良おろし」で

あり、山麓を走るJR湖西線や湖上船舶の運航、農作物の生育等に大きな影響を及ぼす。（琵琶

湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 
 比良おろしによる大きな災害としては、昭和54年（1979年）の近江舞子駅北での貨物脱線・

転覆、平成9年（1997年）の比良駅構内での貨物転覆、平成15年（2003年）での蓬莱沖でのヨ

ット沈没がある。昭和54年（1979年）、平成9年（1997年）の比良おろしは台風通過時の吹き

返しが原因とされている。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 

 

(5) 健康 

1) 冬季の温暖化 

A) 冬季死亡率 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

2) 暑熱 

A) 死亡リスク 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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B) 熱中症 

・平成 26 年（2014 年）の人口 10 万人あたりの熱中症搬送人員数は、関西地域では和歌山県、京

都府に次いで高い 37.71 人となっている。 
 

 平成27年（2015年）夏期の都道府県別人口10万人当たりの熱中症傷病者搬送人員数は、関西

地域においては和歌山県46.17人、京都府40.35人に次いで、37.71人となっている。（平成27
年の熱中症による救急搬送状況、消防庁、平成27年） 

 

図 2.1.3-23 平成 27 年の都道府県別熱中症による救急搬送状況 
出典：平成 27 年の熱中症による救急搬送状況、消防庁、平成 27 年 

 

3) 感染症 

A) 水系・食品媒介性感染症 

・滋賀県ではデング熱の海外感染症例が見られるものの、国内感染症例は発生していない。 

 

 コレラや細菌性赤痢、パラチフス、レジオネラ症について発症の届出が出されている。 
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表2.1.3-6 把握対象疾患、滋賀県および全国 平成 21 年～25 年 

 
出典：滋賀県感染症発生動向調査事業報告書第 18 報、滋賀県感染症情報センター、平成 25 年 

 
 滋賀県ではデング熱の海外感染症例が見られる。国内感染症例は発生していない。 

表2.1.3-7 デング熱の滋賀県内発生状況（海外感染症例） 
年 H12 H16 H17 H19 H20 H22 H23 H24 計 

件数 1 2 1 1 2 2 1 2 12 
出典：デング熱に関する相談窓口の設置について（2014 年 9 月 9 日）、滋賀県 
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B) 節足動物媒介感染症 

・気候変動との関係は不明であるが、滋賀県においてもセアカゴケグモが発見されている。 

 
 SFTSウイルスはマダニと呼ばれる比較的大型のダニ（成ダニの大きさはおよそ3mm以上あり、

肉眼で見える）によって媒介されると考えられている。国内でのマダニのウイルス保有調査

によると、これまで患者報告はないが、滋賀県でもSFTSウイルスを保有するマダニが検出さ

れている。 
（重症熱性血小板減少症候群（SFTS）ウイルスの国内分布調査結果、国立感染症研究所、

http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/2242-disease-based/sa/sfts/idsc/iasr-news/4428-pr4094.html、平成

26年） 
 滋賀県においてもセアカゴケグモが発見され、注意喚起されている。（セアカゴケグモが発見

されました。ご注意ください！、滋賀県南部流域下水道事務所、

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/konanryuiki/h25/130905.html 、平成25年） 
 セアカゴケグモによる健康影響は感染症の範疇ではないが、動物由来の健康影響の一つとし

て本項で扱う（日本における気候変動による影響に関する評価報告所、中央環境審議会、平

成27年、脚注6より）。 
 蚊媒介性感染症の地域的拡大（2015.07.2での滋賀県庁内アンケート回答／薬務感染症対策課） 

 

C) その他の感染症 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 

 

4) その他 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 
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(6) 産業・経済活動 

1) 製造業 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 

2) エネルギー 

A) エネルギー需給 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 

3) 商業 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 

4) 金融・保険 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 

5) 観光業 

A) レジャー 

 びわこ大花火大会開催時には、熱中症の症状を訴える来場者が多数いるが、開催当日の天候

等に大きく影響されるため、気候変動の影響を経年変化から測ることは難しい。（2015.07.22
での滋賀県庁内アンケート回答／観光交流局） 

6) 建設業 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 

7) 医療 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 

8) その他 

A）その他（海外影響等） 

 H25、H26年の豪雨や台風などにより、定期的な調査船の運航や現地調査が困難になり、定期

的かつ長期的なモニタリングデータの蓄積に支障が出た。（2015.07.22での滋賀県庁内アンケ

ート回答／琵琶湖環境科学研究センター） 
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(7) 国民生活・都市生活 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等 

・気候変動との関係は不明であるが、平成 25 年（2013 年）の台風 18 号では上水道施設が水没し

たり、濁流や土砂が取水口に流入するなどして施設機能が停止した。 

 
 温暖化との関係は不明であるが、平成25年（2013年）の台風18号では上水道施設が水没した

り、濁流や土砂が取水口に流入するなどして施設機能が停止した。（平成25年 台風18号によ

る滋賀県災害対策本部本部員会議（第4回）、滋賀県ホームページ、平成25年） 

 

2) 文化・歴史などを感じる暮らし 

・彦根地方気象台のさくらの開花日は、長期的にみると 50 年あたり 3.8 日の割合で早くなって

いる。 

A) 生物季節、伝統行事・地場産業等 

 彦根地方気象台の観測によるさくら（そめいよしの）の開花日の経年変化を見ると、開花日

は長期的には50年あたり3.8日の割合で早くなっている。（近畿地方の気候変動（2013年版）、

大阪管区気象台、平成25年） 

 

 

図 2.1.3-24 彦根（彦根地方気象台）サクラの開花日の経年変化（1953 年～2013 年） 
出典：近畿地方の気候変動（2013 年版）、大阪管区気象台、平成 25 年 

 

3) その他 

A) 暑熱による生活への影響等 

※現時点で滋賀県固有の情報なし 
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2.1.4. 影響の将来予測の情報整理 

滋賀県で可能性のある将来の影響について、国の「日本における気候変動による影響の評価に

関する報告と今後の課題について（意見具申）」の「分野・項目の分類体系」に整理した。主に

参考とした資料は、以下である。 

① 政府の「気候変動の影響への適応計画」における「第 2 部 分野別施策の基本的方向」の

項目別の影響に関する記載、加えて、影響評価結果を記載 

② 地域の文献等、各種文献の記載で、滋賀県において可能性のある影響についての内容 

③ 庁内の関係部局で構成するワーキンググループ（WG）に対して実施したアンケート、照会

により得られた内容 

④ 「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具

申）」の記載やその引用文献の記載で、滋賀県や近隣地域にあてはまりうる内容 

ここでは、上記の資料にある記載等から、滋賀県で可能性のある将来の影響の記載を出典を併

記する形で抽出・整理した。特に①や④については、必ずしも滋賀県のみを対象とした予測に基

づくものではなく、全国を対象とした予測の記述をふまえて記載している点に注意が必要である。

また、気候変動に伴う将来予測には不確実性があり、各分野・文献等によって使用している気候

モデルやシナリオ等の前提条件が異なる点にも注意が必要である。 

基本的に、参考とした資料の記載をそのまま引用している。さらに、下線のある箇所は、現時

点で滋賀県においてどのような形で・どの程度の影響がありうるのか不確かな部分であり、今後、

庁内関係部局・地域試験研究機関等への確認作業を通じた精査が必要と考えられる。 

資料編には、②において参考とした「平成 24 年度気候変動による水質等への影響解明調査、環

境省、平成 25 年」にて用いられた将来予測のモデルの詳細を引用・掲載している。また、④につ

いて、ここでの整理の基礎となった各種文献の本文の詳細についても引用・掲載している。合わ

せて S-8 研究の簡易推計ツールを活用した予測結果も資料編に掲載している。 

 

影響評価結果については、以下の凡例により表記する。 

凡 例： 

【重大性】○：特に大きい ◇：「特に大きい」とは言えない －：現状では評価できない

    （観点）社：社会、経：経済、環：環境 

【緊急性】○：高い △：中程度 □：低い －：現状では評価できない 

【確信度】○：高い △：中程度 □：低い －：現状では評価できない 
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(1) 農業・林業・水産業 

1) 農業 

A) 水稲             【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度○】 

 現在より3℃を超える高温では北日本を除き減収することが予測されている。【政府の適応計

画(P19)】 
 一等米の比率は、高温耐性品種への作付転換が進まない場合、登熟期間の気温が上昇するこ

とにより、低下することが予測されている。【政府の適応計画(P19)】 
 品質低下はより顕著／収量への影響／土壌中における有機物の分解速度の変化による水稲の

生育への影響／病害虫の多発【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 水稲の登熟期間（7～9月）において、今後、これまで経験したことのない高温になることも

予測される。【庁内ＷＧ調べ】 
 水稲の登熟期間における気温上昇に対応するための掛け流し等、必要推量の増加【庁内ＷＧ

調べ 】 
 気候変動に伴う米の主要品種の変更、作期の移動（前倒し）等による必要用水量、用水時期

の変動【庁内ＷＧ調べ 】 

 

B) 野菜（茶、花き含む）          【国の影響評価：重大性－、緊急性△、確信度△】 

 野菜は、栽培時期の調整や適正な品種選択を行うことで、栽培そのものが不可能になる可能

性は低いと想定されるが、さらなる気候変動が、野菜の計画的な出荷を困難にする可能性が

ある。【政府の適応計画(P24)】 
 生育障害の多発／育苗の不安定化／更なる病害虫の増加【滋賀県農業・水産業温暖化対策総

合戦略・資料5】 
 花き（バラ）：更なる生育不良／更なる害虫の多発【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦

略・資料5】 
 花き（菊類・施設栽培）：更なる生育障害の多発／更なる害虫の多発【滋賀県農業・水産業

温暖化対策総合戦略・資料5】 
 花き（露地栽培・小菊）：需要期に合わせた安定、計画出荷が難しくなる。【滋賀県農業・

水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 

 

C) 果樹            【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度○】 

 うんしゅうみかんやりんごは気候変動により栽培に有利な温度帯が年次を追うごとに北上す

るものと予測されている。この予測を踏まえれば、既存の主要産地が栽培適地ではなくなる

可能性もあり、その結果、これらの品目の安定生産が困難となり、需給バランスが崩れるこ

とにより、価格の高騰や適正な価格での消費者への安定供給を確保できなくなることも懸念

される。（滋賀県でどのような予測がありうるかは不明）【政府の適応計画(P20)】 
 ぶどう、もも、おうとう等については、栽培適地ではなくなる可能性の他、高温による生育

障害が発生することが想定される。（滋賀県でどのような予測がありうるかは不明）【政府

の適応計画(P21)】 
 着色遅延と不良の蔓延化（夏から秋にかけての成熟期が高温で推移することにより、果実の

色素であるアントシアニンの合成が抑制されることによって着色不良が発生する。）【滋賀

県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
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D) 麦、大豆、飼料作物等     【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性△、確信度△】 

 小麦では、暖冬による茎立や出穂の早期化とその後の春先の低温や晩霜による凍霜害リスク

の増加、高温のため登熟期間が短縮されることによる減収・品質低下等が予測されている。

【政府の適応計画(P22)】 
 大豆では、 適気温以上の範囲では、乾物重、子実重、収穫指数の減少が予測されている。

【政府の適応計画(P22)】 
 小麦の生育の更なる早期化／病害虫、雑草の増加【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・

資料5】 
 大豆：夏季の水不足、水ストレスによる収量・品質の低下／病害虫・雑草の増加【滋賀県農

業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 飼料作物：更なる配合飼料価格の高騰／飼料（原料）の入手困難／牧草の夏枯れ・サイレー

ジ調製後の品質低下等／暖地型病害の発生【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 気候変動に伴う播種期や収穫期の多雨により、発芽不良や刈り遅れが発生し、収量・品質の

低下につながる可能性がある。【庁内照会回答】 

 

E) 畜産             【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性△、確信度△】 

 畜種や飼養形態により異なると考えられるが、夏季の気温上昇による飼料摂取量の減少等に

より、温暖化の進行に伴って肥育去勢豚や肉用鶏の成長への影響が大きくなるとともに、増

体率が低下する地域が拡大し、その低下の程度も大きくなることが予測されている。【政府の

適応計画(P24)】 
 牛：更なる夏季の飼養環境の悪化／反芻家畜からのメタン排出問題の重視／吸血昆虫の北上

と生存期間の延長による牛の疾病の発生【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 豚・鶏：更なる生産性の低下【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 将来的に気温が上昇すると、暑熱負荷が増大し、家畜・家禽の生産性により大きな影響を与

えることが予想される。【庁内ＷＧ調べ 】 

 

F) 病害虫・雑草         【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度○】 

 水田では、寄生性天敵や一部の捕食者及び害虫の年間世代数がそれぞれ増加し、害虫・天敵

相の構成が変化すると予想されている。【政府の適応計画(P25)】 
 野菜・果樹・茶のチョウ目やカメムシ類などの害虫では、越冬可能地域の北上・拡大や年間

世代数の増加により被害が増大する可能性が指摘されている。【政府の適応計画(P25)】 
 ウンカなどでは、海外飛来が変化する可能性が指摘されている。【政府の適応計画(P25)】 
 イネ紋枯病やイネいもち病などの発病の増加が予測された事例があることから、他の病害に

ついても、気候変動による発生拡大が懸念されている。【政府の適応計画(P25)】 
 雑草については、一部の種類において、気温の上昇による定着可能域の拡大や北上の可能性

が指摘され、農作物の生育阻害や病害虫の宿主となる等の影響が懸念されている。【政府の

適応計画(P25)】 
 今後、鳥インフルエンザの我が国への主な侵入要因と考えられる渡り鳥の飛行経路や飛来時

期に変化が生じることで、我が国への鳥インフルエンザの侵入リスクに影響を与える可能性

がある。【政府の適応計画(P26)】 
 病害虫による森林の荒廃（主要構成樹種の枯損）【庁内ＷＧ調べ 】 
 病害虫害の発生、被害拡大により森林の荒廃が進行し、山地災害の発生が考えられる。また、

病獣虫害の発生内容と地域の変化も考えられる。【庁内ＷＧ調べ 】 
 ミナミアオカメムシ以外の害虫も生息地拡大が見込まれる。【庁内ＷＧ調べ 】 
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G) 農業生産基盤         【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度△】 

 極端現象（多雨・渇水）の増大や気温の上昇により全国的に農業生産基盤への影響が及ぶこ

とが予測されており、特に、融雪水を水資源として利用している地域では、融雪の早期化や

融雪流出量の減少により、農業用水の需要が大きい4月から5月の取水に大きな影響を与える

ことが予測されている。【政府の適応計画(P27)】 
 集中豪雨の発生頻度や降雨強度の増加により農地の溜水被害等のリスクが増加することが予

測されている。【政府の適応計画(P27)】 
 降雨パターンの変化による影響（用水源からの流出量の減少（融雪水の減少）→かんがい期

用水の不足／地下水の減少）【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 降雨強度の増加による影響（排水施設の能力不足→施設や農地の被災・浸水被害／土壌浸食

増大→堆砂の増加・土砂災害）【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 作物障害の発生→品目や品種の転換等営農対策の実施（必要用水量・用水時期の変化）【滋

賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 降雨パターンの変化による影響【庁内ＷＧ調べ 】 
 渇水と洪水の双方のリスクに対する農業水利施設の操作管理上の影響【庁内ＷＧ調べ 】 
 融雪水や地下水の減少によるかんがい用水の不足【庁内ＷＧ調べ 】 
 降雨強度の増加による影響【庁内ＷＧ調べ 】 
 排水施設の能力不足による農地・施設の被災（浸水被害）【庁内ＷＧ調べ 】 
 土壌侵食の増大による農業用ダムや頭首工等での堆砂増大、土砂災害の増加【庁内ＷＧ調べ 】 
 園芸作物や果樹の生産拡大に伴うほ場の形態、農業水利施設の機能見直し【庁内ＷＧ調べ 】 

 

2) 林業 

A) 木材生産（人工林等）   【国の影響評価：重大性○（社／経／環）、緊急性○、確信度□】 

 降水量の少ない地域でスギ人工林の生育が不適になる地域が増加する可能性があるなどの報

告がある。しかし、正確な予測のためには、今後更に研究を進めていく必要があるとの指摘

がされている。【政府の適応計画(P30)】 

 

B) 特用林産物（きのこ類等） 【国の影響評価：重大性○（社／経／環）、緊急性○、確信度□】 

 しいたけの原木栽培において、夏場の気温上昇と病原菌の発生あるいはしいたけの子実体（き

のこ）の発生量の減少との関連や冬場の気温上昇によるしいたけ原木栽培への影響について

は、その根拠はあきらかになっていないなどの状況にあることから、正確な予測のため更に

研究を進めていく必要があるとの指摘がなされている。【政府の適応計画(P31)】 

 

3）水産業 

A) 内水面漁業・養殖業の増養殖等 【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度△】 

 湖沼や貯水池は、気温・水温の上昇により内部での成層の強化による貧酸素化の進行や植物

プランクトンの種組成や生産が影響を受ける等、河川以上に厳しい変化が予想されている。

特に、富栄養化が進行している深い湖沼では、その影響が強く懸念されている。【政府の適

応計画(P35)】 
 降水量の変動が大きくなることから、異常洪水や異常渇水が発生し、河川流量の変動幅が大

きくなるとともに、土砂・物質の流出量が増加し、水質や河床の環境に影響を及ぼすことが

予想されている。また、積雪量や雪解け時期の変化により流量パターンが変化することが予

測されている。【政府の適応計画(P35)】 
 ワカサギについて、高水温による漁獲量減少が予測されている。 高水温が現状より3℃上昇

すると、冷水性魚類が生息可能な河川が分布する国土面積が約40%から約20%程度に減少し、
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特に本州における生息地は非常に限定的になることが示されている。【政府の適応計画

(P35)】 
 ニゴロブナ：地球温暖化によりH19冬季のように琵琶湖の全循環に遅滞が生じた場合、現在

12月頃に放流しているニゴロブナ種苗（全長120ミリサイズ）が、水温躍層に阻まれてスムー

ズに琵琶湖深部へ移動できず、種苗の放流効果が低下するおそれが生じる。【滋賀県農業・

水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 ホンモロコ：①ふ化時の水温が高いと雄の割合が高くなることが実験的に確かめられており、

温暖化による水温上昇がホンモロコの性比に影響を与える可能性がある。②水温上昇はホン

モロコの産卵期を早期化させることと併せて、成育期間が長期化することにより、全体とし

て資源量が増える方向に影響することが考えられる。【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合

戦略・資料5】 
 アユ：①高水温はアユの産卵行動の抑制や卵のふ化率の低下をもたらすことが実験的に知ら

れており、天然の産卵場においても、産卵期やふ化仔魚の生残率・餌料生物の生産等に影響

を与える可能性がある。②温暖化による水温上昇で水温躍層がどのように変化するかは不明

だが、アユの餌料プランクトンの生産が水温躍層の形成水深に影響を受ければアユの資源量

全体が影響を受けることになる。③一方、冬期の水温上昇は稚魚期のアユの生残や成長を高

めることも考えられる。【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 ビワマス：高水温はビワマス卵のふ化率や仔魚の生残率を低下させることが実験的に知られ

ており、温暖化による河川水温の上昇が天然の産卵場においてもふ化率の低下やふ化仔魚の

生残率を低下させることが考えられる。ビワマス稚魚の主な餌であるヨコエビは日中は琵琶

湖沖合の底層に生息するため、温暖化により琵琶湖の全循環が遅延し、底層の酸素濃度が低

下することにより、ヨコエビの資源量が影響をうければ、ビワマスの資源も影響を受けるこ

とが考えられる。【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 イサザ：イサザは日中は琵琶湖沖合の底層に生息するため、温暖化で琵琶湖の全循環が遅延

し、底層の酸素濃度が著しく低下すれば、イサザの生息域が影響を受けることが考えられる。

また、イサザ成魚の主な餌であるヨコエビも、イサザと同様に日中は底層に生息するため、

ヨコエビの生息域も影響を受けることが考えられる。【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合

戦略・資料5】 
 セタシジミ：セタシジミの主要生息場は水深10ｍ以浅であり、温暖化による水温上昇の影響

を受けやすい。H20年8月の記録的猛暑により、琵琶湖東部の水深10ｍ水温が28.8℃と過去10
カ年に比べ高い値を記録。飼育試験では、セタシジミは30℃以上でへい死することが知られ

ており、温暖化によりセタシジミ資源への影響が危惧される。また、近年産卵期の親貝の肥

満度が低下していることから、温暖化による高水温の影響をより大きく受けることが考えら

れる。【滋賀県農業・水産業温暖化対策総合戦略・資料5】 
 河川水温の上昇と水量の不安定化により、アユの産卵開始の遅れと、その後の早期アユ漁獲

量が減少する恐れがある。【庁内ＷＧ調べ 】 
 温暖化により飼育水温が上昇し、ビワマスなどの冷水性魚類の生産業務における発眼率、ふ

化率に悪影響が出る恐れがある。【庁内ＷＧ調べ 】 
 冷水性魚類の採卵親魚養成時に、飼育水温が高温となることによる成熟の遅れ（他県ではす

でにニジマスで事例あり）【庁内ＷＧ調べ 】 
 イサザでは特に春期の水温上昇により稚魚発生量が減少し、資源量が低下することがわかっ

ている。また、水温上昇は琵琶湖深底部の貧酸素化を招き、イサザの生息環境を悪化させる

恐れがある。【庁内ＷＧ調べ 】 
 セタシジミでは水温上昇により水温躍層が強固になり、深場漁場では産卵可能な水温まで上

昇しにくくなり、再生産が阻害される可能性が示唆されている。また、底質が泥の場合、高

水温でD型仔貝の生残率が顕著に低下することから、初期生残に影響することが示唆された。

【庁内ＷＧ調べ 】 
 ニゴロブナ等コイ科魚類の産卵繁殖場であるヨシ帯など浅水域の高水温化による稚魚の成育

環境悪化。【庁内ＷＧ調べ 】 
 より高温に適した外来水産動植物が侵入する恐れがある。【庁内ＷＧ調べ】 
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 イサザ（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、予測の前

提条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使用されて

いるモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 溶存酸素量の状況 

琵琶湖の溶存酸素量経年変化と将来シミュレーション結果は以下のとおりである。以下

のシミュレーション結果からわかる通り、月間変動では概ね秋から冬にかけて貧酸素状

況が発生し、イサザの貧酸素耐性の指標であるLC50の概ね1.2mg/L以下になるのは、現

在気候では湖底に近い90m※付近のみであり、60～80m付近では概ね4mg/L※以上が保た

れている。2030年以降は、1.2mg/L以下(LC50)になるのは約70m※まで上昇し、その日数

も底層では通年になることから、イサザの成魚が30m以深を利用していることを考慮す

ると、近未来ではイサザの生息環境に大きな影響を及ぼす可能性があると推察できる。

【平成24年度気候変動による水質等への影響解明調査、P3-40】 
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図 2.1.4-1 将来気候変動影響予測（上段：現在気候 下段：近未来気候） 

※表記の水深と DO 濃度は、分割した各層の代表水深と層全体の平均 DO 濃度である。 

 表記の予測年度は、10 年間での現象を示したもので表示年度にその現象が起きるという意味ではない。 

出典：平成 24 年度気候変動による水質等への影響解明調査、環境省、平成 25 年、P3-40 
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琵琶湖 深部となる「今津沖中央」におけるDO濃度のシミュレーション結果から、水深

が深くなるにつれてDO濃度が低下し、気候変動により循環が弱まると深いところほど

DO濃度低下による影響が懸念される結果となった。一方、水深が60m程度の「南比良沖

中央」を比較対象としてシミュレーションした結果、図に示すとおり、水深30m地点と

深部付近の50mのDO濃度の値があまり変わらない結果となった。この差は、全循環の

混合時期と重なっていることが原因であると考えられる。よって、今津沖中央における

シミュレーション結果を琵琶湖全域に当てはめて評価した、表よりは生態系への影響懸

念が軽減される評価になると考えられる。今回、水深や位置、時期により影響の差があ

ることが分かったので、今後、DO低下による影響の範囲や期間について、検証していく

必要がある。【平成24年度気候変動による水質等への影響解明調査、P3-42】 
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図 2.1.4-2 水平方向、垂直方向の DO 濃度

経年変化(現況：各年 1 月 1 日時点) 
出典：平成 24 年度気候変動による水質等への影響 

解明調査、環境省、 
平成 25 年、P3-42 

図 2.1.4-3 水平方向、垂直方向の DO 濃度

経年変化(将来：各年 1 月 1 日時点) 
出典：平成 24 年度気候変動による水質等への影響

解明調査、環境省、平成 25 年、P3-42 

 

 水温変化による産卵時期の短縮 

イサザの産卵期である4月から5月の表層水温について、現在気候と近未来気候それぞれ

10年間の平均水温の変化を示したものである。水温シミュレーションの結果は、 大で

2.5℃程度となるため、この差はこの時期のおよそ20日程度の水温差と同等である。ただ

し、魚類の産卵時期を決定づける要因としては水温や日照時間が挙げられるが、イサザ

の場合、産卵開始時期は日照の積算時間がトリガーになっているといわれている。この

ため、気候変動による日照時間の変化は少ないと仮定すると、産卵の開始時期はあまり

影響を受けにくいが、産卵終了時期が水温変化によって前倒しされるとすれば、産卵期

間が短縮されため繁殖に影響が出る可能性がある。【平成24年度気候変動による水質等へ

の影響解明調査、P3-43】 

 

水深が 60m 程度の南比良沖では、深く

なっても DO が低下しない。 
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 イサザ産卵期(4月～5月）の表層水温変化
(現況&将来10年平均値）
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図 2.1.4-4 表層水温の気候変動影響予測結果 
出典：平成 24 年度気候変動による水質等への影響解明調査、環境省、平成 25 年、P3-43 

 

 ビワマス（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、予測の

前提条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使用され

ているモデル等の詳細は資料編に示す。） 

10か年の平均値で近未来の推計と現在水温と比較した結果、水深20mから30mで 大2.1

度程度上昇すると予測された。夏季には水温20℃以下の躍層の直下で生活し、捕食時の

み水温20～25℃の表層近くに浮上すること、ビワマスの好適水温が15℃前後であること

から、ビワマスの生息にすぐに影響が出るとは言えないが、今後さらなる気候変動によ

る水温上昇等が起こった場合は、ビワマスの利用水深域が狭まる、さらに高水温化が進

んだ場合は琵琶湖自体が生息に適さない環境となる可能性もあると考えられる。【平成24

年度気候変動による水質等への影響解明調査、P3-44】。 

 近未来－現在：今津沖中央(水温差：10年平均）
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図 2.1.4-5 将来気候変動影響予測 

出典：平成 24 年度気候変動による水質等への影響解明調査、環境省、平成 25 年、P3-44 
 
 

産卵期が短縮さ

れる 
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 アユ（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、予測の前提

条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使用されてい

るモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 適水温の上限が概ね成魚で25℃、孵化期等では20℃程度であり、 高水温が出る。夏場

は河川に遡上していることを考えると、水温上昇による直接的な影響は小さいと考えら

れる。また、現在の分布の状況も鹿児島県まで南にも広く分布している状況からも、分

布の南限が北上する可能性はあるが、琵琶湖のアユに与える直接的な影響は小さいと考

えられる。ただし、水温の上昇により、水質の変化やプランクトン等低次な餌動物等が

変化することによる資源量の増減や、体長の変化等につながる可能性はあり、間接的な

影響についても今後の検討が望まれる。【平成24年度気候変動による水質等への影響解明

調査、P3-46】、。 
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図 2.1.4-6 将来気候変動影響予測 
出典：平成 24 年度気候変動による水質等への影響解明調査、 

環境省、平成 25 年、P3-46 
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(2)水環境・水資源 

1) 水環境 

A) 湖沼・ダム湖       【国の影響評価：重大性○（社／経／環）、緊急性△、確信度□】 

 琵琶湖では、暖冬であった2006年～2007年の冬に全循環の開始が遅れた。冬季気温の上昇が

全循環の開始時期の遅れに影響を及ぼしていると考えられる。【庁内ＷＧ調べ】 
 琵琶湖の水温観測では、夏季に有意な水温上昇は見られない地点も多い。なお、夏季の水温

上昇が有意な地点の過去30年間の水温変化は1.2～1.3℃（平均2.0℃）である。【庁内ＷＧ調べ】 
 底層DOへの影響【庁内ＷＧ調べ】 
 湖内水温の変化（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、

予測の前提条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使

用されているモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 10か年平均表層水温を現在気候と近未来気候で比較すると、今津沖中央地点では15.3℃

から16.6℃［16.3 - 17.0℃］まで1.3℃［1.0 – 1.7℃］上昇し、南比良沖中央地点では15.2℃

から16.4℃［16.1 - 16.8℃］まで1.2℃［0.8- 1.5℃］上昇すると予測された。【平成24年度

気候変動による水質等への影響解明調査、P3-57】 
 全循環の変化（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、予

測の前提条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使用

されているモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 今津沖中央地点では、現在気候の10年間はいずれの年も冬季全循環が生じるが、近未来

気候条件下では、2034年～2036年の3年間において、冬季に表層～中層の水温が十分に低

下しないことにより、鉛直方向の水温差が一様にならない状態が継続し、10カ年中3年間

で全循環が停止するという結果が得られた。 

 表層から各水深まで循環する日数（解析した10年間の平均）を現在気候と近未来気候で

比較すると、水深30m以浅では循環日数にほとんど変化が見られない一方で、水深40m以

深では循環日数が7～8割程度に減少するという結果が得られた。 

【平成24年度気候変動による水質等への影響解明調査、P3-58】 
 湖内水質の変化（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、

予測の前提条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使

用されているモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 今津沖中央地点の湖内水質の解析結果から、近未来気候で2034～2036年に3か年連続で全

循環が停止した期間では、初年の全循環停止後より底層DOが減少を始め、その後約1年

で枯渇する。底層の無酸素層（嫌気層）の発達に伴い、全リン、特にリン酸態リンの底

層濃度が増加する傾向が見られた。【平成24年度気候変動による水質等への影響解明調査、

P3-58】 
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B) 河川                  【国の影響評価：重大性◇、緊急性□、確信度□】 

 河川流量の変化（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、

予測の前提条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使

用されているモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 琵琶湖主要流入10河川の10か年平均流量は、現在気候の70.8m3/sと比較して近未来では

64.3 m3/s［63.5 - 65.2 m3/s］であり、約1割の減少となると予測された。琵琶湖流入河川

で融雪出水の影響の大きい姉川では、例年12月～2月頃に積雪・融雪期を迎えるが、近未

来気候では融雪出水の影響が小さくなっている。 
 河川水温の変化（本記載は、環境省の平成24年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、

予測の前提条件等が異なれば結果は異なる点に注意が必要である。また、本記載の予測で使

用されているモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 琵琶湖主要流入10河川の10か年平均値は、現在気候の16.2℃に対して近未来気候は16.8℃

［16.8 - 16.9℃］であり、0.6℃［0.6 - 0.7℃］上昇するという結果が得られた。季節別で

みると、冬季では近未来気候の方が現在気候よりも1.7℃［1.6 - 1.7℃］上昇している一方、

夏季は0.9℃［0.89 - 0.98℃］低下するという結果になった。夏季の水温低下原因として、

夏季の出水頻度の増加、降水量の増加が考えられる。 

【平成24年度気候変動による水質等への影響解明調査、P3-57】。 

 

C) 沿岸域及び閉鎖海域           【国の影響評価：重大性◇、緊急性△、確信度□】 

※滋賀県は該当しない。 

 

2) 水資源 

A) 水供給（地表水）        【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度△】 

 将来においても無降水日数の増加や積雪量の減少による渇水の増加が予測されており、地球

温暖化に伴う気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻化し、さらなる渇水被害が発生

することが懸念されている。農業分野では、高温による水稲の品質低下等への対応として、

田植え時期や用水管理の変更等、水資源の利用方法に影響が見られる。また、気温の上昇に

よって農業用水の需要に影響を与えることが予測されている。【政府の適応計画(P41)】 
 季節の気象状況（少雨・高温など）により、琵琶湖では渇水、増水が生じており、今後、影

響が深刻化される可能性がある。【庁内ＷＧ調べ】 

 

B) 水供給（地下水）            【国の影響評価：重大性◇、緊急性△、確信度□】 

※水供給（地表水）と同様。 

 
C) 水需要                 【国の影響評価：重大性◇、緊急性△、確信度△】 

※水供給（地表水）と同様。 
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(3)自然生態系 

1)陸域生態系 

A)高山帯・亜高山帯  【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性○、確信度△】 

         【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 気温上昇や降水量の変化等により、生物の生息・生育環境が変化し、その変化に対応できな

い種は減少することが考えられる。特に希少種は現在もその生息地が限られ、生息環境の変

化により絶滅の恐れが高まる。【庁内ＷＧ調べ】 
 これまで定着することができなかった外来種が気候変動により定着することが考えられる。

【庁内ＷＧ調べ】 

 

 

B)自然林・二次林   【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性△、確信度○】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 自然林・二次林については、A2 シナリオ（1980～1999 年平均を基準とした長期（2090～2099 
年）の変化量が2.0～5.4℃（ 良推定値3.4℃））等を用いた予測では、冷温帯林の構成種の多

くは、分布適域がより高緯度、高標高域へ移動し、分布適域の減少が予測されている一方、

暖温帯林の構成種の多くは、分布適域が高緯度、高標高域へ移動し、分布適域の拡大が予測

されている。【政府の適応計画(P45)】 

 

C)里地・里山生態系    【国の影響評価：生態系への影響 重大性◇、緊急性△、確信度□】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 気候変動に伴う里地・里山生態系及び物質収支への影響については、現時点で網羅的な研究

事例は限定的である。【政府の適応計画(P45)】 
 気候変動のとの因果関係は明らかではないが、ナラ枯れ被害が発生しており、被害地域は県

北部地域から県南部地域に移行しており、今後も被害が拡大・遷移する可能性がある。【庁内

ＷＧ調べ】 

 

D)人工林      【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性△、確信度△】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 人工林については、現在より3℃気温が上昇すると、年間の蒸散量が増加し、特に降水量が少

ない地域で、スギ人工林の脆弱性が増加することが予測されているが、正確な予測のために

は今後更なる研究を進めていく必要がある。【政府の適応計画(P45)】 
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E)野生鳥獣の影響   【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性○、確信度－】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 野生鳥獣による影響については、気温の上昇や積雪期間の短縮によって、ニホンジカなどの

野生鳥獣の生息域が拡大することが予測されているが、研究事例は少数である。【政府の適応

計画(P45)】 
 滋賀県では、ニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマ等の野生獣の被害が増加し

ている。ニホンジカでは、暖冬による小雪傾向・冬季死亡率の減少が指摘されており、今後

も生息数が増加する可能性がある。【庁内ＷＧ調べ】 
 病獣虫害による森林の荒廃（主要構成樹種の枯損）。【庁内ＷＧ調べ】 

 

F)物質収支      【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性△、確信度△】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

※政府の適応計画では、物質収支に関する将来の影響について言及がなく、現時点で滋賀県に関

する具体的な事例も確認できていない。 
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2)淡水生態系 

A)湖沼       【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性△、確信度□】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 湖沼については、現時点で日本における影響を定量的に予測した研究事例は確認できていな

いものの、富栄養化が進行している深い湖沼では、水温の上昇による湖沼の鉛直循環の停止・

貧酸素化と、これに伴う貝類等の底てい底生生物への影響や富栄養化が懸念される。また、

室内実験により、湖沼水温の上昇やCO2 濃度上昇が、動物プランクトンの成長量を低下させ

ることが明らかになっている。【政府の適応計画(P46)】 
 水温の上昇は、ホンモロコの産卵期を早期化させることと合わせて、生育期間が長期化する

ことが予想されており、今度、影響が懸念される。【庁内ＷＧ調べ】 
 ビワマスにおいては、温暖化により秋期の河川水温が速やかに下降しなくなった場合、天然

産卵の初期に生み付けられた卵の生残に影響を与える可能性がある。【庁内ＷＧ調べ】 
 平成18年の暖冬で琵琶湖の全循環が遅れたことにより、底層の低炭素化が進んだこと、及び

同時期に湖底でイサザ等の斃死が見られたことが報告されているが、両事象の関連は現在の

ところ不明である。【庁内ＷＧ調べ】 
 琵琶湖生態系の変化。【庁内ＷＧ調べ】 
 ビワマスにおいては、温暖化により秋期の河川水温が速やかに下降しなくなった場合、天然

産卵の初期に生み付けられた卵の生残に影響を与える可能性がある。【庁内ＷＧ調べ】 
 琵琶湖において気候変動が生態系に及ぼす定性的な影響の評価（本記載は、環境省の平成24

年度時点の予測検討の一例を示したに過ぎず、予測の前提条件等が異なれば結果は異なる点

に注意が必要である。また、本記載の予測で使用されているモデル等の詳細は資料編に示す。） 

 気候変動が生態系に及ぼす影響としては、大気循環の変化、水温上昇、降雨量の変化等

多岐にわたるが、このうち特に冬季の表面水温上昇による影響により循環が停止し、湖

底のDO濃度が低下することによる影響に着目した。近未来気候条件でシミュレーション

の結果、湖底のDO低下により湖底を利用する種への影響が懸念された。 

 特に琵琶湖固有種でもあるイサザについては、成魚が通常30m以深に生息しているため、

DO低下の影響を半数致死濃度（LC50）で評価した。この結果、 も水深の深い今津沖

中央では 大70m以深（琵琶湖面積の約23%）でLC50の評価濃度以下になる日が発生し、

90m付近の底層では1年中 LC50以下になる年もあると予測された。 

 また、同時にイサザの春先の産卵時期における水温上昇（ 大2.5℃程度）により、産卵

期間が短縮され、繁殖に影響が出る可能性も指摘された。 

【平成24年度気候変動による水質等への影響解明調査、P3-58】。 

B)河川       【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性△、確信度□】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 河川については、我が国の河川は取水や流量調節が行われているため気候変動による河川の

生態系への影響を検出しにくく、現時点で気候変動の直接的影響を捉えた研究成果は確認で

きていないが、全国一律で 高水温が現状より3℃上昇すると、冷水魚が生息可能な河川が分

布する国土面積が本州を中心に現在と比較して減少することが予測されている。【政府の適

応計画(P46)】 
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C)湿原       【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性△、確信度□】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 湿原については、湿原の生態系は気候変動以外の人為的な影響を強く受けており、気候変動

の影響を直接的に論じた研究事例はないものの、一部の湿原で、気候変動による降水量の減

少や湿度低下、積雪深の減少が乾燥化をもたらした可能性が指摘されている。また、降水量

や地下水位の低下による高層湿原における植物群落（ミズゴケ類）への影響、気候変動に起

因する流域負荷（土砂や栄養塩）に伴う低層湿原における湿地性草本群落から木本群落への

遷移等が想定される。【政府の適応計画(P47)】 

 

3)沿岸生態系 

A)亜熱帯       【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性○、確信度△】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

※滋賀県は該当しない。 

 

B)温帯・亜寒帯    【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性○、確信度△】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

※滋賀県は該当しない。 

 

4)海洋生態系     【国の影響評価：生態系への影響 重大性○（環）、緊急性△、確信度□】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性○、緊急性－、確信度□】 

※滋賀県は該当しない。 

 

5)生物季節        【国の影響評価：生態系への影響 重大性◇、緊急性○、確信度○】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 A2 シナリオ（1980～1999 年平均を基準とした長期（2090～2099 年）の変化量が2.0～5.4℃
（ 良推定値3.4℃））を前提とした開花モデルによれば、生物季節の変動について、ソメイ

ヨシノの開花日の早期化など、様々な種への影響が予測されている。また、個々の種が受け

る影響にとどまらず、種間のさまざまな相互作用への影響が予想されている。【政府の適応計

画(P49)】 
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6)分布・個体群の変動 

在来種【国の影響評価：生態系への影響 重大性○、緊急性○、確信度○】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

外来種【国の影響評価：生態系への影響 重大性○、緊急性○、確信度△】 

【国の影響評価：生態系サービスへの影響 重大性－、緊急性－、確信度－】 

 

 将来予測される影響としては、気候変動により、分布域の変化やライフサイクル等の変化が

起こるほか、種の移動・局地的な消滅による種間相互作用の変化がさらに悪影響を引き起こ

す、生育地の分断化により気候変動に追随した分布の移動ができないなどにより、種の絶滅

を招く可能性がある。また、気候変動による外来種の侵入・定着に関する研究事例は現時点

では確認されていないが、侵入・定着率の変化に繋がることが想定される。【政府の適応計画

(P49)】 
 

(4) 自然災害・沿岸域 

1) 河川 

A) 洪水           【国の影響評価：重大性○（社／経／環）、緊急性○、確信度○】 

 将来予測される影響としては、洪水については、A1B シナリオ（1980～1999 年平均を基準

とした長期（2090～2099 年）の変化量が1.7～4.4℃（ 良推定値2.8℃））によれば、洪水を

起こしうる大雨事象が日本の代表的な河川流域において今世紀末には現在に比べ有意に増加

し、同じ頻度の降雨量が１～３割のオーダーで増加することについて、多くの文献で見解が

一致している。気候変動により、今後さらにこれらの影響が増大することが予測されており、

施設の能力を上回る外力（災害の原因となる豪雨、高潮等の自然現象）による水害が頻発す

るとともに、発生頻度は比較的低いが施設の能力を大幅に上回る外力により極めて大規模な

水害が発生する懸念が高まっている。【政府の適応計画(P50)】 
 温暖化との関係は不明であるが、平成25年の台風18号では河川堤防の損壊や溢水が発生した。

また、下水道施設が被災し、汚水がマンホールから噴出するなどした。【庁内ＷＧ調べ】 
 局地的な豪雨の発生。【庁内ＷＧ調べ】 
 年間降水量の変化【庁内ＷＧ調べ】 
 大災害等により、交通が遮断されたり、観光施設等に被害が発生すると、観光客が減少する。

【庁内ＷＧ調べ】 
 突発的で局所的に降る大雨の増加【庁内ＷＧ調べ】 
 豪雨の増加【庁内ＷＧ調べ】 
 台風による記録的大雨の増加【庁内ＷＧ調べ】 
 台風の勢力増大（暴風）【庁内ＷＧ調べ】 
 雨の降り方が変わることで、河川整備計画や浸水予測で使用している現在の降雨確率が、将

来的に変化してくる可能性も予想されるが、今のところそのことに関する具体の動きはない。

【庁内ＷＧ調べ】 
 近年、雨の降り方が局地化・激甚化していることに加え、今後、気候変動に伴い、将来にわ

たって大雨や短時間強雨の発生頻度の増加が予測されている。【庁内ＷＧ調べ】 
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B) 内水           【国の影響評価：重大性○（社／経／環）、緊急性○、確信度△】 

※洪水と同様 

 

2) 沿岸 

A) 海面上昇           【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性△、確信度○】 

※滋賀県は該当しない。 

 

B) 高潮・高波          【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度○】 

※滋賀県は該当しない。 

 

C) 海岸侵食         【国の影響評価：重大性○（社／経／環）、緊急性△、確信度△】 

※滋賀県は該当しない。 

 

3) 山地 

A) 土石流・地すべり等      【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度△】 

 短時間強雨や大雨の増加に伴い、土砂災害の発生頻度が増加するほか、突発的で局所的な大

雨に伴う警戒避難のためのリードタイムが短い土砂災害の増加、台風等による記録的な大雨

に伴う深層崩壊等の増加が懸念されている。【政府の適応計画(P59)】 
 災害報告（山地災害発生）の件数の増加（特に、平成24年、25年の件数が多かった）。【庁内

ＷＧ調べ】 

 

4) その他 

A) 強風等         【国の影響評価：重大性○（社／経／環）、緊急性△、確信度△】 

 気候変動に伴う強風や強い台風の増加等による被害の増加について、現時点で具体的な研究

事例は確認できていない。A1B シナリオ（1980～1999 年平均を基準とした長期（2090～2099 
年）の変化量が1.7～4.4℃（ 良推定値2.8℃））を用いた予測では、近未来（2015～2039 年）

から気候変動による強風や強い台風の増加等が予測されている。同じくA1B シナリオ（1980
～1999 年平均を基準とした長期（2090～2099 年）の変化量1.7～4.4℃（ 良推定値2.8℃））

を用いた予測では、日本全域で21 世紀末（2075～2099 年）には３～５月を中心に竜巻発生

好適条件の出現頻度が高まることも予測されている。【政府の適応計画(P60)】 
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(5) 健康 

1) 冬季の温暖化 

A) 冬季死亡率                    【政府の適応計画にて影響評価なし】 

※政府の適応計画では、将来の影響について言及がなく、現時点で滋賀県に関する具体的な事例

も確認できていない。 

2) 暑熱 

A) 死亡リスク            【国の影響評価：重大性○（社）、緊急性○、確信度○】 

 将来予測される影響としては、死亡リスクについて、東京を含むアジアの複数都市で、夏季

の熱波の頻度が増加し、死亡率や罹患率に関係する熱ストレスの発生が増加する可能性が予

測されている。日本における熱ストレスによる死亡リスクは、450s シナリオ及びBaU シナ

リオ（2100 年における平均気温上昇（産業革命前比）が約3.8℃及び約2.1℃）では、今世紀

中頃（2050 年代）には1981～2000 年に比べ、約1.8～約2.2 倍、今世紀末（2090 年代）には

約2.1～約3.7 倍に達することが予測されている。【政府の適応計画(P61)】 

 

B) 熱中症              【国の影響評価：重大性○（社）、緊急性○、確信度○】 

 熱中症については、RCP8.5 シナリオ（1986～2005 年平均を基準とした長期（2081～2100 年）

の変化量が2.6～4.8℃（予測平均値3.7℃））を用いた予測では、熱中症搬送者数は、21 世紀

半ばには四国を除き２倍以上を示す県が多数となり、21 世紀末にはRCP2.6 シナリオ（1986
～2005 年平均を基準とした長期（2081～2100 年）の変化量が0.3～1.7℃（予測平均値1.0℃））

を用いた予測を除きほぼ全県で２倍以上になることが予測されている。【政府の適応計画

(P61)】 
 

3) 感染症 

A) 水系・食品媒介性感染症         【国の影響評価：重大性－、緊急性－、確信度□】 

 気温の上昇に伴い、発生リスクの変化が起きる可能性はあるものの、現時点で研究事例は限

られている。【政府の適応計画(P62)】 
 

B) 節足動物媒介感染症        【国の影響評価：重大性○（社）、緊急性△、確信度△】 
 気候変動による気温の上昇や降水の時空間分布の変化は、感染症を媒介する節足動物の分布

可能域を変化させ、節足動物媒介感染症のリスクを増加させる可能性があるが、分布可能域

の拡大が、直ちに疾患の発生数の増加につながるわけではないとされている。【政府の適応計

画(P62)】 

 

C) その他の感染症             【国の影響評価：重大性－、緊急性－、確信度－】 
 気温の上昇に伴い、発生リスクの変化が起きる可能性はあるものの、現時点で研究事例は限

られている。【政府の適応計画(P62)】 
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4) その他  温暖化と大気汚染の複合影響  【国の影響評価：重大性－、緊急性△、確信度△】 

脆弱集団への影響       【国の影響評価：重大性－、緊急性○、確信度□】 

臨床症状に至らない健康影響  【国の影響評価：重大性－、緊急性□、確信度□】 

 
 将来予測される影響としては、温暖化と大気汚染の複合影響について、都市部での気温上昇

によるオキシダント濃度上昇に伴う健康被害の増加が想定されるものの、今後の大気汚染レ

ベルによっても大きく左右され、予測が容易ではない。局地的豪雨による合流式下水道での

越流が起こると閉鎖性水域や河川の下流における水質が汚染され下痢症発症をもたらすこと

については、増加が想定されるものの、疫学データが不足している。【政府の適応計画(P63)】 
 

 (6) 産業・経済活動 

1) 製造業                【国の影響評価：重大性◇、緊急性□、確信度□】 

 一部の研究例として、平均気温の上昇によって、企業の生産活動や生産設備の立地場所選定

に影響を及びことを示唆するものがある。また、長期的に起こり得る海面上昇や極端現象の

頻度や郷土の増加は、生産設備等に直接的・物理的な被害を与えるとするものがある。【政府

の適応計画(P63)】 
 他方で、こうした気候変動の影響に対し、新たなビジネスチャンスの創出につながる場合も

あるとの研究例もある。【政府の適応計画(P63)】 
 

2) エネルギー 

A) エネルギー需給             【国の影響評価：重大性◇、緊急性□、確信度△】 

 エネルギー需給については、極端現象の頻度や強度の増加、長期的な海面上昇によるエネル

ギーインフラへの影響被害に関する研究事例が少なく、これらの影響に関してコンセンサス

があるとは言えない。【政府の適応計画(P63)】 

 

3) 商業                  【国の影響評価：重大性－、緊急性－、確信度□】 

 商業については、気候変動による将来影響を評価している研究事例は乏しく、影響は現時点

で評価できない。【政府の適応計画(P63)】 

 

4) 金融・保険            【国の影響評価：重大性○（経）、緊急性△、確信度△】 

 自然災害とそれに伴う保険損害が増加し、保険金支払額の増加、再保険料の増加が予測され

ている。ただし、現時点では、日本に関する研究事例は限定的にしか確認できていない。【政

府の適応計画(P64)】 
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5) 観光業 

A) レジャー             【国の影響評価：重大性○（経）、緊急性△、確信度○】 

 気候変動の影響は風水害による旅行者への影響など、観光分野においても生じうる。また、

気温の上昇、降雨量・降雪量や降水の時空間分布の変化、海面の上昇は、自然資源（森林、

雪山、砂浜、干潟等）を活用したレジャーへ影響を及ぼす可能性があるが、現時点で研究事

例は限定的にしか確認できていない。【政府の適応計画(P65)】 
 大災害等により、交通が遮断されたり、観光施設等に被害が発生すると、観光客が減少する。

【庁内ＷＧ調べ】 
 琵琶湖の水質悪化は、湖水浴等のレジャー客の減少や、観光素材としての琵琶湖のイメージ

低下につながりかねない。【庁内ＷＧ調べ】 

 

6) 建設業                 【国の影響評価：重大性－、緊急性－、確信度－】 

 建設業については、気候変動による極端現象の頻度や強度の増加、気温の上昇、洪水や高潮

等によるインフラ等への被害等が建設業に影響を及ぼすことが想定される。他方、建設業へ

の影響に関する具体的な研究事例は限定的であり、現状では評価できない。【政府の適応計画

(P63)】 

 

7) 医療                  【国の影響評価：重大性－、緊急性－、確信度－】 

 医療については、気候変動による気温の上昇、災害リスクの増加、渇水の増加が、医療に影

響を及ぼすことが想定される。他方、医療産業への影響に関する具体的な研究事例は確認で

きておらず、現状では評価できない。【政府の適応計画(P63)】 

 

8) その他                 【国の影響評価：重大性－、緊急性－、確信度□】 

A）その他（海外影響等） 

※現時点で滋賀県に関する具体的な研究事例は確認できていない。 
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(7) 国民生活・都市生活 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等         【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度□】 

 気候変動による短時間強雨や渇水の頻度の増加、強い台風の増加等が進めば、インフラ・ラ

イフライン等に影響が及ぶことが懸念される。【政府の適応計画(P66)】 

 

 

2) 文化・歴史などを感じる暮らし 

A) 生物季節、伝統行事・地場産業等 

生物季節【国の影響評価：重大性△、緊急性○、確信度○】 

伝統行事・地場産業【国の影響評価：重大性－、緊急性○、確信度□】 

 さくらの開花日及び満開期間について、A1B シナリオ（1980～1999 年平均を基準とした長

期（2090～2099 年）の変化量が1.7～4.4℃（ 良推定値2.8℃））及びA2 シナリオ（1980～1999 
年平均を基準とした長期（2090～2099 年）の変化量が2.0～5.4℃（ 良推定値3.4℃））の場

合、将来の開花日は北日本などでは早まる傾向にあるが、西南日本では遅くなる傾向にある

こと、また、今世紀中頃及び今世紀末には、気温の上昇により開花から満開までに必要な日

数は短くなることが示されている。それに伴い、花見ができる日数の減少、さくらを観光資

源とする地域への影響が予測されている。【政府の適応計画(P68)】 

 

 

3) その他 

A) 暑熱による生活への影     【国の影響評価：重大性○（社／経）、緊急性○、確信度○】 

※政府の適応計画では、将来の影響について言及がなく、現時点で滋賀県に関する具体的な事例

も確認できていない。 
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2.1.5. その他 （滋賀県の社会・経済状況） 

ここでは、滋賀県の社会的、経済的な統計情報を、「日本における気候変動による影響の評価に

関する報告と今後の課題について（意見具申）」の「表１分野・項目の分類体系」の大項目・小目

に沿って整理した。下表にその分類体系と、各項目における滋賀県の主要な特徴をあわせて示す。 

表2.1.5-1 滋賀県の社会・経済状況（主な特徴） 

分野 大項目 小項目 
滋賀県の主な特徴 

（括弧内の順位は対全都道府県） 
滋賀県の 

関連情報の有無

農業・林

業・水産

業 

農業 水稲※1 米産出額 377 億円（18 位） ○ 

野菜※1 野菜産出額 86 億円（45 位） ○ 

果樹※1 果実産出額 6 億円（47 位） ○ 

麦、大豆、飼料作物等※

1 

麦類産出額 6 億円（10 位） ○ 

畜産※1 畜産産出額 107 億円（38 位） ○ 

病害虫・雑草※1 
農業総産出額 618 億円（41 位） 

○ 

農業生産基盤※1  

その他   

林業 木材生産（人工林等）※

3 

県内素材生産量 62 千㎥ ○ 

特用林産物（きのこ類

等）※4 

生しいたけ生産量 448.7 トン（34 位 （平成 25

年特用林産基礎資料、農林水産省） 

 

水産業 回遊性魚介類（魚類等の

生態） 

 ○ 

増養殖等※5 内水面養殖業の収穫量 549 トン（13 位 (平成 25

年内水面漁業生産統計調査、農林水産省) 

 

水 環

境・水資

源 

水環境 湖沼・ダム湖 琵琶湖、余呉湖、西の湖、伊庭内湖、大中湖等 ○ 

河川 安曇川、姉川、犬上川、愛知川、日野川、野洲

川、瀬田川、藤古川等 

○ 

沿岸域及び閉鎖性海域   

水資源 水供給（地表水）※1 

上下水道実績年間給水量 175,746 千ｍ3（23 位） 

○ 

水供給（地下水）※1 ○ 

水需要  

自 然 生

態系 

陸域生態系 高山帯・亜高山帯 伊吹山地、野坂山地  

自然林・二次林※2 林野面積 205,412ha  

里地・里山生態系  ○ 

人工林※2 人工林面積 80,197ha  

野生鳥獣の影響※6 被害額 1 億 870 万円(平成 24 年度) ○ 

物質収支   

淡水生態系 湖沼 琵琶湖、余呉湖、西の湖、伊庭内湖、大中湖等  

河川 安曇川、姉川、犬上川、愛知川、日野川、野洲

川、瀬田川、藤古川等 

 

湿原 山室湿原、八雲ヶ原湿原  

沿岸生態系 亜熱帯 対象としない  

温帯・亜寒帯 対象としない  

海洋生態系  対象としない  
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分野 大項目 小項目 
滋賀県の主な特徴 

（括弧内の順位は対全都道府県） 
滋賀県の 

関連情報の有無

生物季節    

分布・個体群の変動    

自 然 災

害・沿岸

域 

河川 洪水※7 洪水被害発生件数 28 件 ○ 

内水   

沿岸 海面上昇 対象としない  

高潮・高波 対象としない  

海岸侵食 対象としない  

山地 土石流・地すべり等※8  ○ 

その他 強風等 自然災害による被害額 457 百万円（10 位）  

健康 

 

冬季の温暖化 冬季死亡率   

暑熱 死亡リスク   

熱中症 年間快晴日数 32 日（20 位） 
人口密度 351.2 人/km2 

 

感染症 水系・食品媒介性感染症  ○ 

節足動物媒介感染症  ○ 

その他の感染症   

その他    

産業・経

済活動 

製造業※2  事業所数 2,822（24 位、平成 24 年） 

製造品出荷額等 6,291,238 百万円（16 位、平成

24 年） 

金属製品事業所：全体の 11％ 

次いで、プラスチック、食料品、生産用機械、

窯業・土石。5 業種で 44.1％ 

 

エネルギー エネルギー需給※2 使用電力量（電灯）3,401 百万 kWh（27 位） 

都市ガス販売量 37,993,707 千 MJ（11 位） 

LP ガス販売量 67,294（39 位） 

 

商業※2  事業所数 13,520（38 位、平成 24 年） 

年間商品販売額 2,067,558 百万円（35 位、平成

24 年） 

卸売業の年間商品販売額は機械器具が 多。次

いで、建築材料、鉱物、金属材料等、その他の

卸売業、飲食料品、医薬品、化粧品等。 

小売業の年間商品販売額はその他の卸売業が

多。次いで、飲食料品、機械器具、自動車、燃

料。 

 

金融・保険    

観光業 レジャー※9 46,328,600 人 ○ 

 

建設業    

医療    

その他 その他（海外影響等）   

国 民 生

活・都市

生活 

都市ｲﾝﾌﾗ、ﾗｲﾌﾗｲﾝ等 水道、交通等   

文化・歴史などを感

じる暮らし 

生物季節、伝統行事・地

場産業等 

  

その他 暑熱による生活への影

響等 

  

網掛け部分は滋賀県では関わりが低く、調査対象としない項目を示す 
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※1 「滋賀県の主な特徴」 

※2 「平成 25 年滋賀県統計書」 

※3 「平成 25 年木材統計」農林水産省 

※4 「平成 25 年特用林産基礎資料」農林水産省 

※5 「平成 25 年内水面漁業生産統計調査」農林水産省 

※6 「滋賀県西部・南部地域鳥獣被害防止計画」 

※7 「水害情報発信―水害の記録と記憶―」 

※8 「滋賀県の主な災害」滋賀県ホームページ 

※9 「平成 26 年滋賀県延観光入込客数 結果概要」 
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(1) 滋賀県の地理的特性（気温などの気候特性を除く） 

・伊吹山地、鈴鹿山脈、比良山地など 1,000m を超える山々に囲まれた盆地で、中央には県総

面積の約 6 分の 1 を占める琵琶湖がある。 

・若狭湾方面からの風が比良山地の南東斜面を琵琶湖川に駆け降りる「比良おろし」が吹き、

鉄道や農作物に影響を及ぼす。 

・滋賀県の土地利用では、昭和 35 年（1960 年）以降、農地から市街地への転換が顕著である。

・滋賀県土地面積の約 97％は琵琶湖流域である。 

・琵琶湖から流れ出る河川は、瀬田川 1 本である。 
 

 滋賀県は、日本列島のほぼ中央にあり、北は福井県、東は岐阜県、南東は三重県、西は京都

府と接している。 
 伊吹山地、鈴鹿山脈、比良山地など 1,000mを超える高い山々に囲まれた盆地で、中央には県

総面積の約6分の1を占める、日本 大で 古の湖、琵琶湖がある。 
 琵琶湖には支流を含めると約500本の一級河川が流れ込み、このうち118本が直接琵琶湖に流

入する。滋賀県をはじめ近畿1,450万人の生活用水であり、農業用水、工業用水にも利用され

ている。（図で見る滋賀県の姿2015、滋賀県、平成27年） 
 滋賀県には「比良おろし」と呼ばれる強風が吹くという特徴がある。「比良おろし」は若狭湾

方面からの風が比良山地の南東斜面を琵琶湖川に駆け降りる風で、山麓を走るJR湖西線や湖

上船舶の運行や、農作物の生育等に大きな影響を及ぼす。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀

県、平成24年） 

 

図 2.1.5-1 滋賀県地勢図 
出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年） 

     

 図 2.1.5-2 比良おろし月別発生日数     図 2.1.5-3 比良おろし 
出典：琵琶湖ハンドブック改訂版（滋賀県、平成 24 年） 

 

 滋賀県の土地利用の変化をみると、昭和35年（1960年）以降、農地から市街地への転換が顕
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著である。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 
 南湖に位置する4市（大津市、草津市、守山市、栗東市）では、昭和51年（1976年）から平成

18年（2006年）の間で農地が占める割合が24％から18％に減少したのに対し、市街地は9％か

ら16％に増加している。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 

 
図 2.1.5-4 琵琶湖集水域における土地利用分布の変化 

（土地利用データは国土数値情報土地利用細分メッシュデータ利用） 
出典：琵琶湖ハンドブック改訂版（滋賀県、平成 24 年） 

 
 
 

 

図 2.1.5-5 南湖周辺に位置する 4 市（大津市、草津市、守山市、栗東市）における 
土地利用面積の割合の変化 

出典：琵琶湖ハンドブック改訂版（滋賀県、平成 24 年） 

 

 (2) 滋賀県の人口 

・平成 26 年の推計人口は減少している。 

・大津地域は平成 32 年（2020 年）頃まで増加し、南部地域は平成 47（2035）年頃まで増加する

と予測される 

・65 歳以上の高齢者人口割合は、高島市、多賀町で 28％以上と高い。 

 
 滋賀県の人口は、戦後、85万人前後で推移していましたが、昭和42年（1967年）から増加し

続け、平成20年（2008年）には140万人を超えた。しかし、平成26年（2014年）の推計人口は

前年比較で48年ぶりの減少となっており、既に人口減少局面に入ったと推定されている。（人

口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略、滋賀県、平成27年） 
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図 2.1.5-6 滋賀県の人口と世帯数の推移 

出典：人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略（滋賀県、平成 27 年） 
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 大津地域は平成32年（2020年）頃まで増加し、南部地域は平成47（2035）年頃まで増加する

と予測される一方、それ以外の地域では、既に人口減少転じている。（人口減少を見据えた

豊かな滋賀づくり総合戦略、滋賀県、平成27年） 

 

図 2.1.5-7 滋賀県の地区別の人口動向 
出典：人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略（滋賀県、平成 27 年） 
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(3) 農業・林業・水産業 

1) 農業 

・滋賀県では、県の耕地面積に占める水田率が 92％、米の農業産出額が県全体の 61％を占める

など、米の生産に特化している。 

・米に次いで農業産出額が大きいのは畜産部門（主に、東近江市、高島市、甲賀市）である。

・米以外では大豆の生産量が比較的多い（県全域で栽培されるが主に東近江市、長浜市、近江

八幡市）。 

・野菜、果樹の生産量は少ないが、しゅんぎく、みずなは比較的多い。 

・農家数、畜産農家数ともに減少傾向にある。 

 
 滋賀県の農業に関する統計は以下のとおり（近畿農業の概要、近畿農政局, 平成27年） 

 滋賀県の耕地面積 52,800 ha のうち、水田率は 92%にのぼる。 

 主な指定野菜*の収穫量は、なす 2,450 t （全国 32 位）、たまねぎ 2,460 t （同 34 位）、

ほうれんそう 1,140 t（同 40 位）、レタス 310 t（同 40 位）、その他野菜ではしゅんぎく

546 t（同 14 位）、みずな 1,190 t（同 9 位）となっている。 
*指定野菜とは、野菜生産出荷安定法で指定される消費量が多い野菜を指す。 

 主な果樹の収穫量は、みかん 4 t（全国 35 位）、かき 831 t（同 34 位）、うめ 185 t（同

42 位）、ぶどう 483 t（同 39 位）となっている。 

 

 

図 2.1.5-8 滋賀県の耕地面積（平成 26 年） 
出典：近畿農業の概要（近畿農政局、平成 27 年） 
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 滋賀県は全国に比べても米に特化している。大豆の産出額は11億円と全国8位である。（近畿

農業の概要、近畿農政局, 平成27年） 

 

図 2.1.5-9 滋賀県の農業算出額（平成 25 年） 

出典：近畿農業の概要（近畿農政局、平成 27 年） 

 

 

表 2.1.5-2 滋賀県の農業産出額上位 10 種（平成 25 年） 
出典：近畿農業の概要（近畿農政局、平成 27 年） 
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 滋賀県では、自然的・社会的条件の類似性および農業上の土地利用を図る上で県と市町との

連携の観点から、農業農村振興事務所の所管区域を単位として、農業区分の設定がされてい

る。各地域の主な特徴は以下のとおり。（平成22年滋賀県農業振興地域整備基本方針、滋賀

県、平成22年）（以下、太字はPCKKによる） 

 大津・南部地帯は、京阪神大都市圏の外郭にあり、行政・経済等の中核機能が集積し、

都市的発展が進んでいる。平野部では、稲作を基幹に麦、大豆等の土地利用型農業や、

施設野菜、花きの生産団地の形成による都市近郊型の農業が営まれている。 

 甲賀地帯は、近畿、中部圏の接点にあり、中央部には丘陵地が、野洲川等の河川沿いに

は平地が広がり、気候は総じて内陸型の特性を示している。農業については、平野部で

は稲作を基幹に麦・大豆等の土地利用型農業が営まれ、転作田を活用したかぼちゃやキ

ャベツ等の品目が定着している。また、丘陵地や山間、山脚の樹園地では、茶の生産が

盛んで、近江の茶の産地を形成している。 

 東近江地帯は、琵琶湖の東南部に位置し、鈴鹿山脈から湖辺に広がる県下 大の平野部

を持ち、農業に非常に適した地帯である。農業については、稲作を中心に畜産、野菜、

花き、果樹等多彩な農業が展開されており、平野部の広大な水田地帯と丘陵地に畑地や

樹園地が分布している。また、肉用牛は、「近江牛」のブランドで生産、流通の中心地

を形成している。 

 湖東地帯は、琵琶湖の東部に位置し、鈴鹿や霊仙山地から湖辺に広がる平野部があり、

農業については、稲、麦、大豆等の土地利用型作物を中心に、転換畑のナシやイチジク

等の果樹のほか、水田野菜、花き、ヤマイモ、ソバ等多品目生産が定着しており、平野

部には水田が、山間、山脚には畑地や棚田が分布している。 

 湖北地帯は、県の北東部に位置し、姉川、高時川等により形成された平野部が広がって

おり、古くから稲作を中心とした農業が営まれている。農業については、従来、気象的

に不利な条件等から水稲単作による土地利用の低下が生産面に影響していたが、ほ場整

備の進展とともに土壌や水利条件の改善・整備により、麦、大豆や野菜作等水田の高度

利用が進んでおり、平野部には水田が、山間地には、棚田や樹園地、畑地が分布してい

る。 

 高島地帯は、県の北西部に位置し、安曇川等の中流域を中心に扇状地が、下流域にかけ

ては平野が形成され、豊かな景観を育んでいる。気候は日本海型で特に冬期の気象条件

が厳しいことおよび各地帯の中で日照時間が一番短いことが、農業振興上の制約になっ

ている。農業については、気象的制約から稲作が中心となっているものの、丘陵畑地の

野菜や果樹のほか、水田野菜も定着している。また、景観をはじめとする地域資源を活

かした都市との交流や観光農業への取り組みが進められている。 



 87

 

図 2.1.5-10 農業農村振興事務所田園振興課の管轄区域 
出典：農業農村振興事務所田園振興課の管轄区域（滋賀県ホームページ、

http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/news/shinsen-toretate.html、平成 27 年） 
 

 

表2.1.5-3 農業地帯の設定 

 
出典：平成 22 年滋賀県農業振興地域整備基本方針（滋賀県、平成 22 年） 
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A) 水稲 
 平成22年（2010年）2月1日現在の滋賀県の農家数は36,017戸で5年前より7,346戸減少している。（図

で見る滋賀県の姿2015、滋賀県、平成27年） 
 平成25年（2013年）の農業産出額は618億円で、このうち米の割合が61.0％を占めている。滋賀県は、

地形や気候が稲作に適していて、代表的な農産物は米である。米の農業産出額に占める割合は、全国

の約2.9倍である。（図で見る滋賀県の姿2015、滋賀県、平成27年） 

 
図 2.1.5-11 農家数の移り変わりと農業産産出額の品目別構成比 

出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年） 
 

 平成25年（2013年）の滋賀県の耕地面積は53,000haであり、その内水田は92.3％を占めている。

水稲の作付面積、収穫量は平成26年（2014年）から過去5年間ほぼ均衡している。一方で10a
当たり収穫量は、各年によって差があり、平成26年（2014年）は502kg/10aである。（（仮称）

滋賀県農業・水産業基本計画（素案）、滋賀県、平成27年） 

 

図 2.1.5-12 水稲の作付面積と収穫量（農林水産省「作物統計調査」） 
出典：（仮称）滋賀県農業・水産業基本計画（素案）（滋賀県、平成 27 年） 
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 水稲の収穫量を地域別にみると、湖北に比べ湖南のほうが高い傾向にあり、平成25年（2013

年）の収穫量は湖北507kg/10aに対し、湖南は539kg/10aである。（H25水稲の収穫量、農林水

産省近畿農政局大津地域センター、平成25年） 
 滋賀県で栽培されている水稲品種をみると、コシヒカリ、キヌヒカリが主に生産されている。

平成16年（2004年）と比較すると平成26年（2014年）には、コシヒカリ、キヌヒカリの作付

面積が減少し、秋の詩、新品種のみずかがみの作付面積が増加している。（しがの農林水産

業、滋賀県、平成27年） 

 
図 2.1.5-13 作柄表示地帯別 10a 当たり収穫  図 2.1.5-14 水稲主要品種の作付面積構成比 

出典：H25 水稲の収穫量               出典：しがの農林水産業（滋賀県、平成 27 年）」 
（農林水産省近畿農政局大津地域センター、平成 25 年） 
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B) 野菜 

 県内各地で様々な野菜が生産されており、 露地においては、キャベツ、はくさい、だいこん、

かぶ類など、ビニールハウス等の施設においては、ほうれんそう、ねぎ、春菊などの軟弱野

菜やきゅうりなどの果菜類が主に栽培されている。 近ではかぼちゃ、ジャガイモ、たまね

ぎなども増えてきている。 
（滋賀県内の主な野菜の産地、全国農業協同組合連合会滋賀県本部、

http://www.si.zennoh.or.jp/agriculture/agr_veg.html、平成 28 年 1 月 30日時点） 

 

図 2.1.5-15 滋賀県内の主な野菜の産地 
出典：滋賀県内の主な野菜の産地 

（全国農業協同組合連合会滋賀県本部、 
http://www.si.zennoh.or.jp/agriculture/agr_veg.html、平成 28 年 1 月 30日時点） 
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C) 果樹 

 滋賀県の平成21年度（2009年度）の販売用果樹面積は208ha、果実出荷量は2,012tである。（滋

賀県果樹農業振興計画、滋賀県、平成24年） 
 東近江地域や湖東地域では主にブドウや日本ナシが、湖東地域や湖西地域では主にカキやク

リが生産されている。（産地マップ、近畿農政局、

http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/engeitokusan/kajusesaku/kinkinokaju.html、平成26年） 
 産地直売や観光果樹園など、地域の立地条件を活かした特色ある経営が行われており、近年

ではイチジクの栽培面積も増えている。（しがの農林水産業、滋賀県、平成27年度） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

図 2.1.5-16 平成 25 年産主要果樹の生産状況      図 2.1.5-17 産地マップ（近畿） 
出典：しがの農林水産業（滋賀県、平成27年）                     出典：産地マップ（近畿農政局、

http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/engeit

okusan/kajusesaku/kinkinokaju.html 平成

26年） 
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D) 麦、大豆、飼料作物等 

 麦は水稲に次ぐ中心的な作物であり、平成22年に16,200tであった生産量が、平成26年（2014
年）には23,800ｔとなっている。（（仮称）滋賀県農業・水産業基本計画（素案）、滋賀県、

平成27年） 
 大豆は国産の需要が高く、滋賀県では多くが麦跡に作付されている。（しがの農林水産業、

滋賀県、平成27年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.5-18 麦・大豆の生産状況（農林水産省「作物統計調査」） 
出典：（仮称）滋賀県農業・水産業基本計画（素案）（滋賀県、平成 27 年） 

 

E）病害虫・雑草 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

F）農業生産基盤 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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G）その他 

 甲賀市を中心に生産されるせん茶、かぶせ茶は、高品質なお茶として全国的にも高く評価さ

れている。 近では、かぶせ茶の生産量が増えてきている。（全国農業協働組合連合会滋賀

県本部ホームページ、http://www.si.zennoh.or.jp/agriculture/agr_tea.htm、平成28年1月30日時点） 
 主な茶の産地は、甲賀市（朝宮茶・土山茶）、日野町（北山茶）、東近江市（政所茶・愛東

茶）、高島市マキノ町となっている。 
 平成25年（2013年）のお茶の栽培面積は626ha、生産量は395tである。（しがの農林水産業、

滋賀県、平成27年） 

      

    図 2.1.5-19 茶の生産状況           図 2.1.5-20 各市町村別茶栽培面積 
   出典：しがの農林水産業（滋賀県、平成27年） 出典：近江のお茶・生産地（全国農業協働組合連合会滋賀県本部、 

http://www.si.zennoh.or.jp/agriculture/agr_tea.html 、平成28年1月30日時点） 
 

 バラ、輪菊、ストレリチア、洋ラン等の施設栽培や露地の小菊などが栽培され、近年は短茎

小菊の生産が増えている。（滋賀県花き産地マップ、滋賀県農政水産部農業経営課、平成24年） 
 平成24年（2012年）の花きの栽培面積は、40ha、出荷量は9,977万本である。（しがの農林水

産業、滋賀県、平成27年） 

       

図 2.1.5-21 平成 25 年産花きの生産状況       図 2.1.5-22 滋賀県花き産地マップ 
出典：しがの農林水産業（滋賀県、平成 27 年）           出典：花きの生産、（滋賀県ホームページ  

滋賀県農政水産部農業経営課、   http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosan/files/kakisanchi-map.pdf 
平成 24 年） 
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G) 畜産 

 農業産出額に占める畜産の割合は17％であり（図で見る滋賀県の姿2015）、そのうち肉用牛

が54億円で51％、乳用牛が24％、豚が6％、採卵鶏が18％、肉用鶏が1％である。（滋賀の畜

産2015、滋賀県、平成27年） 

 

図 2.1.5-23 平成 25 年畜産種別産出額 
出典：滋賀県の畜産 2015 より PCKK 作成 

 

 肉用牛農家戸数は平成17年（2005年）の127戸から平成26年（2014年）の114戸と徐々に減少

しているが、1戸当たりの飼養頭数は、北海道に次いで全国2位の規模である。（（仮称）滋

賀県農業・水産業基本計画（素案）、滋賀県、平成27年） 
 酪農の農家頭数は平成7年（1995年）182戸から平成25年（2013年）の71戸、飼養頭数は平成7

年（1995年）の6,961頭から平成25年（2013年）の3,618頭と、ともに大きく減少し生乳生産量

が減少している。（しがの農林水産業、滋賀県、平成27年） 

  

図 2.1.5-24 肉用牛の飼養状況（県畜産課調べ）   図 2.1.5-25 乳用牛の飼養・生産状況 
出典：（仮称）滋賀県農業・水産業基本計画（素案）     出典：しがの農林水産業（滋賀県、平成 27 年）  

（滋賀県、平成 27 年）                       
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 地域別には、すべての畜種において東近江で多く飼養されている。その他の地域では、肉用

牛・乳用牛ともに高島、甲賀で多く飼養されている。 

 
図 2.1.5-26 地域別家畜飼養状況（平成 26 年 2 月 1 日現在） 

 出典：滋賀の畜産 2015（滋賀県、平成 27 年） 
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2) 林業 

・滋賀県では、森林のうち 91.3％が民有林で、52.9％が天然林である。 

・丸太生産量は、平成 20 年（2008 年）以降増加している。 

A) 木材生産（人工林等） 

 県内の森林のうち91.3%が民有林で、そのうち52.9％が天然林である。（図2.1.3-52） 
 滋賀県の丸太生産量のうち、杉が45.8%を占めている。（図2.1.3-53） 
 丸太の生産量の推移をみると、全国および滋賀県では平成16年（2004年）以降おおむね増加

傾向にある。（図2.1.3-54） 
 平成24年（2012年）3月31日現在の人工林率（森林面積に対する人工林面積の割合）は41.6%

で、 全国32位である。（図2.1.3-55）（図で見る滋賀県の姿2015、滋賀県、平成27年） 

   

図 2.1.5-27 森林面積の割合（平成 25 年）    図 2.1.5-28 丸太生産量（平成 24 年） 
出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年） 

 

    

図 2.1.5-29 丸太生産量の移り変わり       
出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年） 
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図 2.1.5-30 人工林率（森林面積に対する人口面積の割合（平成 24 年 3 月 31 日現在）） 

出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年） 
  
 
 

B) 特用林産物（きのこ類等） 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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3) 水産業 

・滋賀県の琵琶湖漁業及び、養殖業において、 も漁獲量が多いのはアユである。 

・漁業経営体は、団体、個人ともに減少傾向にある。 

A) 回遊性魚介類（魚類等の生態） 

 琵琶湖での漁獲量は、平成25年（2013年）は1,029ｔであった。（図2.1.3-56） 
 魚種別にみると、あゆ（あゆ苗含む）417t（40.5%)、ふな100t（9.7%)、えび類108t（10.5%)、

わかさぎ58t（5.6%)、しじみ64t(6.2%)などとなっている。（図2.1.3-56） 
 平成25年の琵琶湖漁業経営体の総数は530で、このうち団体経営体が62、個人経営体は468と

なっており、9割近くを個人経営体が占めている。（図2.1.3-57) （図で見る滋賀県の姿2015、
滋賀県、平成27年） 

  
  図 2.1.5-31 琵琶湖の漁獲量の推移（魚種別）    図 2.1.5-32 琵琶湖の漁業経営体数  

 出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年）  

 

 生産額は、1980年代には約50億円であったが現在では12億円程度まで落ち込んでいる。（琵

琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 
 琵琶湖漁業において も漁獲量が多いのはアユである。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀

県、平成24年） 

 
図 2.1.5-33 琵琶湖漁業の生産額の推移（滋賀県農林水産統計年報） 

出典：琵琶湖ハンドブック改訂版（滋賀県、平成 24 年） 
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B) 増養殖等 
 平成25年（2013年）の滋賀県の内水面養殖業（琵琶湖養殖を含む）の収穫量は587tであった。

収穫量のうちアユが488tで83.1%を占める。（図2.1.3-59）（図で見る滋賀県の姿2015、滋賀

県、平成27年） 

 
※滋賀県のその他には秘匿値の魚種を含む。 

図 2.1.5-34 内水面積養殖業の収穫量 
出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年） 
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 (2) 水環境・水資源 

1) 水環境 

・ 滋賀県の湖沼には、県総面積の 6 分の 1 を占める琵琶湖をはじめ、余呉湖、西の湖、伊庭

内湖、大中湖等がある。 

・ 滋賀県内には、管理運用中の主なダムとして、治水ダムが 6 基、計画中のダムが 5 基ある。

A) 湖沼・ダム湖 

 滋賀県の湖沼には、県総面積の6分の1を占める琵琶湖をはじめ、余呉湖、西の湖、伊庭内湖、

大中湖等がある。 
 滋賀県内には、管理運用中の治水ダムが6基、計画中のダムが5基ある。 

（滋賀県治水関連ダム一覧、滋賀県ホームページ、

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/dam_gaiyou.html 平成27年） 

 

 

図 2.1.5-35 県内の治水ダム（位置図） 
出典：滋賀県ホームページ、http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/dam_gaiyou.html、平成 27年 
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表2.1.5-4 滋賀県内の管理運用中のダム 

所

管 
滋賀県土木交通部 農政水産部

ダ

ム

名 
余呉湖 日野川ダム 石田川ダム 宇曽川ダム 青土ダム 姉川ダム 永源寺ダム

河

川

名 
余呉川 日野川 石田川 宇曽川 野洲川 姉川 愛知川 

位

置 
長浜市余呉

町下余呉 
蒲生郡日野

町村井 
高島市今津

町角川 

東近江市平

柳町、愛知

郡愛荘町松

尾寺 

甲賀市土山

町青土 
米原市曲谷 

東近江市永

源寺相谷町

目

的 
F・N F・N F・N F・N F･N･W･I F・N Ｑ 

洪

水

調

整

容

量 
(千
m3) 

洪水期 
2,000 

非洪水期 
800 

洪水期 
920 

非洪水期 
920 

洪水期 
1,870 

非洪水期 
1,870 

2,350 4,100 4,700 - 

※目的凡例【F：洪水調整、N：既得取水の安定化・河川環境の保全、W上水道、I：工業用水道、P：発電、Ｑ：農業利水】 

出典：滋賀県治水ダム関連ダム一覧（滋賀県ホームページ、平成 27 年） 
 

表2.1.5-5 滋賀県内の計画ダム 

所管 滋賀県土木交通部所管 国土交通省 水資源機構 

ダム名 
芹谷ダム 

(H21.1 中止) 
北川第一ダム 

(一旦中止) 
北川第二ダム 

(一旦中止) 
大戸川ダム 丹生ダム 

河川名 芹川支川水谷川 
安曇川支川北

川、支流麻生川
安曇川支川北川 大戸川 姉川支川高時川

位置 
犬上郡多賀町水

谷 
高島市朽木麻生

高島市朽木雲洞

谷 
大津市上田上牧

町、桐生町 
長浜市余呉町小

原 

目的 F F F 
F･N･W･P 

→F 
F･N･W 
→未定 

洪水調

整容量 
(千 m3) 

5,530 10,000 9,140 
21,900 

→21,900 

洪水期 
33,000→未定 
非洪水期 

10,000→未定 
※目的凡例【F：洪水調整、N：既得取水の安定化・河川環境の保全、W上水道、I：工業用水道、P：発電】 

※大戸川ダムは、（当初計画：平成3年3月基本計画公示）→（河川整備計画原案:平成19年11月26日流域委員会資料:大戸川ダム工事

事務所HP及び河川整備計画案平成20年6月20日より）と2段書きしている。丹生ダムは当初計画時（平成4年4月基本計画公示）のもの。 

出典：滋賀県治水ダム関連ダム一覧（滋賀県ホームページ、平成 27 年） 
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B) 河川 

 滋賀県の周囲には県境をなす山地が続いているため、降った雨はほとんどが琵琶湖に注ぎ、

瀬田川、淀川を通じて大阪湾に流出する。（滋賀県の河川整備方針、滋賀県、平成22年） 
 滋賀県内の一級河川は509本あり、岐阜県境の木曽川水系藤子川1河川、福井県境の北川水系

北川（天増川）、寒風川、椋川3河川の合計4河川を除くと、全て淀川水系である。（滋賀県

の河川整備方針、滋賀県、平成22年） 
 地域的に見ると、湖南・湖東地方では野洲川、日野川、愛知川等の大河川が東西方向に幹川

を延ばし、湖北地方では姉川、高時川、余呉川等の大河川が南北方向に幹川を延ばしている。

湖西地方の代表的な河川としては安曇川があり、多くは比良山地から流路の短い小河川が東

西方向に分布している。（滋賀県の河川整備方針、滋賀県、平成22年） 

 

図 2.1.5-36 滋賀県の河川概要 
出典：滋賀県の河川整備方針（滋賀県、平成 22 年） 

 

C）沿岸域及び閉鎖性海域 

滋賀県は該当しない。
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2) 水資源 

・滋賀県の汚水処理人口普及率は、98.2％と全国平均 88.9％を上回っている。 

・滋賀県の水道普及状況は、99.4％と全国平均 97.9％を上回っている。 

・実績給水量は、減少傾向にある。 

 

A) 水供給（地表水） 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

B) 水供給（地下水） 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

C) 水需要 

 平成25年度（2013年）末の汚水処理人口普及率は、98.2％（うち下水道87.9％、農業集落

排水7.2％、合併処理浄化槽3.1％、コミュニティプラント0.0％）で、全国平均88.9％を上

回っている。（図で見る滋賀県の姿2015、滋賀県、平成27年） 

 

図 2.1.5-37 都道府県別汚水処理人口普及率（平成 25 年度末） 
出典：図で見る滋賀県の姿 2015（滋賀県、平成 27 年） 
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 水道普及状況は、県内人口（行政区域内人口）1,419,040人に対して給水人口1,410,604人
で、普及率は99.4%となっている。（滋賀県の水道、滋賀県、平成25年） 

 給水人口を水道種類別に見てみると、上水道事業が96.0%、簡易水道事業が3.7%、専用水

道（自己水源のみで給水を行っているもの）が0.3%を占めている。（滋賀県の水道、滋賀

県、平成25年） 

 
図 2.1.5-38 水道普及状況の推移（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

出典：滋賀県の水道（滋賀県、平成 25 年） 
 

 市町別の水道普及状況をみると、湖北の高島市が97.7％未満、長浜市、米原市が99.7％以

上94.4％未満である。湖南については、概ね99.4％以上の普及率を達成している。 

 
図 2.1.5-39 滋賀県市町別水道普及状況（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

出典：滋賀県の水道（滋賀県、平成 25 年） 
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 滋賀県における1人1日あたりの実績給水量の推移をみると、 近の6～7年程度で、 大

給水量、平均給水量ともに減少傾向にある。 

 

図 2.1.5-40 1 人 1 日あたりの実績給水量 
出典：滋賀県の水道（滋賀県、平成 25 年） 
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(3)自然生態系 

1)陸域生態系 

・湖西・湖北山地には、多雪地特有の植物が生息している。 

・伊吹山、赤坂山の北部山地には、北方系の植物が生息し、滋賀県を南限するキンコウカが

分布する。 

・南部山地には、花崗岩の貧栄養湿地に生息する希少な植物が生息している。 

・耕作放棄地面積が増加し、その反面、経営耕地面積が減少している。 

A)高山帯・亜高山帯 

＜湖西・湖北山地に多い多雪地特有の植物＞ 
 滋賀県北部および北西部は、冬の積雪により特徴づけられる、日本海型気候区に属して

いる。このため、圧雪や雪の保温効果の影響により、多雪地特有の植物が生息している。

エゾユズリハ、ハイイヌガヤなど太平洋側に対応する種や、タイミンガサ、オオバキス

ミレなど多雪地域で分化した植物が生育する。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平

成24年） 

＜北部山地にみられる北方系の植物＞ 
 白山から延びる山地は、滋賀県の北部で2つに別れ、一方は伊吹山地に、また、一方は湖

西の赤坂山へと続く。この地域には、寒冷期に北から分布を広げた、いわゆる北方系の

植物が生育する。キンコウカは滋賀県が南限となり、伊吹山地にはハクサンフウロ、キ

ンバイソウが分布する。マキノ赤坂山のカライトソウは、西南限の分布である。（琵琶湖

ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 

＜南部山地に生育する植物＞ 
 滋賀県南部は冬の降雪が少ない、太平洋型気候区に属している。雪の多い日本海地域に

対応種を持つ、イヌガヤ、カヤ、ナガバノスミレサイシンとともに、ハガクレツリフネ、

アオモジなどが生育する。また、花崗岩の貧栄養湿地には、ヘビノボラズ、トウカイコ

モウセンゴケなどが見られ、田上山地に分布するマルバノキ、コウヤミズキなどは県内

でも特異な分布である。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 

       
図 2.1.5-41 キンバイソウ   図 2.1.5-42 キンコウカ  図 2.1.5-43 ハクサンフウロ 
 出典：琵琶湖ハンドブック改訂版   出典：滋賀県ホームページ    出典：白山国立公園 

         （滋賀県、平成 24 年）              （環境省ホ－ムページ、平成 16 年） 
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B)自然林・二次林 

 滋賀県では、野生動植物種の個体の生息および生育環境の保全および再生ならびにネットワ

ーク化に関する長期的な構想（滋賀県ビオトープネットワーク長期構想、滋賀県、平成20年）

を策定している。 
 滋賀県では、琵琶湖の東側を中心として市街地や水田等が広がり、開発が進んでいる。自然

林はあまり残されておらず、二次林、植林地がほとんどである。 

 

図 2.1.5-44 滋賀県の植生（土地利用） 
出典：滋賀県ビオトープネットワーク長期構想（滋賀県、平成 20 年） 
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 長期構想において、ビオトープタイプと植生等の関係が下記のように整理されている。（滋賀

県ビオトープネットワーク長期構想、滋賀県、平成20年） 
 トチノキは樹齢数百年を経た巨木も見られ、安曇川流域にまとまった林が残っている。（琵琶

湖ハンドブック改訂版、滋賀県、平成24年） 
 湖西から湖北、さらに鈴鹿山地にかけてブナ林が見られる。（琵琶湖ハンドブック改訂版、滋

賀県、平成24年） 

  

図 2.1.5-45 ビオトープタイプ図 
出典：滋賀県ビオトープネットワーク長期構想（滋賀県、平成 20 年） 

 

 

表2.1.5-6 ビオトープタイプと植生等の関係 

 
出典：滋賀県ビオトープネットワーク長期構想（滋賀県、平成 20 年） 

 

C)里地・里山生態系 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。  
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D)人工林 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

E)野生鳥獣 
 滋賀県に生息する野生獣は、琵琶湖をとりまく山地全体に生息しており、その生息数は下記

のとおり確認・推測されている。 
 イノシシは、生息密度や個体数を推定する実用的な方法がないが、平成 14 年度（2002

年度）の県の調査では、中山間地域のほぼ全域で生息が確認されている。（ふるさと滋賀

の野生動植物との共生に関する基本計画、滋賀県、平成 23 年） 

 ニホンザルは、平成 20 年度から平成 23 年度にかけて県が実施した調査によれば、県内

に生息するニホンザルの群れの数は 125 群と推定されている。（滋賀県ニホンザル特定

鳥獣保護管理計画（第３次）、滋賀県、平成 24 年） 

 ニホンジカは、湖南地域では約 6,700頭～9,500頭、湖東地域では約 14,000頭～20,000頭、

湖北地域では約 11,400 頭～16,200 頭、湖西地域では約 15,000 頭～21,400 頭が生息するも

のと推定されている。（滋賀県ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画（第２次）、滋賀県、平

成 24 年） 

 県内の耕作放棄地面積は2,073ha（平成22年（2010年）現在）に上がり、平成7年（1995年）

時（1,270ha）に比べて1.7倍近くに達している反面、経営耕地面積は、40,134haと15年前より

約20%減少している。また、耕作放棄率は4.9%と全国平均（10.6%）よりは低いものの年々増

加傾向にある。 

（耕作放棄地の解消方法、滋賀県ホームページ、

http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosei/yukyu/yukyutop.html、 平成 26 年） 

 耕作放棄地は、病害虫・鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設の管理への支障、土砂・

ゴミの無断投棄など周りの環境に様々な悪影響を与える恐れがある。また、地域で中心とな

って農業を担う経営者への農地集積の阻害要因ともなっている。（耕作放棄地の解消方法、、

滋賀県ホームページ、http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosei/yukyu/yukyutop.html、平成26年） 

 

図 2.1.5-46 経営耕地面積・耕作放棄地面積 
出典：耕作放棄地の解消対策（滋賀県ホームページ、平成 26 年） 

F)物質収支 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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2)淡水生態系 

・琵琶湖には、61 種の固有種が生息している。 

・県内には八雲ヶ原湿原、山室湿原があり、希少な動植物が多く生息している。 

 

A)湖沼 

 琵琶湖には現在、水生動植物が2400種以上発見されており、そのうち61種の固有種（亜種、

変種を含む）であり、その割合は約3％である。（琵琶湖ハンドブック改訂版改訂版、滋賀県、

平成24年） 

 

表2.1.5-7 滋賀県レッドデータブック 2010 版で指定された琵琶湖固有種（亜種、変種を含む）と 
そのカテゴリー（網掛け部分は、2005 版分から指定カテゴリーが変わったり、 

新たに指定された固有種） 

 

出典：琵琶湖ハンドブック改訂版（滋賀県、平成 24 年） 

 

B)河川 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。
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C)湿原 

 滋賀県には、八雲ヶ原湿原、山室湿原があり、これらの湿原には分布が局地的であり、個体

数が少ない植物が多く生息する。 
（山室湿原～湿地植物の宝庫、琵琶湖環境部 自然環境保全課、

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/shizenkankyo/furusato/field/06.html、平成 28 年 1 月 30日時点） 

 八雲ヶ原湿原は関西では珍しい高層湿原となっており、国定公園特別地域内に位置してい

る。また、山室湿原は米原市によって平成17年（2005年）に天然記念物に指定されてい

る。（こころに残る滋賀の風景、滋賀県広報課

http://www.pref.shiga.lg.jp/kokoro/area_otsu/details/1656_details.html、平成28年1月30日時点） 
 山門水源の森は、滋賀県北部の県境に位置する里山で、この森には山門湿原があって、

貴重な生物が生息しており、平成7年度に滋賀県が公有化した。 

日本の水源の森 100 選（林野庁）、日本の重要湿地 500（環境省）、山門湿原ミツガシワ等生

息地保護区（滋賀県）に指定され、この森林を保全するため、保全活動団体、地域住民、行

政の連携による様々な保全活動が行われている。 

（山門湿原の森 概要、滋賀県琵琶湖環境部森林政策課、

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/kouryu/yamakado.html、平成 25 年） 

 

3)沿岸生態系 

A)亜熱帯 

滋賀県は該当しない。 

B)温帯・亜寒帯 

滋賀県は該当しない。 

4)海洋生態系 

滋賀県は該当しない。 

5)生物季節 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

6)分布・個体群の変動 

・湖北と湖南で気候条件が異なり、南限種・北限種が生息する。 

 滋賀県は、湖北と湖南で大きく気候条件が異なり、その温度差により多様な生態系を形成し

ている。 
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(4) 自然災害・沿岸域 

1) 河川 

・滋賀県における水害の特徴としては、3 度の水害リスクがあることが挙げられる。 

・大雨直後に発生する恐れがある①小河川・水路の氾濫（内水）、大雨後には②中大河川の氾濫

（洪水）、約 1 日後には③琵琶湖水位上昇による氾濫が発生する可能性があり、滋賀県では各

段階に対応した浸水想定図を作成している。 

A) 洪水 および B) 内水 

 滋賀県における水害の特徴としては、3度の水害リスクがあることが挙げられる。 
 大雨直後に発生する恐れがある①小河川・水路の氾濫（内水）、大雨後には②中大河川の

氾濫（洪水）、約1日後には③琵琶湖水位上昇による氾濫が発生する可能性があり、滋賀

県では各段階に対応した浸水想定図を作成している。 

 

図 2.1.5-47 滋賀県における浸水被害の特徴 
出典：滋賀県流域政策局流域治水政策室 

2) 沿岸 

A) 海面上昇 

滋賀県は該当しない。 

B) 高潮・高波 

滋賀県は該当しない。 

C) 海岸浸食 
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滋賀県は該当しない。 
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3) 山地 

・滋賀県の地盤をなしている岩石は、秩父古生層、第三紀層、第四紀層に属する堆積岩、火成

岩（花崗岩、輝緑岩、斑岩）や小地域に露出している変成岩でできている。 

・地すべり防止区域は，県中南部（大津市，甲賀市等）の古琵琶湖層群分布域に当たる。 

・地すべり危険個所は，古琵琶湖層群分布域以外に県中～北～北西部の丹波帯付加複合帯の泥

岩・砂岩の分布域に分布している。 

A) 土石流・地すべり等 

 滋賀県の地盤をなしている岩石は、秩父古生層（2億年～3億年前）、第三紀層（3千万年

～5千万年前）、第四紀層（2百万年前）に属する堆積岩、火成岩（花崗岩、輝緑岩、斑岩）

や小地域に露出している変成岩でできている。周囲の山地は秩父古生層からなり、特に

石灰岩、白雲岩等で、この層に属する岩石は伊吹山、霊仙山近辺に広く分布している。

また、県内のいたるところで複雑な断層が見受けられ、西側の比良および東側の伊吹か

ら鈴鹿にかけて2大断層に続いて急に深くなり、北は海津大崎やつづら尾崎の断層が続い

ている。（滋賀県の河川整備方針、滋賀県、平成22年） 
 本県の琵琶湖を取り囲む山地から流下する河川については、その源流域の地質が風化花

崗岩系の地域も多く、著しい土砂流出により、河床が周辺地盤より高い多数の天井川が

形成されている。同地域では土石流や宅地造成地での斜面崩壊等、土砂災害のリスクの

高い箇所が数多く存在する。また、大津市・甲賀市の一部では、歴史的森林伐採経緯に

より、特に山地の荒廃が著しく、明治の初頭から、瀬田川への土砂流出を防止する国家

的砂防事業が実施されてきた。（2016.1.6での滋賀県庁内照会回答／砂防課） 
 県南部の古琵琶湖層群の分布域等では、地すべり危険箇所も多く存在する。地すべり現

象は地下水位の上昇により顕在化するおそれがある。（2016.1.6での滋賀県庁内照会回答

／砂防課） 

 
図 2.1.5-48 地質図 

出典：滋賀県の河川整備方針（滋賀県、平成 22 年） 
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図 2.1.5-49 土砂災害警戒区域の指定状況図 
出典：土砂災害警戒区域の指定状況図（滋賀県、平成 28 年 1 月 15 日現在） 

 

4) その他 

A) 強風等 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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(5) 健康 

1) 冬季の温暖化 

A) 冬季死亡率 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

2) 暑熱 

 暑熱を受ける側の適応のひとつとして、ルームエアコンの使用が挙げられる。滋賀県のルー

ムエアコンの普及率（二人以上の世帯）は、全国で第4位の96.6%となっている。（全国消費

実態調査、総務省、平成26年） 

 

図 2.1.5-50 ルームエアコンの普及率（都道府県別・2009 年） 
出典：平成 26 年全国消費実態調査（総務省、平成 26 年） 

 

A) 死亡リスク 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

B) 熱中症 

 平成25 年（2013年）中の熱中症による救急搬送人員は、702 人と前年より140 人増加してい

る。また、搬送人員を年齢区分で見ると、高齢者（満65 歳以上）の割合が47.2％と も高く、

続いて成人（満18 歳以上満65 歳未満）37.5％、少年（満７歳以上満18 歳未満）14.7％とな

っている。初診時における傷病程度では、その73.2％が軽症（入院加療を必要としない）と

診断されている。（平成26年版消防防災年報、滋賀県、平成26年） 

 

図 2.1.5-51 平成 21 年～25 年中の熱中症による救急搬送人員の推移 
出典：平成 26 年版消防防災年報（滋賀県、平成 26 年） 
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3) 感染症 

A) 水系・食品媒介性感染症 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

B) 節足動物媒介感染症 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

C) その他の感染症 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

4) その他 

 

(6) 産業・経済活動 

1) 製造業 

 製造品出荷額等の構成比を全国と比較すると、滋賀県では電気機械、プラスチック、はん用

機械、窯業・土石が上位にあがっているのに対し、全国では食料品、鉄鋼業、石油・石炭が

上位にあがっている。また、滋賀県では上位10産業で全体の8割以上を占めているのに対し、

全国では約７割となっている。（工業統計調査結果の概要、滋賀県、平成22年） 

 

図 2.1.5-52 産業中分類別製造品出荷額等構成比（滋賀県・全国） 
出典：工業統計調査結果の概要（滋賀県、平成 22 年） 
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2) エネルギー 

A) エネルギー需給 

 滋賀県のエネルギー消費量は、近年やや減少傾向にある。構成比はそれほど大きく変化して

いない。（本県の経済・産業の現状と分析、滋賀県商工観光労働部、平成26年） 

 

図 2.1.5-53 滋賀県のエネルギー消費量 
出典：本県の経済・産業の現状と分析（滋賀県商工観光労働部、平成 26 年） 

 

3) 商業 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

4) 金融・保険 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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5) 観光業 

A）レジャー 

 滋賀県の観光入り込み客数は4千万人台で推移しているが、そのほとんどは日帰り客となって

いる。（本県の経済・産業の現状と分析、滋賀県商工観光労働部、平成26年） 
 宿泊客数については、おおむね300万人前後で推移しているが、観光客数に占める宿泊客数の

割合は、周辺の府県と比較すると低くなっている。（本県の経済・産業の現状と分析、滋賀

県商工観光労働部、平成26年） 

 
図 2.1.5-54 観光入込客数の推移（滋賀県） 

出典：本県の経済・産業の現状と分析（滋賀県商工観光労働部、平成 26 年） 
 

 地域別の割合では、「大津」が25.9％と も多く、「湖北」の19.7％と続く。対前年比では、全

ての地域で増加し、特に「湖北」は5.1％増加した。宿泊客数に締める地域別の割合は、「大

津」が39.6％と も多い。（出典：2016.1.6での滋賀県庁内照会回答／砂防課） 

表2.1.5-8 地域別内訳表 

 
出典：2016.1.6 での滋賀県庁内照会回答／砂防課 

 

     

図 2.1.5-55 延観光客数比率         図 2.1.5-56 宿泊客数比率  
出典：2016.1.6 での滋賀県庁内照会回答／砂防課 
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 延観光入込客数を目的別にみると、道の駅やパーキングエリアなどの「その他」が26.1％
（12,113千人）で も多く、次いで、歴史や博物館・美術館等の「歴史・文化」が全体の26.0％
（12,023千人）、スポ－ツ施設やキャンプ場、水泳場、公園など「スポーツ・レクリエーショ

ン」が同22.5％（10,404千人）などであった。また、前年比では、「その他」が16.6％、「スポ

ーツ・レクリエーション」が13.6％と大きく増加ししている。（2016.1.6での滋賀県庁内照会

回答／砂防課） 
 大津市、長浜市、高島市にはスキー場があり、一定数のスキー客の需要がある。 

表 2.1.5-9 目的別観光入込客数 

図 2.1.5-57 目的別観光入込客数（平成25年）

出典：2016.1.6 での滋賀県庁内照会回答／砂防課 

 

 
 地域別目的別にみると、「スポーツ・レクリエーション」が湖西（湖西全体の42.5％）、甲賀

（甲賀全体の38.9％）および湖南（湖南全体の38.2％）で高くなった。「歴史・文化」が湖東

（湖東全体の58.7％）や東近江（東近江全体の38.0％）で高くなった。一方、「大津」は「そ

の他」が大津全体の29.2％と高くなり、「湖北」は「都市型観光」が湖北全体の35.1％と高く

なった（平成25年滋賀県観光入込客統計_統計だより、滋賀県、平成27年） 

 
図 2.1.5-58 地域別目的別観光入込客数（平成25年） 

出典：平成 25 年滋賀県観光入込客統計_統計だより（滋賀県、平成 27 年） 
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6) 建設業 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

7) 医療 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

8) その他 

A）その他（海外影響等） 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

 

(7) 国民生活・都市生活 

1) 都市インフラ、ライフライン等 

A) 水道、交通等 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

2) 文化・歴史などを感じる暮らし 

A) 生物季節、伝統行事・地場産業等 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 

3) その他 

A) 暑熱による生活への影響等 

※現時点で滋賀県固有の情報なし。 
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2.2. 適応計画策定 

適応計画や適応方針の策定、あるいは、地球温暖化対策地方公共団体実行計画への適応に関す

る内容の盛り込み方等について、他の自治体の検討状況等を紹介しつつ、その検討を支援した。 

 

2.2.1. 適応の考え方の整理 

(1) 適応の基本的な考え方の検討支援 

滋賀県の支援項目には該当しないため対象外とした。 

 

2.2.2. 適応策の立案 

(1) 適応策に関する庁内関係部局との調整支援 

庁内関係部局への照会時の資料作成支援、結果の整理支援等を行った。 

 

2.2.3. その他 

滋賀県の支援項目には該当しないため対象外とした。 
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2.3. その他 

気候変動影響評価、適応策検討等の支援にあたり、その他に実施した支援（庁内調整の支援、

有識者の紹介等、事例の提供、普及啓発の支援、その他）を以下に示す。 

 

2.3.1. 庁内調整の支援 

庁内調整の支援として、以下を実施した。 

表 2.3.1-1 庁内調整の支援（時系列） 
日時・場所 支援内容 

平成 27 年 7 月 22 日 
（於：滋賀県合同庁
舎） 

第 1 回気候変動適応策検討ワーキンググループ検討会議への同
席 

平成 27 年 12 月 14 日 
（於：滋賀県合同庁
舎） 

第 2 回気候変動適応策検討ワーキンググループ検討会議への同
席 

 

2.3.2. 有識者の紹介等 

滋賀県の支援項目には該当しないため対象外とした。 

 

2.3.3. 事例等の提供 

気候変動影響評価・適応策検討に資する事例等として、以下を提供した。 

 

表 2.3.3-1 提供した事例等（時系列） 
No. 項目（提供時期） 内容 
1-1 11 自治体の取組状況（7 月） 本支援事業の対象となった 11 自治体の取組状

況を一覧に整理して共有した。 
1-2 文部科学省創生プログラムの

資料（7 月） 
文部科学省創生プログラム「水災害分野におけ
る気候変動による影響と適応に関するシンポ
ジウム」（2015 年 5 月 29 日、於：国立オリン
ピック記念青少年総合センター）の要旨集を提
供した。 

1-3 海外の自治体の適応計画の事
例（7 月） 

ロンドン、ニューヨークの適応計画の概要情報
を提供した。 

1-4 海外の国の適応計画の事例（7
月） 

英国、米国、ドイツ、韓国の適応計画の概要情
報を提供した。 

1-5 国内関係府省の適応計画、適応
の考え方（7 月、9 月） 

農林水産省気候変動適応計画、国土交通省の適
応に関する委員会資料等、環境省の水質や生物
多様性の分野の適応に関する委員会資料等に
ついて、概要を整理して提供した。 

1-6 気候変動の影響への適応計画
の適応策一覧（11 月） 

国の気候変動の影響への適応計画から、各分野
の適応策を抽出し、一覧に整理して提供した。
（パブリックコメント実施時の案の段階と、閣
議決定後の段階の 2 回提供） 
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2.3.4. 普及啓発・情報共有等の支援 

滋賀県の支援項目には該当しないため対象外とした。 

 

2.3.5. その他 

滋賀県の支援項目には該当しないため対象外とした。 
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3. 今後の課題 

気候観測の情報整理、既存資料調査の結果、地方公共団体向けガイドラインの策定に向けたイ

ンタビュー結果等を踏まえ、今後の課題について整理した。 

 

(1) 適応の検討体制の構築 

気候変動の影響や適応について取組を進めるにあたり、適応の意義、必要性を庁内の関係者が

理解し、共通認識を持つことが重要となる。 

滋賀県では、庁内調整の際、担当課室によっては、適応策の取組みに理解を得るのに時間を要

した経緯がある。こうした経緯を踏まえ、県では、まず年間の大きなスケジュールを示し、気候

変動や適応に関する情報共有や勉強から始めることを説明するなどの工夫を重ね、適応について

徐々に共通認識ができつつある。 

今後は、担当課室への情報共有や庁内での勉強会等を継続しつつ、必要に応じて追加的な施策

を協働で立案するための分野別の分科会を設置するなど、情報共有から各課の連携の場を形成・

活用していくことが重要になる。 

 

(2) 現在の気候変動の影響整理 

滋賀県は、彦根地方気象台や県の研究機関（琵琶湖環境科学研究センター、農業技術振興セン

ター、畜産技術振興センターなど）と密な連携関係にあり、県域の気象、環境において現在起こ

っている影響を把握できる体制を構築しつつある。 

これらの機関は影響が 初に蓄積される情報源であるとともに、具体的な適応策検討の場でも

あるため、今後もこれらの機関と定期的に情報を交換していくことが重要となる。 

 

(3) 将来の気候変動と影響予測 

適応策では、気候変動によって、将来、地域資源の何がどのような影響を受けるのかを想定し、

それを回避する方法を検討することが重要である。 

この前提となる将来影響予測として、「S-8 温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」の

簡易推計ツールがあるが、任意の品種の評価やメッシュレベルでの影響評価ができないため、現

時点では独自の影響予測が困難な状況にある。 

今後は国の推計ツールの改良に対する情報収集を行い、改良版ツールが公表された場合は、そ

れらも活用して予測評価を実施していくことが重要となる。 

県域の産業に影響が大きいと考えられる項目については、独自の予測シミュレーションについ

ても検討することが望ましいが、財政面や体制などの課題にも留意が必要である。 

 

(4) 既存施策における気候変動・異常気象対応の整理 

滋賀県は、平成 28 年度の温暖化対策実行計画改定に合わせ、県としての適応の基本的な考え
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方・基本的な施策などを盛り込んだ適応計画を策定する方向で検討している。 

庁内では、特に農業・水産業分野および流域治水の分野において既に適応に関連する実質的な

取組が進んでいる。 

今後は、他の自治体の取り組み事例等も参考に、庁内関係課における適応に関連した計画や、

適応の効果を有する既存施策の整理を行っていくことが重要になる。 

 

(5) 気候変動影響の評価 

気候変動の影響は地域によって異なるため、今回整理された影響や既存の適応策から地域にと

って優先度の高い適応策を絞り込んで着手することが重要となる。 

様々な分野の影響を総合的に評価するための確立された手法はないが、滋賀県独自の優先課題

を抽出し、県民が納得する重点取組を選定するためには、国の評価基準（重要性・緊急性・確信

度）だけでなく、県民・事業者へのアンケート、ワークショップ、滋賀県の社会的、自然的地域

特性なども考慮することが望ましい。 

 

(6) 適応計画の策定 

滋賀県では、平成 28 年度の温暖化対策実行計画改定に合わせ、適応の具体施策を盛り込んだ適

応計画を策定する予定である。 

今後は、現在環境省で検討中の「地方公共団体における気候変動計画策定ガイドライン」等を

踏まえ、計画策定を推進していくことが重要となる。 

 

(7) 住民等との情報共有 

住民との情報共有手段として、アンケート調査、ワークショップの開催、パンフレットの作成

などが考えられる。 

滋賀県は、今年度、近畿地方環境事務所主催、法政大学の支援のもとで、「気候変動の地元学」

を大津市で実施している。また、平成 28 年度に今年度整理した影響の情報等を活用し、県民向け

のわかりやすいパンフレットの作成を予定している。 

当面は、パンフレットの作成とそれを通じた普及啓発を行い、さらに、住民との情報共有、意

識調査の機会を創出し、県民、事業者の問題意識について共通認識を得ておくことが重要となる。 

 

(8) 自治体間の連携 

適応計画の策定にあたり、自治体が適応に関する情報を共有し、連携していくことが重要であ

る。本業務では、選定自治体が情報を共有できる共有サイトを用意したが、今後もこうした機能

を活用することで、庁内調整資料作成の省力化や適応策の質の向上が期待される。 

 


