
No. 団　体　名 活　動　内　容 主な活動場所 主な活動分野 組　織

1 公益財団法人淡海環境保全財団 ヨシの保全、水草の除去 琵琶湖、西の湖周辺 環境保全 NPO等

2 一般財団法人ハートランド推進財団 西の湖周辺の活動団体の支援 西の湖 環境保全 NPO等

3 NPO法人とまり木
西の湖自立の家を運営。西の湖とその周辺を訪れる障がい児者の余

暇や生活支援事業を行っている。
安土町下豊浦 福祉 NPO等

4 ＮＰＯ法人西の湖自然楽校 子どもたちに自然を活かした遊びや体験、ヨシ保全活動等実施。 西の湖ふれあいハウス 教育 NPO等

5 ＮＰＯ法人ねっとわーく西の湖 西の湖すてーしょんの運営、水郷めぐり、じゅんじゅん。 西の湖すてーしょん 観光 NPO等

6 八幡商業高等学校 カヌー部 B&G海洋センター スポーツ 学校

7 八日市南高等学校 カヌー部 B&G海洋センター スポーツ 学校

8 老蘇小学校 ふるさと教育として、西の湖やヨシに関わる授業あり。 西の湖 教育 学校

9 安土小学校 ふるさと教育として、西の湖やヨシに関わる授業あり。 西の湖 教育 学校

10 八幡小学校 ふるさと教育として、西の湖やヨシに関わる授業あり。 西の湖 教育 学校

11 島小学校 ふるさと教育として、西の湖やヨシに関わる授業あり。 西の湖 教育 学校

12 びわこ揚水土地改良区 水資源有効利用で西の湖の環境保全に寄与 北津田町 環境保全 行政等

13 小中之湖土地改良区 年に５回、池周辺の除草作業 よしきりの池 環境保全 行政等

14 近江八幡市 カヌー体験 B&G海洋センター スポーツ 行政等

15 （個人） 美化活動（植栽、清掃）。 豊浦舟だまり周辺 環境保全 個人

16 佐々木土地株式会社 ヨシ原の維持管理 西の湖 環境保全 事業者

17 株式会社滋賀銀行 ヨシ刈りボランティア、在来魚放流 西の湖 環境保全 事業者

18 損害保険ジャパン株式会社 ヨシ刈りボランティア、在来魚放流 西の湖 環境保全 事業者

19 小林事務機株式会社 ヨシ刈りボランティア 西の湖 環境保全 事業者

20 たねやグループ ヨシ刈り、松明フェスで松明作りに活用 西の湖 環境保全 事業者

21 株式会社伊藤園 ヨシ刈りボランティア 西の湖 環境保全 事業者

22 西の湖マスター大会運営委員会 バスフィッシング大会の運営 西の湖　 スポーツ 事業者

23 西の湖トム・ソーヤ 釣り用レンタルボート　西の湖マスターの会場 西の湖 スポーツ 事業者

24 葭留 ヨシの刈り取り、加工、販売やヨシ葺き屋根の葺き替え 安土町下豊浦 経済 事業者

25 白王町集落営農組合 米作り、農業体験やツアー 権座 経済 事業者

26 喜多酒造株式会社 純米吟醸酒「権座」の製造 権座　 経済 事業者

27 株式会社相承総合企画 貸農園「皆耕の郷」運営 安土町常楽寺 経済 事業者

28 株式会社ラーゴ 西の湖パンフレットの作成 西の湖 経済 事業者

29 安土町商工会よしきりの会 ヨシ粉末を活用した特産品の開発・販売 西の湖ヨシ原、市内各施設 経済 事業者

30 株式会社豊葦原会（トヨアシハラカイ） ヨシ粉末等の資源活用による商品開発など。 西の湖ヨシ原ほか 経済 事業者

31 齋木産業株式会社 淡水真珠の養殖 西の湖内 経済 事業者

32 株式会社日吉 淡水真珠の養殖 西の湖 経済 事業者

33 びわ湖観光株式会社 水郷めぐり 西の湖 観光 事業者

34 近江八幡和船観光協同組合 水郷めぐり 西の湖 観光 事業者

35 株式会社水郷のさとまるやま 水郷めぐり 西の湖 観光 事業者

36 島真珠有限会社水郷観光船部 水郷めぐり 西の湖 観光 事業者

37 森田栄次郎商店 ヨシ業者 円山町ヨシ原 経済 事業者

38 西六商店 ヨシ業者 円山町ヨシ原 経済 事業者

39 西川嘉右衛門商店 ヨシ業者 円山町ヨシ原 経済 事業者

40 西の湖保全自治連絡協議会 西の湖を囲む9自治会と2NPOで西の湖の保全をはかる 西の湖 環境保全 地域団体

41 権座・水郷を守り育てる会 権座の保全、農業体験やツアーの受け入れ 権座、西の湖 環境保全 地域団体

42 近江八幡葭生産組合 ヨシ原の維持管理 西の湖 環境保全 地域団体

43 ヨシでびわ湖を守るネットワーク 株式会社コクヨ工業滋賀を中心とする団体。ヨシ刈り実施。 西の湖ヨシ原 環境保全 地域団体

44 東近江水環境自治協議会 毎年ヨシ刈り実施。 西の湖ヨシ原 環境保全 地域団体

45
西の湖下豊浦港を美しくする会(下豊

浦自治会)
年に１回、植栽活動。 豊浦港、よしきりの池 環境保全 地域団体

46 近江八幡市ヨシ群落保全団体 ヨシ群落（ヨシ狩り、ヨシ焼き等）の保全活動の実施 西の湖周辺のヨシ群落 環境保全 地域団体

47 日本野鳥の会滋賀 野鳥観察を通じ、保護思想の普及、自然環境保全に寄与する。 西の湖 環境保全 地域団体

48 まるやまの自然と文化を守る会
円山の特性を活かしたエコツアーや環境学習の提供、ヨシの保全や

新たな活用検討。
円山町 環境保全 地域団体

49 北之庄沢を守る会 北之庄沢の清掃、ヨシ刈り 北之庄沢 環境保全 地域団体

50 市民自然観察会 植物や野鳥の観察会、ヨシ刈り 西の湖 環境保全 地域団体

51
アール・ブリュット魅力発信事業実行

委員会

社会福祉法人グローが中心になり、障がいの有無に関わらず、誰も

が楽しめる芸術祭を開催
西の湖 福祉 地域団体

52 琵琶湖お魚探検隊 魚つかみ体験 近江八幡市 教育 地域団体

53 西の湖あそび隊 お話遊び、西の湖周辺の清掃活動 西の湖 教育 地域団体

54 西の湖ヨシ灯り展実行委員会 ヨシ灯り展を2007年から開催。ヨシ工作と作品展示。 よしきりの池、B＆G海洋センター 教育 地域団体

55 ひとつぶてんとう園 フリースクール 西の湖 教育 地域団体

56
湖川の街道実行委員会（お堀めぐり実

行委員会）
2005年からG.Wや信長まつりで安土城の外堀を手漕ぎ和船で運航。 安土城外堀 観光 地域団体
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