さあ、あなたも
つながろう！

滋賀県

長浜市

45

高島市
46

米原市
74

マザーレイクフォーラム登録団体・個人リスト(概要版)
マザーレイクフォーラムでは、「琵琶湖の環境保全活動に関する情報を発信・交換す
る場」としてご活用いただくため、団体・個人登録や活動登録をしてくださった皆さ
んの情報を公開しています。
連携・協働・情報交換したい相手、各分野の専門的なアドバイスや資金協力を得たい
相手、視察先や参加したいイベント情報などを探す際にご活用ください。
なお、各団体のより詳しい登録情報を、マザーレイクフォーラムＷｅｂサイトにて閲
覧できます。 →【登録団体・個人情報ページ】 http://mlf.shiga.jp/link
また、マザーレイクフォーラムへの団体・個人活動登録は、どなたでも無料で行うこ
とができますので、「つながりを広げたい」と考えておられる団体・個人の皆さんは、

43

彦根市

豊郷町 甲良町
近江八幡市
62

29
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守山市
草津市 12

72

7
61

54

25

68 70

枚方市
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東近江市

31
33 24

竜王町
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愛知県
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8
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60
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多賀町

大阪市

泉佐野市

野洲市
27

21 15
26
711 18 14 19
17 20 32

2
1
76

愛荘町

39

49
63

41
77 66
40

28
22
16

栗東市

9
65

ぜひ登録してください。 →【登録ページ】

48 64 69

亀岡市

42
44

京都市

34

湖南市

貝塚市

日野町

78

50

35

甲府市

3 4 5

大津市

甲賀市

36
37

52

松山市
53

6

http://mlf.shiga.jp/join

久留米市
75

※登録順に掲載。登録いただいた時点の情報ですので、現状とは異なる場合があります。
No

活動概要
主な活動地域
種別
環境保全事業、およびそれに関連する社会教育・まちづくり・子どもの健全育成・
大津
ＮＰＯ
情報化・経済活性化・市民活動団体のサポートに関する事業等
滋賀県琵琶湖環境科学研究セン
琵琶湖と滋賀県の環境の試験研究（持続可能な滋賀社会の構築・琵琶湖
2
滋賀県全域 行政
ター
流域生態系の保全・再生環境リスク低減のための実態把握）
谷内 茂雄（京都大学生態学研
主に野洲川流
3
研究者
究センター）
域
奥田 昇（京都大学生態学研究セ 「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」に関
4
国内外
研究者
ンター）
する研究
中野 伸一（京都大学生態学研 京都大学生態学研究センターで、主に琵琶湖内での陸水学的・生態学的研
5
滋賀県全域 個人
究センター）
究に従事
温暖化防止・自然環境・びわ湖・学校地域環境教育の4つの分野で、学校や
環境学習支
6 滋賀大学「環境学習支援士」会
滋賀県全域
地域社会の環境教育の進展に貢献
援士
滋賀県化学・環境行政職員同友会 滋賀県庁化学職員と環境行政職員の相互連絡および親睦を図るとともに県政
7
滋賀県全域 行政
（化環会）
へ寄与するための必要な研究を行うことを目的とした団体
ホタルを通じて地域の自然に愛着をもってもらう活動、ホタル生息調査、野鳥観
8 草津でホタルを楽しむ会
湖南
市民団体
察会、水辺作り学習会、情報交換会、交流会の開催
「びわ湖の日」環境美化ボランティア・ヨシ刈りボランティア・身近な水環境の一斉 滋賀県全域、
9 びわ湖エコアイディア倶楽部
市民団体
調査・こどもエコクラブ『アイキッズ』の運営
湖南
葉山川の水質調査・葉山川の美化活動・小学校の環境学習の支援・県内外
10 草津塾
湖南
ＮＰＯ
での環境イベントに参加し活動をPR
環境に関する行政受託事務、湖南甲賀環境協会受託事業、環境監査員養
11 NPOびわ湖環境
滋賀県全域 ＮＰＯ
成講座（ISO14001）、環境コンサルタント
びわ湖森づくり活動(手入れを必要としている森林の整備)・外来水生植物対応
12 チーム一滴(Team Itteki)
滋賀県全域 個人、その他
(生息調査・除去活動)・びわ湖周辺の生きもの観察
地域企業の緊密な連携を活かし、地域に合致した環境保全活動の啓発（水
13 湖南・甲賀環境協会
湖南・甲賀
非営利団体
質事故被害拡大防止訓練、環境担当者研修会・情報交換会）
1

活動団体名

NPO法人 おおつ環境フォーラム

電話番号
077-528-2020

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/biwakokankyo/lberi/

077-526-4800
(FAX番号)
077-549-8201

http://www.ecology.kyotou.ac.jp/~nokuda/
http://www.ecology.kyotou.ac.jp/~nakano/
http://shienshi.com/

077-537-7821
077-528-3357

http://hotaru932.shiga-saku.net/
http://blog.canpan.info/biwakoecoidea
/
http://www.geocities.jp/hayamagawa
/
biwak-kankyo@sweet.ocn.ne.jp

077-564-0918
077-561-3245
077-564-3051
077-567-2315

yoshidokotai@yahoo.co.jp
http://kkkankyo.com/

077-567-5444

市民団体、ＮＰ http://www.lakeＯ、研究者
biwa.net/hotarunomori/

077-583-9680

市民団体

077-585-0535

14 守山市ほたるの森資料館

ゲンジボタルの復活に向けた取り組み

レイ大目田川会
15
（レイカディア大学）

毎月１回の河川美化活動、目田川河川でのホタル生息補助作業の実施、守
守山市
山ほたるパーク＆ウォークへの期間内ボランティア協力
地域に存ずる農地、農業用水などの資源の保全管理や農村環境の保全を図
湖南
る
琵琶湖、赤野井湾およびその流域の水質改善を図るとともに、豊かな生態系を
湖南
とり戻す活動をすすめる

市民団体、自治
会、農業者

特定非営利活動法人 滋賀環境カ
18
ウンセラー協会

企業、市民、子供を対象とした環境保全に関する啓発活動

ＮＰＯ

19 守山湖岸振興会

「もりやま・びわ湖・ブルーギル撲滅釣り大会」の主催、「守山市湖岸清掃運動」 守山市の湖岸
企業、行政
の共催、「びわ湖（漁場）をきれいにする運動」への協力参加
地域

miraiseisaku@city.moriyama.lg.jp

077-582-1162

20 勝部自治会

河川清掃、河川に沿う歩道の清掃活動

16 木浜の資源環境を守る会
17 認定NPO法人 びわこ豊穣の郷

湖南

WebサイトURL（またはメールアドレス）
http://eco-otsu.net/

滋賀県全域

ＮＰＯ

toshio-i@usennet.ne.jp

077-585-1247
houjyou@lake-biwa.net

077-583-8686
077-581-0439

湖南

自治会

http://www.townkatsube.com/

077-582-2932

守山市大川における「大川活用プロジェクト」で、大川の水質調査や水質改善
のモデル実験等を行い、「大川フォーラム」等で発表
大川の水環境の改善（水草の除去、河川敷の清掃・整地、水質調査・自然
22 大川活用プロジェクト
観察会の開催、フォーラムの開催）
環境、食の安全安心、悪徳商法撲滅啓発活動（リサイクルバザー、環境学
23 野洲市消費生活研究会
習、健康管理、ホウ酸団子作り、食の安全安心）
環境基本計画推進会議 自然・山 里山保全を森林組合と共にお手伝いをする・里山の歴史と自然の語り部となる
24
部会
（案内人）
環境基本計画推進会議 エコ資源
25
環境学習及びエコ資源分野
部会

守山市北部
大川流域

学校

http://www.ritsumei.ac.jp/mrc/

077-582-8000

26 エコロジーマーケットやすの会

立命館守山高等学校 Sci-Tech
21
部 生物化学班

廃食油回収・食用油でのキャンドル作り・出前講座

もったいないの心を大切に地域のごみ削減運動、マイバッグ持参啓発推進活
27 野洲生活学校
動、地産地消、グリーン購入（グリーンコンシューマーの買い物の指導）
山から湖まで各地域でびわ湖を見据えた環境活動
28 びわ湖の水と地域の環境を守る会
（環境学習、ヨシ帯の復活など）
須原魚のゆりかご水田協議会（せせ 水田と湖をつなぐ魚道を整備し、琵琶湖～幹線排水路～支線排水路を通って
29
らぎの郷）
コイ、フナなどの魚が産卵、繁殖できる環境を再生
家棟川で屋形舟を運行し漁師料理を食べてもらうことで地産地消を促進・生態
30 NPO法人 家棟川流域観光船
回廊の再生を目指し、山、川、里、琵琶湖で活動

湖南

077-585-1019

野洲市

市民団体

077-588-0582

野洲市

市民団体

077-587-2736

野洲市

市民団体

野洲市

市民団体

滋賀県全域

市民団体

mizu-as@water.sannet.ne.jp

077-587-2044

湖南

市民団体

biwako_daisuki_ayame@leto.eonet.ne
.jp

077-589-3939

湖南

市民団体

http://seseraginosato.net/

077-589-2701

湖南

ＮＰＯ

077-586-1441

077-589-2267

※登録順に掲載。登録いただいた時点の情報ですので、現状とは異なる場合があります。
No

活動概要

活動団体名

31 NPO法人 環境を考える会

主な活動地域

春の七草の採集や年数回の自然観察で環境の変化をよみとり、活動につなげる 湖南

種別

WebサイトURL（またはメールアドレス）

電話番号
077-587-2736

ＮＰＯ

事業所敷地内に、生産現場から排出された廃水を浄化した水を利用したビオ
野洲事業所敷
企業
トープを造営し、「イチモンジタナゴ」の保護増殖を目指す
地内
地域貢献、環境保護、モノづくりの継承という3つの重点分野を設け、活動してい
33 株式会社村田製作所 野洲事業所
野洲市
企業
ます

http://www.omron.co.jp/about/csr/en
viron/biodiversity/bio_active/

077-588-9000

http://www.murata.com/ja-jp

077-586-8639

34 もんぺおばさん田舎工房

32 オムロン株式会社 野洲事業所

ＴＯＴＯ(株) 滋賀・滋賀第二工
35
場
いきものみっけファーム滋賀推進協議
36
会
37 山内エコクラブ
38 NPO法人 蒲生野考現倶楽部
39 NPO法人 碧いびわ湖
白鳥川の景観を良くする会
40
（略称：景観隊）
41 株式会社 ラーゴ
42 環境フォーラム湖東
井手 慎司
43
（滋賀県立大学環境科学部）
伴 修平
44
（滋賀県立大学）
新江州株式会社循環型社会ｼｽﾃﾑ
45
研究所MOH通信編集局

NPO法人家棟川流域観光船とＴＯＴＯ(株)が協働して、マザーレイク２１第
２期計画の重点プロジェクト『山・川・里・湖のつながり再生』を実践
有機肥料による農作物の栽培、農作物の安全認証、六次産業化、環境教育
の実践
地域資源(人・自然・文化)の良いところを探し、気づいていない身近な資源を調
査やフィールドワークによって見える化サイクルを循環
調査研究、環境保全活動、三世代交流による体験活動および環境啓発事
業、青少年育成事業
せっけんや県産食材の共同購入、廃食油や牛乳パックの地域回収、雨水や太
陽熱を活かす住まいづくりやまちづくり、森や水辺での子育ての場づくり等
白鳥川のごみ拾い除草等の環境整備活動、「桜並木づくり」の自然再生活動、
市民憩いの場づくり、メンバーの健康・生きがい・仲間づくり
生物多様性保全、ビオトープ創出・改修、企業のCSR活動支援、環境教育の
実践、生物多様性コンサルティング
シンポジムの開催、水環境調査の実施、湖東の生き物調査の実施、交流会の
開催、情報誌の発行など
水環境を守っていくための住民運動のあり方や住民参加型環境計画の策定や
実施手法、かつての内湖と人々の暮らしとの関わりについて調査研究
琵琶湖北湖の低次生産に関する研究

環境啓発・交流誌「M・O・H通信」の発行、「よばれやんせ湖北」「なでしこファー
マーズの食hana咲かそう」開催等
びわ湖源流の森を地域の宝物として保全し、生かす活動。そのためにトチ巨木の
46 巨木と水源の郷をまもる会
調査や、苗木の育苗、広報活動を行っている
子どもを中心に多世代の人々が、地域に対する共通のおもいを深める活動「ふる
47 おうみのふるさと物語プロジェクト
さと物語」を通して、より明るく元気な地域をめざす
NPO法人 子どもと川とまちのフォーラ 子どもと大人が一緒になって川で遊び、川（自然）を体験し、自然に学ぶ活動
48
ム
を通じ、子ども達の心の成長、地域の活性化、水文化の継承をめざす
千年の都・京都で育まれた水にかかわる文化について調査・研究し、その成果を
49 カッパ研究会
発信・紹介する場を作ることを目的に活動
橋本 夏次
貝塚市内を縦断する近木川(大阪府貝塚市)の水質全国ワーストワン脱却のた
50
（愛知産業大学大学院造形学研 めの活動をコミュニティ・コーディネーターの役割としてまとめた
琵琶湖・淀川流域圏でなされているさまざまな活動を住民や行政など様々なとこ
51 琵琶湖・淀川流域圏連携交流会
ろと協働で課題の解決に取り組めるようなネットワーク活動
岩田 智也
琵琶湖集水域の河川を流下する栄養塩類の輸送動態と河川内における代謝
52
（山梨大学生命環境学部）
プロセスおよび湖への波及効果について研究
川端 善一郎
コイヘルペス感染症を中心とした、水辺環境と病原生物と宿主と感染症の相互
53
（総合地球環境学研究所）
作用環
琵琶湖のヨシを活用、耕作放棄地でコケ栽培し、建物の屋上、壁面緑化による
54 NPO法人 モスグリーンEco
環境保全活動

湖南

個人

http://ameblo.jp/monpeobasan/

077-552-0142

湖南

企業

http://www.toto.co.jp/

0748-72-1151

滋賀県全域

市民団体

ryuoh-mtm@maia.eonet.ne.jp

090-7966-2262

甲賀

市民団体

ryuoh-mtm@maia.eonet.ne.jp

東近江

ＮＰＯ

http://kougenclub.shiga-saku.net/

090-8757-2456

滋賀県全域

ＮＰＯ

http://aoibiwako.shiga-saku.net/

0748-46-4551

東近江

市民団体

http://sky484.com/

0748-36-8457

滋賀県全域

企業

http://www.lago.co.jp/

0748-33-6667

湖東

市民団体

http://www.f-koto.org/

0749-27-2255

滋賀県全域

研究者

ide@ses.usp.ac.jp

0749-28-8276

湖北

個人

http://www.ses.usp.ac.jp/ses/seitai/k
youin/ban.html

滋賀県全域

企業

http://www.mohmoh.jp/

湖西

市民団体

tochinokimatsuri@yahoo.co.jp

滋賀県全域、
市民団体
湖南

http://ohmi-furusatomonogatari.jimdo.com/

京都市内中心 ＮＰＯ

kodomokawamachiforum@gmail.com

京都

http://kappa-kyoto.net/

市民団体

大阪、京都、
研究者、個人
滋賀など
琵琶湖・淀川 NPO、市民団
http://www.bynet.jp/
流域圏全体 体、個人等
http://www.js.yamanashi.ac.jp/~iwat
滋賀県全域 研究者
a/
湖南、湖東、
研究者
http://www.chikyu.ac.jp/z/
湖北、湖西
湖東

ＮＰＯ

otsuji-no@kej.biglobe.ne.jp

55 地域環境活性化協議会

三河湾再生プロジェクト

愛知県全域

市民団体

56 半田こどもエコクラブ

知多半島の自然に触れ、環境の大切さを学ぶ

知多半島

市民団体

三河湾

漁業協同組
合

http://www.katch.ne.jp/~higasihazugk/

東三河

市民団体

http://blog.livedoor.jp/hamaguriya/

57 東幡豆漁業協同組合
58 アジアの浅瀬と干潟を守る会
59 島を美しくつくる会
一般社団法人 滋賀グリーン購入
60
ネットワーク
61 びわっこ大使
62 八幡酒蔵工房「いまさかＰＪ」
kikito（湖東地域材循環システム
63
協議会）
仁枝 洋（淀川管内河川レンジャー
64
アドバイザー）
65
66
67
68
69
70
71
72
73

藻場、干潟の環境や生態系の保全や漁場環境の良好な保全と資質向上を図
る活動
山川里海健康診断の手法を用いた野外体験学習・水を通じた生き物のつなが
りを知ってもらう
定住対策推進、商品開発推進と企業精神喚起、住・観の調和のとれた景観づ
くり、伝統・歴史の保存を通じた文化復興、アートとの交流
会員企業・団体が個々の生業を通じてグリーン購入をはじめとする環境負荷低
減活動に取り組む、会員の連携により活動を地域に広げる
県内の小学生から募集した「びわっこ大使」が、環境に関する国内外の会議に参
加し、活動発表することにより、次世代の環境リーダーを育成
放置からの再生活用を理念に、放置竹林・放置町屋・耕作地をボランティアの
仲間と連携し再生することで地域内循環を図る
びわ湖の森にたずさわる企業や行政などさまざまな人々が集まって、びわ湖の森を
元気にする仕組みづくりに取り組む

http://www.sakushima.com/

滋賀県全域

ＮＰＯ

http://www.shigagpn.gr.jp/

滋賀県全域

小学5年生～
6年生

東近江

市民団体

77 八幡堀を守る会
78 マザーレイクの会

055-220-8339

0774-72-7697

077-510-3585
077-528-3480

http://sakagura-kobo.com/

070-1340-1796

http://www.kikito.jp

080-3862-1438

ＮＰＯ

http://www.animateur.co.jp/riverplay
/

ＮＰＯ

http://shiganpo922.shiga-saku.net/

ＮＰＯ

https://www.facebook.com/osakabika
kyo

072-456-5374

http://www.byq.or.jp/

行政
行政
市民団体

http://www.pref.kyoto.jp/kyonomizu/
10400031.html
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/biway
odosaisei/cooperation/suishin/
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/ecolife/
kankyou/
http://www.pref.shiga.lg.jp/g/noson/fi
sh-cradle/
yamaguchi2901@gmail.com

090-7104-1197

https://www.facebook.com/HappySlo
wLifeFes

74 米原市環境フォーラム実行委員会

76 環境NPO みどりと水のフォーラム

072-847-2286

http://www.river-ranger.jp/

私たちのまちを流れる瀬田川を知ることによってわがまちを知る。素直な市民の目
NPO法人 瀬田川リバプレ隊
で誇るべき瀬田川づくりを沿川の方々とともに考えていきます
認定特定非営利活動法人
市民活動・ＮＰＯ支援、地域コミュニティ支援、協働推進、調査研究、政策提
しがNPOセンター
案、災害ボランティアコーディネート
NPO法人 大阪府海域美化安全協 美しく安全な大阪府海域の実現を図るため、海域清掃や安全対策などの事業
大阪府海域
会
を実施
公益財団法人 琵琶湖・淀川水質
保全機構
琵琶湖・淀川流域ネットワーク推進
会議
琵琶湖・淀川流域圏再生推進協議
会
環境保全行動につながる環境学習を推進する拠点として、環境学習の企画サ
琵琶湖博物館 環境学習センター
ポート・コーディネート、環境学習に関する情報提供を行っています
田んぼや排水路を魚が行き来できるようにし、かつての命溢れる田園環境を再生
魚のゆりかご水田プロジェクト
し、生きものと人が共生できる農業・農村の創造を目指しています
滋賀地方自治研究センターびわ湖プ 森林から里山、農地、市街地、琵琶湖という一連のつながりの中で、「近いもの」
滋賀県全域
ロジェクト
を活用するための地域モデルを提案

75 NPO法人 太陽文化振興会

075-644-8329

0561-51-2878

西尾市佐久島 市民団体

東近江、湖東 市民団体

0749-72-5277

世界水辺クリーンプロジェクトを展開中・新しい太陽に適応する生き方や文化
(衣・食・住)の情報発信や提案
恵まれた滋賀の自然を背景に、体験活動と学習を通して、生物多様性の保全
また地球環境保全に取り組む
八幡堀の清掃活動、草むしり、花しょうぶ茶会、親子さかな釣り大会、花しょうぶ
補植作業等を実施
琵琶湖とその周りに住む人々を題材として県民参加型で制作され、2016年夏
に公開予定の映画「Mother Lake (マザーレイク)」を応援する会

九州

ＮＰＯ

info@npo-taiyoh.com

0942-65-3833

滋賀県全域

環境NPO

midori_mizu_f@yahoo.co.jp

090-8210-9522

近江八幡市八
市民団体
幡堀周辺

k-kazuhiko3@yk2.so-net.ne.jp

0748-32-5002

滋賀県全域

http://www.motherlake.co.jp/

0748-69-6707

市民団体

