
輪の国びわ湖の活動



びわ湖一周サイクリングをきっかけに、気軽に自転車に親しむ人を

増やし、健康的で環境に調和した社会をつくるために、市民の有志

を中心にNPOや事業者、行政団体などが集まり、2009年10月に設

立した民間の団体です。

2009年10月設立輪の国びわ湖推進協議会



一般社団法人輪の国びわ湖 

ええラジオ 

株式会社ミズホネット 

くうのるくらすの創造舎 

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 

自転車ライフプロジェクト 

市民団体　マイクリング・プロジェクト 

水色舎 

特定非営利活動法人HCCグループ 

特定非営利活動法人五環生活 

トレンシス 

日本風景街道「琵琶湖さざなみ街道・ 
　中山道」パートナーシップ

輪の国びわ湖推進協議会　構成団体

※市民（NPO）・事業者・ 
　行政の3者で構成 
　市民の有志によるボラン 
　ティアを中心に活動

ニューフィールドワークス 

認定特定非営利活動法人環境市民 

琵琶湖汽船株式会社 

琵琶湖博物館　環境学習センター 

守山市自転車競技連盟 

有限会社ライフ 

歴史街道推進協議会 

和ウトドア



びわ湖一周された方にヨシ紙の認定証と特製ステッカーを送付

びわ湖一周サイクリング認定証

あなたは、日本でもっとも大きな湖であるびわ湖一周を

サイクリングで成し遂げられました。

ここにそのチャレンジ精神を称え、

びわ湖一周サイクリングの走破を認定いたします。

輪の国びわ湖推進協議会会長　藤本 芳一

びわ湖一周サイクリング認定証
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この紙には、びわ湖のヨシを使っています。（ヨシパルプ55％配合）。ヨシの活用は、水の浄化や水鳥・魚などの生息地保護につながります。

五百住　道子

2014年　8月　31日

輪の国びわ湖推進協議会の活動

★★★★★CYCLING AROUND
LAKE BIWA

CYCLING AROUND
LAKE BIWA 2018

CYCLING AROUND LAKE BIWA
★★★★★★★★★★



びわ湖一周認定チェックポイント

ＪR永原駅 観光案内所

彦根港

長浜港
道の駅 しんあさひ風車村

（休止中）
道の駅 近江母の郷
米原駅サイクルステーション

道の駅
湖北みずどりステーション

道の駅 草津
グリーンプラザからすま

大津港

志賀観光協会

琵琶湖周航の歌資料館

びわ湖高島観光協会高島案内所

今津港

びわ湖

能登川水車とカヌーランド

琵琶湖マリオットホテル



認定システムサイト 
https://i.biwako1.jp

びわ湖一周認定手順

※上の手順でうまくいかない方、携帯不使用の方はチェックポイント名「大津港」、答え、
　通過時間をメモして入金の際払込取扱票に記入してお送りください。

大津港沖 180 メートルの防波堤沿いには何がある？

びわこ大風車
びわこおおなまず
びわこ花噴水   

主催　　　　　　輪の国びわ湖推進協議会
お問い合わせ先　特定非営利活動法人 五環生活　〒522-0088 滋賀県彦根市銀座町 1-4
　　　　　　　　TEL 0749-26-1463  FAX 0749-29-1245
　　　　　　　　URL http://www.biwako1.jp　E-mail info@biwako1.jp

長さ約 440ｍ、高さ約 40ｍ（10階建てビルに相当）です。横の長さは世界一です。
夜はライトアップされます。

大小読みやすい方でどうぞ！

びわ湖一周サイクリング認定
チェックポイント

スマートフォンや携帯で i.biwako1.jpにアクセス
「チェックポイント通過登録」を選択
下のクイズの答えを選んで送信

チェック手順

チェックポイント名大津港

QRコード

1
2
3

1
2
3

ヒント

※エラーになる場合は、次のQRコードを読み取ってください。

Qクイズはこちら

チェックポイントのポスター

https://i.biwako1.jp


認定証発行数の推移

あなたは、日本でもっとも大きな湖であるびわ湖一周を

サイクリングで成し遂げられました。

ここにそのチャレンジ精神を称え、

びわ湖一周サイクリングの走破を認定いたします。

輪の国びわ湖推進協議会会長　藤本 芳一

びわ湖一周サイクリング認定証
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この紙には、びわ湖のヨシを使っています。（ヨシパルプ55％配合）。ヨシの活用は、水の浄化や水鳥・魚などの生息地保護につながります。

五百住　道子

2014年　8月　31日
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びわ湖一周自転車BOOK

価格  ¥1200＋税 

編著：輪の国びわ湖推進協議会 

発行：2016年6月　西日本出版社 

A5版　128ページ 

11,000部発行　現在ほぼ完売



事例紹介
びわ湖一周だけでなく、 

　周辺のコースも紹介



ちずたび　びわ湖一周自転車BOOK



ちずたび　びわ湖一周自転車BOOK



ちずたび　びわ湖一周自転車BOOK



ちずたび　びわ湖一周自転車BOOK



協賛ショップ

現在49店舗 

自転車で来た人に特典を提供 
例：飲食・宿泊代の割引、 
　　粗品プレゼント等 

輪の国びわ湖ウェブサイトに掲載 
（サービス内容をアイコンで表示） 
　・自転車屋内預かり可 
　・3方式対応空気入れの無料貸出 
　・パンク修理キットの販売、 
　　または提供 
　・自転車宅配サービスの販売 
　・マイボトルへの給茶サービス等



セミナー、シンポジウムの開催

サイクルツーリズムシンポジウム2018 

また来たいと思う 
地域まるごとのおもてなし 
2018年2月18日（日）近江八幡市にて 
講師：ブラッキー 中島 隆章 さん 
　　　（京都府南丹市美山町在住 
　　　　ウィーラースクールジャパン 代表）

例：

輪学2017　滋賀×自転車＝○○？ 
ビワイチの先をめざして 
2017年6月～2018年3月　ほぼ月一回の割合で開催 
滋賀県各地でサイクリングツアーの実施をされてい
る方に順番に発表いただき、交流と今後の発展に繋
げる



びわ湖一周サイクリングのPR

2017年11月26日　滋賀県守山市 
モリイチスタンプラリー 
 
2017年12月9日　大津市 
三方よしエコフェア 
2018年2月24、25日　名古屋市 
名古屋サイクルトレンド 
（守山市による出展への支援） 
2018年3月18日　滋賀県野洲市 
守山野洲川クリテリウム 

2018年3月25日　滋賀県草津市 
くさつサイクルフェスタ

例：



ウェブサイトの運営

びわ湖一周 
メールマガジンも 
月2回発行

www.biwako1.jp

http://www.biwako1.jp


自転車安全啓発

滋賀プラス・サイクル推進協議会と協同でポスターを作成、県下各地に掲示



冊子「びわこじてんしゃ。」の発行

年2回程度、滋賀の
サイクリング情報
や、自転車に関す
る知識などを掲載
した冊子を発行



ぐるっとびわ湖サイクリングマップ

2016年度（一社）輪の国 
びわ湖が県から制作を受託 

A1版（折りたたむとA5版） 

日本語、英語、中国語繁体
字の3言語版 

2017年度に日本語版8万部、
英語・中国語版各1万部印刷











ビワイチ推進総合ビジョンの策定

将来こんな「ビワイチ」を実現していきたい「目指す姿」
の具体像を、ストーリーとして示す 

（一社）輪の国びわ湖が県から業務を受託。県との共同作
業により策定。2018年3月公表 
www.pref.shiga.lg.jp/chijishitsu/kaiken/files/20180402-01.pdf



ビワイチ推進総合ビジョンのポイント

様々な場所に立ち寄り、宿泊もしてゆっくり廻る人を増やす 
➡誰でも気楽に楽しめる環境整備と見どころ、おすすめ店のPR、ゆっ
くり走るのに適した道の整備

県内各地を巡るコースを設定、ビワイチから県内全域に人を呼
び込む（ビワイチ・プラス）

地域の人々が積極的にサイクリストを歓迎する雰囲気づくり 
（地域の人との交流を生み出す） 

➡「ビワイチルール」の設定 
自転車のルール・マナーの遵守　地域の人にあいさつを 

➡地域の人自身がサイクリングを楽しんでいたり、日常生活で自転車
を利用し、自転車に親しみを持っていること


