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堀海道児童公園
（たこ公園）
堀海道児童公園
（たこ公園）78

9

10

11

12

麦笑ぼうし麦笑ぼうし

チカ守山チカ守山

ホタル通りホタル通り

三谷商店三谷商店

朝日屋セトモノ店
いっ福処あおい月
朝日屋セトモノ店
いっ福処あおい月

守山町公園守山町公園

駄菓子の店
こうあん
駄菓子の店
こうあん

えんまどう
公園
えんまどう
公園 勝部神社勝部神社

勝部自治会
火まつり交流館
勝部自治会
火まつり交流館

H

滋賀県守山市吉身５丁目８

通称「たこ公園」。公園の真ん中にある
ピンクのタコが特徴的。子どもたちで
賑わいます。

滋賀県守山市守山２丁目１０－４
TEL：077-516-7700

滋賀県守山市勝部1-15-23 シャリエ守山勝部１F
TEL：077-576-3104

滋賀県守山市梅田町２－１
TEL：077-514-1244

滋賀県守山市梅田町１２－２６

天保2年創業、約180年以上の間、
中山道守山宿で賑わいを作り出す
日用雑貨店。店内には、年代モノ
のレアグッズなども。店舗横の「あ
おい月」ではソフトクリームを提供。

守山市のシンボル、ホタルが飾ら
れた駅まで続く商店街。

食パンが自慢のパン屋さん。店内
でのイートインもおすすめです。

ゆっくりした雰囲気のchika cafe
や、守山市場など。守山駅すぐ。

10 円からお菓子を選べる駄菓子屋
さん。近所の子どもたちから大人気！

GOALGOAL

STARTSTART

JR 守山駅JR 守山駅

スタート
＆ゴール

距離：約6.6km／所要移動時間：約35分距離：約6.6km／所要移動時間：約35分

勝部自治会
火まつり交流館
勝部自治会
火まつり交流館

滋賀県守山市勝部二丁目12-18
TEL：077-582-2931

「勝部の火まつり」の展示などが充実。
カフェも併設。

滋賀県守山市焔魔堂町２８０

広い芝生と大きな遊具、水遊び場も充
実した子どもたちの遊び場公園。
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1 勝部神社勝部神社

滋賀県守山市勝部1丁目8-8

滋賀県の三大火祭りの一つ「勝部の火
まつり」が開催される歴史ある神社。

守山自転車マップ for ファミリー
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堀海道児童公園堀海道児童公園
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朝日屋セトモノ店
いっ福処あおい月
朝日屋セトモノ店
いっ福処あおい月

えんまどう公園えんまどう公園3

滋賀県守山市守山３丁目９－８
TEL：077 -583-6047

壁一面にお菓子が並ぶ、昔ながらの
駄菓子屋さん。

こうあんこうあん駄菓子の店駄菓子の店4

滋賀県守山市守山４丁目１５

小高い丘とコイの泳ぐ池。ゆっくり過
ごせる憩いの場。

守山町公園守山町公園5

11 10

麦笑ぼうし麦笑ぼうしチカ守山チカ守山

三谷商店三谷商店

12

9 ほたる通りほたる通り



駅周辺拡大図

もりやま芦刈園もりやま芦刈園 小津神社小津神社

國枝バラ園國枝バラ園

LOKO BicycleLOKO Bicycle

一面に広がるオランダ製のバ
ラハウス。壮観です！
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國枝バラ園國枝バラ園

滋賀県守山市杉江町４９５

日本武尊の孫にあたる小津君を開
拓の祖神として祀ったとされる社。
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小津神社小津神社

滋賀県守山市杉江町
TEL：077-585-7133

あじさい、花菖蒲、ボタン、バラ
など四季を通じた花が魅力的。
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もりやま芦刈園もりやま芦刈園
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商店街の中にあるフォトジェ
ニックスポット！？守山市のシン
ボル、ホタル像と記念撮影！
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巨大ホタル像巨大ホタル像

滋賀県守山市守山一丁目10-2
TEL：077-583-2366

滋賀県守山市守山二丁目１１－１３

中山道守山宿のランドマーク。
イベントなども多数開催。

2

守山宿町家

うの家
守山宿町家

うの家

平安時代から守り継がれる由緒ある
石像。塚の前に有る石を持ち上げる
ことができると、探しものが見つかる
といわれている。

3

源内塚源内塚

滋賀県守山市守山２丁目１０－２７
TEL：077-598-6418

自然なワイン専門店。ぶどう
ジュースの試飲 (有料)なども。
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ワインショップ

アズールブルー
ワインショップ

アズールブルー

滋賀県守山市守山２丁目２－４６
TEL：077-582-2193

「比叡山東門院守山観音」と呼
ばれる、最澄がひらいた名刹。
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東門院東門院

滋賀県守山市今宿４丁目１－３０
TEL：[ノリアキ工房]077-583-0634／[Cafe je Jardin]077-514-0730

カントリーな雑貨ショップ「ノリアキ工房」。敷地内にはイン
グリッシュガーデンを楽しめるカフェ「Cafe je Jardin」も。

6 7

ノリアキ工房ノリアキ工房

ノリアキ工房
Cafe je Jardin
ノリアキ工房
Cafe je Jardin

Cafe je JardinCafe je Jardin

滋賀県守山市勝部１丁目１３－１
TEL：077-596-3070

“和バラ”がモチーフ、空間か
ら心も癒されるカフェ。
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滋賀県守山市三宅町３６４－３
TEL：077-582-7866

サイクリングにピッタリ！店内の
雰囲気も魅力的な自転車専門店。

11 STARTSTART

GOALGOAL

LOKO BicycleLOKO Bicycle wabara cafewabara cafe
JR 守山駅JR 守山駅

スタート
＆ゴール
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巨大ホタル像巨大ホタル像

守山宿町家
うの家
守山宿町家
うの家

けけ

源内塚源内塚

ワインショップ
アズールブルー
ワインショップ
アズールブルー

東門院東門院

距離：約13.4km／所要移動時間：約73分距離：約13.4km／所要移動時間：約73分

※山門内と境内には自転車では入れません。

守山自転車マップ for 大人女子



浮気町看板浮気町看板
「浮気」と書いて「ふけ」と読む。
難読地名看板で記念撮影？！

OJiOGGiOJiOGGi
「牛すじ焼きカレーパン」
が人気のパン屋さん。
「牛すじ焼きカレーパン」
が人気のパン屋さん。

湖岸道路湖岸道路

サイクリングにピッタリな湖岸道路
湖沿いを走るには「湖岸山賀」の
交差点で道路を横断するのが◎

琵琶湖大橋
撮影スポット
琵琶湖大橋
撮影スポット
春には桜が咲き誇る湖岸道路。
琵琶湖大橋を臨む見どころです！

しあわせの丘
（アンダーパス）　
しあわせの丘
（アンダーパス）　
琵琶湖を一望できる展望スポット。湖岸道
路から野洲川堤防へ抜けるために、橋の
下にアンダーパスも整備されているので
安全に通行できます。

L

環状交差点
ラウンドアバウト
環状交差点
ラウンドアバウト

つ ぶ えつ ぶ え

イギリスなどでよく見かけるラウンド
アバウト。滋賀県ではここだけ。

公道で開催される自転車レースの
周回コースを実際に体験！

チカ守山チカ守山
守山駅直結「チカ守山」でゆったり
カフェはいかがですか？
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16 蜊江神社蜊江神社
「オツブさん」つまりタニシ（蜊）が
神の使いとして祀られる神社。

15

3

琵琶湖岸の自然公園。季節によって様々な景色を楽しめます！守山第一なぎさ公園守山第一なぎさ公園

5-6月：ハマヒルガオ1-2月：カンザキハナナ（早咲き菜の花） 7-8月：ひまわり
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farmハレノヒfarmハレノヒ

守山市古高町239-3
ブランブルーノ 1F
TEL：077-574-8810

滋賀県守山市小浜町 R477号線沿い
TEL：090-3489-8001

滋賀県守山市梅田町2-1 チカ守山B1F
TEL：077-514-1244／10:00-22:00

滋賀県守山市幸津川町１３５８
TEL：077-585-2633
利用時間：10:00～16:00
休館日：水曜、第1土・日

採れたてイチゴ農園。当日の販売
状況は電話でご確認ください！

滋賀県守山市水保町北川1348-3
TEL：077-585-4578
営業時間：11:00-20:00
定休日：第1、3水曜（祝日の場合は翌週）

13 さづかわ交流センター
“にじいろ” の足湯
さづかわ交流センター
“にじいろ” の足湯

17 ファーマーズ・マーケット
おうみんち
ファーマーズ・マーケット
おうみんち

滋賀県守山市中町39／TEL：077-582-1340／営業時間：9:00～17:00
定休日：火曜日（10～5月は休日以外の月～木曜日）、年末年始

滋賀県守山市吉身４丁目５－２０／TEL：0120-66-2615
受付時間：10:00～25:00／定休日：無休

「おしどりの湯」と名付け

られた、地元自治会で運

営する足湯コーナー。利

用は１回50円と格安！

JAが運営する野菜直売所。お昼のバイキングや、

特製ジェラートが大人気！

滋賀県守山市洲本町2785　TEL：077-585-8318
営業時間：9:00-18:00
定休日：毎月第２水曜日（１月・５月～８月除く）
レストランのみ毎週水曜日定休
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1918 近江妙蓮公園近江妙蓮公園 守山天然温泉
ほたるの湯
守山天然温泉
ほたるの湯守山市の市花にもなる近江妙

蓮を見ることができる日本庭園

風の公園と資料館。
地下から湧き出る美人の湯が

魅力の本格的日帰り温泉。

1

2

20

笠原桜公園笠原桜公園 14

サイクリストの聖地サイクリストの聖地

9 8

ランチにどうぞ！

6 本格手打ち蕎麦処
かま久
本格手打ち蕎麦処
かま久

国内の厳選素材がギュッと詰
まった、手打ち蕎麦とうどん。

琵琶湖を一望できるプライベート

リゾート「セトレマリーナびわ湖」

では、本格ランチを楽しめるほか、

同敷地にあるヤンマーマリーナ内

にはインドカレー店も。

レイクサイドモール「ピエリ守山」

店内では、和・洋・中の飲食店が

ずらり。スイーツ店も充実。

セトレマリーナびわ湖セトレマリーナびわ湖5

ピエリ守山ピエリ守山7

守山野洲川クリテリウム
のコース

守山野洲川クリテリウム
のコース

守山第一なぎさ公園守山第一なぎさ公園

近江妙蓮公園近江妙蓮公園
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おうみんちおうみんち

守山自転車マップ for スポーツサイクル

スタート
＆ゴール

距離：約37.3km／所要移動時間：約3時間24分



スタート
＆ゴール
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鮨ひら山鮨ひら山
下之郷史跡公園下之郷史跡公園

滋賀県守山市勝部1-15-23 シャリエ守山勝部１F
TEL：077-576-3104

食パンが自慢のパン屋さん。店内
でのイートインもおすすめ。

9

麦笑ぼうし麦笑ぼうし

滋賀県守山市下之郷１丁目１２－８
TEL：077-514-2511

弥生時代中期の「下之郷遺跡」か
ら出土した遺物などを展示。

8

下之郷史跡公園　下之郷史跡公園　

滋賀県守山市播磨田町3016-8
TEL：077-581-8872

新鮮なネタと旨いシャリの守山の名
店。ランチはリーズナブルな価格。

7

鮨ひら山鮨ひら山

滋賀県守山市今市町 136－1
TEL：077-583-5711／平日8:30～17:30

四千年の歴史を誇る「つづれ織り」
を継承。商品の展示、購入も可。

6

清原織物清原織物

歩いて巡れる赤野井エリア。西別院に自転車を停めて散策を。室町時代、近江での布教活動の中心となっ

た蓮如上人ゆかりの「東西別院」。「諏訪家屋敷」は江戸時代から庄屋として残されている歴史の古い建造

物で、市指定文化財として改修・整備が進められています。

1

赤野井西別院赤野井西別院

2

大庄屋諏訪家屋敷大庄屋諏訪家屋敷

3

赤野井東西別院赤野井東西別院

滋賀県守山市赤野井町４６－４
TEL：077-585-0041

住宅街の中にある精肉店。揚げた
てサクサクのコロッケをぜひ！

5

肉の玉川肉の玉川

滋賀県守山市赤野井町 339
TEL：077-585-0047

赤野井名物「傅七ういろう」がお
すすめ。

4

辻伝商店辻伝商店

橋の麓にある階段を降りると、直
接湖岸へと抜けることができます。

16

琵琶湖大橋からの抜け道琵琶湖大橋からの抜け道

高さ 26.3m、琵琶湖最大の橋の
最高部にある展望台からは、琵琶
湖を一望することができます。

15

琵琶湖大橋展望台琵琶湖大橋展望台

清原織物清原織物

麦笑ぼうし麦笑ぼうし

7
10

びわこ
地球市民の森
びわこ
地球市民の森

CAFFE 風みどりCAFFE 風みどり

びわこ
地球市民の森
びわこ
地球市民の森
野洲川の廃川跡地を利用した
細長い公園。森の中をサイクリ
ングがおすすめ！
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CAFFE 風みどりCAFFE 風みどり
木のぬくもりを感じるカフェ。
薪ストーブが癒やされます。

滋賀県守山市水保町 927－1
TEL：077-598-6320

12

福林寺福林寺
最澄が開基と言われる寺院。国宝
「十一面観音」は毎年11月に御開帳。

滋賀県守山市木浜町 2011
TEL：077-585-1205

13

佐川美術館佐川美術館
国宝をはじめ、日本画や彫刻、
陶芸作品を数多く展示。

レイクビューでのランチはい
かが？「セトレ」のレストラン
は滋賀産食材にこだわった
イタリアン。「ラ・ベルヴィ」は
フレンチ。「マリオット」は最
上階12Fからの絶景とともに
楽しむグリルダイニング。

滋賀県守山市水保町北川２８９１
TEL：077-585-7800

福林寺福林寺 ラ
ン
チ
に
ど
う
ぞ
！

14 17 18

セトレマリーナびわ湖セトレマリーナびわ湖 ラ・ベルヴィラ・ベルヴィ 琵琶湖マリオットホテル琵琶湖マリオットホテル

佐川美術館佐川美術館

ジャイアント
or みさき公園
ジャイアント
or みさき公園
自転車レンタル可！自転車レンタル可！

滋賀県守山市水保町1380／TEL：077-585-1125 滋賀県守山市今浜町2624-159／TEL：077-535-1974 滋賀県守山市今浜町十軒家2876／TEL：077-585-6100

守山自転車マップ for シニアコースB：琵琶湖大橋コース
距離：約11.6km／所要移動時間：約63分

コースA：守山駅発着コース
距離：約11.3km／所要移動時間：約61分


