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　秋田県では現在、21市町村の218の自治会等

が52地域のまとまりで、元気ムラ活動を展開し

ています。

　その内容は住民同士の絆づくり、入会地を生

かした収益事業、伝統行事の復活、除雪や買い

物支援など様々です。

　秋田県では今から40年位前に、住民の皆様

がスポーツレクリエーション、伝統芸能、きずな

づくりなどをテーマにモデルコミュニティ地区を

指定し、その活動を支援してきました。

　現在の元気ムラは、当時の活動を何らかの形

で次世代につないでいる地域が見られますし、

新たに活動を始めた地域もあります。　

　人口減少が進む秋田県、しかし下を向いてい

ては何も始まりません。元気ムラとは進みゆく人

口減少や高齢化等を背景に、住民個々が再び

つながり、対話と課題解決を重ねながら地域の

将来づくりにチャレンジする、より住民主体性、

課題解決性の強いコミュニティ活動であると言え

ます。

　県と市町村では県内各地の活動をテーマ毎に

整理し県民の皆様にお知らせし、参考としてい

ただくため、この元気ムラ通信をお届けすること

にしました。活動事例に関する出前講座もお受

けしておりますので、併せてご活用ください。

▲2013年9月8日（日）に秋田ふるさと村（横手市）で開催した
「あきた元気ムラ大交流会」

青森・岩手・秋田
3県の60地域

（約400人）が
参加

あきた元気ムラ
大交流会

地域自慢の
逸品を持ち寄り
交流しました

▲2012年の元気ムラ大交流会をきっかけに行われた

　南沢地域（上小阿仁村）と椿台地域（東成瀬村）の集落間交流。

　（2013年2月12日・元気ムラ産地直送ブログ掲載）

  元気ムラ通信
北は小坂町、南は湯沢市まで秋田県の元気な集落の情報満載

創刊号

▲三ツ方森地域（由利本荘市）ワラビ山の野焼き。

　5世帯の三ツ方森町内会はワラビ山の入山料を野焼きの経費にあてて

　いる。上質なワラビは町内会が山を管理することで生まれている。　

　（2013年5月27日・元気ムラ産地直送ブログ掲載）

「元気ムラ」とは？

mailto:katsu@pref.akita.lg.jp
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鹿角エリア

●松館（鹿角市）

●甚兵エ川原（鹿角市）
●三ツ矢沢（鹿角市）

●鴇（小坂町）

●山田（大館市）
●越山（大館市）
●大葛（大館市）　
●中野（大館市）　
●立花（大館市）　
●根子（北秋田市）　
●上小様（北秋田市）　
●伏影（北秋田市）
●八木沢（上小阿仁村）

●常盤（能代市）
●米田（藤里町）　
●上岩川（三種町）
●本館（八峰町）
●石川（八峰町）
●岩子・大久保岱（八峰町）

●鵜養（秋田市）
●琴川（男鹿市五里合）　
●鮪川（男鹿市五里合）　
●加茂青砂（男鹿市）　
●馬場目・杉沢
（五城目町）
●内川（五城目町）　
●落合（五城目町）

●三又（横手市）　
●上畑・滝ノ下（横手市）　
●金井神・上坂部（横手市）
●大屋（横手市）　
●亀田（横手市）　
●戸波（横手市）

●若畑（湯沢市）　
●小野（湯沢市）　
●内町・御屋敷
（湯沢市）
●堀回（羽後町）
●椿台（東成瀬村）

●余目（大仙市）　

●小種（大仙市）　

●小神成（大仙市）　

●白岩（仙北市）　
●田沢（仙北市）　

●北部川崎（仙北市）

●黒沢（美郷町）

●中直根（由利本荘市）　
●赤田（由利本荘市）　
●上笹子（由利本荘市）
●三ツ方森・大台
（由利本荘市）　
●滝（由利本荘市）　
●坂之下（由利本荘市）
●横岡（にかほ市）　
●冬師・釜ケ台（にかほ市）

仙北エリア

52 元気ムラ！
秋田県のがんばる農山漁村集落応援サイト（通称：元気ムラ応援サイト）を、2010年
4月インターネット上に開設しました。2013年10月1日現在、52地域（218集落）の取
り組み・お宝を紹介しています。

の

平鹿エリア雄勝エリア

北秋田エリア

山本エリア

秋田エリア 由利エリア

2013年度の
新規地域として
次の2地域も
現在調査中！

●中石（男鹿市五里合）
●大沢（藤里町）

元気ムラ応援サイトのデータ

元気ムラで検索

※「記事数」「ブログ記事数」…2010年4月1日～2013年10月19日のデータ

※2…2013年9月20日～10月20日（約1ヶ月）の平均データ

961

記事数

690

ブログ記事数

1000

1日あたりの
ページ閲覧数（※2）

約

ページ

住民の皆さんから地域の宝を教えてもら
い、県職員が原稿を作成しています。普段

暮らしていると気づかない、新たな地域の
宝の発見にもつながっています。

インターネットで頑張る地
域の取り組みを紹介！

以上

▲元気ムラ応援サイト画面 ▲各地域のイラストマップ
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※1…八木沢の地域おこし協力隊・2人は、現在「地域活性化応援隊」として上小阿仁村で活動中。2人に加え、平成25年7月から1名の地域おこし協力隊が村

に赴任し活動している。※2…元気ムラの集落を応援する企業、学校、ＮＰＯなど（登録制）　※3…元気ムラサイトでは「上畑・滝ノ下」地域で掲載中

東日本大震災の際、地域内の給水活
動を実施。さらに「要支援者マッ
プ」を元に地域の支援活動を行う。

椿台地域（東成瀬村）

自主
防災

地域の将来について考える「話し
合い」の中で、伝統行事「えびす
俵」を復活させた。

内町・御屋敷地域（湯沢市）

地域の
将来を
考える

地域の若者で作る「青若会」の活動が活
発。「大葛七集落対抗節電大会」を実施
し「低炭素杯2013」で特別審査員賞を
受賞。

大葛地域（大館市）

若者の
活躍

自治会が母体となった「狙半内共助
運営体」を組織。除雪支援やスー
パーへの買い物バス支援を行う。

狙半内地域（横手市）※3

共助

地域の炭焼き名人が、秋田県立農
業科学館の炭焼き窯復活に協力。
技術継承の一役を担った。

鵜養地域（秋田市）

技術の
継承

元気ムラ応援団（※2）の「第一学
院高等学校」生徒と地域の清掃活動
を共に実施し交流を行う。

内川地域（五城目町）

学生と
交流

10世帯が暮らす若畑は、地域外に住
む親戚と協力し、毎年10月中旬に
「紅葉祭り」開催。

若畑地域（湯沢市）

集落の
存続

地域おこし協力隊（※1）の若者が集
落に住み込み住民の暮らしをサポー
ト。アートイベント「KAMIKOANI 
PROJECT AKITA」も開催。

八木沢地域（上小阿仁村）

地域
おこし
協力隊

きのこの里づくりをめざし原木マイタ
ケ栽培に取り組む。10～11月に軽ト
ラ市「山田“菜”発見市」を開催。

収入源
づくり

使用しなくなっていたコミュニティホーム
を改装し「むらの喫茶店　たざわ」を運
営。地域住民の憩いの場となっている。

田沢地域（仙北市）

農村
喫茶

昭和49年に県のモデルコミュニティ地
区に指定。「話し合い」を核にコミュ
ニティ活動を40年継続している。

堀回地域（羽後町）

コミュ
ニティ
活動

集落で各部会を設置。直売所の運
営、首都圏スーパーへの山菜出荷の
他、地域ガイドの育成も行う。

赤田地域（由利本荘市）

収入源
づくり

元気ムラサイト・掲載地域の主な活動

山田地域（大館市）



余目（大仙市）の新そば
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元気ムラで検索

発行／秋田県企画振興部活力ある農村集落づくり支援室

●住所／〒010-8570　秋田県秋田市山王4丁目1-1
●電話／018-860-1215　●FAX／018-860-3875
●E-mail　katsu@pref.akita.lg.jp　

お問い
合わせ

元気ムラサイトを
携帯電話・スマートフォンで
見たい方は
←こちらから！

元気ムラ応援サイト→

10月は元気ムラ各地で、直売市や稲刈

り体験など沢山のイベントが開催され

ました♪にかほ市・冬師集落の稲刈り

体験では、昔ながらの農作業着「ふく

べ」体験が人気です。防虫対策や日除

け防止の覆面は忍者のようでもあり、

子どもの好奇心をくすぐるようです。

編集 後記

元気ムラの活動一覧

白岩（仙北市）を訪問（2013年6月25日ブログ掲載）

三ツ方森（由利本荘市）を訪問（2013年5月3日ブログ掲載）

内川（五城目町）

狙半内（横手市）

保呂羽（横手市）

堀回（羽後町）

浅見内活性化委員会による買い物支援バスの運行（2013年2月5日ブログ掲載）

地域とスーパーを繋ぐ買い物バスの運行（2013年4月19日ブログ掲載）

共助組織「保呂羽自治会」による除雪支援

流雪溝設置など「堀回地区コミュニティ推進委員会」が活動　  

毎月第3月曜日に健康講座を実施（2012年8月8日ブログ掲載）

冬場の楽しみを目的に雪中運動会を開催（2013年4月2日ブログ掲載）

木下ふれあい隊による「木下いきいきサロン」を開催

上小様（北秋田市）

亀田（横手市）

椿台（東成瀬村）

椿台住民をアドバイザーに迎えて防災訓練実施（2012年11月5日ブログ掲載）

7集落合同の防災訓練を実施（2013年10月8日ブログ掲載)

要支援者マップの作成「椿台の防災と五軒組」

落合（五城目町）

三又（横手市）

木下（横手市）

自主防災

共助

健康づくり

収入源づくり

山田（大館市）

上岩川（三種町）

鮪川（男鹿市）

馬場目・杉沢（五城目町）

三ツ方森（由利本荘市）

「原木マイタケ」の栽培とオーナー制度を開始

郷土料理「ニワダマ鍋」に使用する岩川地鶏の特産品化に取り組む

滝の頭の湧水を使った「滝の頭クレソン」の販売

現地の山菜や野菜を使う「農家レストラン清流の森」を運営

わらび粉を使った「根花餅」で老舗企業との連携を目指す

伝統行事の
保存

鴇（小坂町）

八木沢（上小阿仁村）

米田（藤里町）

北部川崎（仙北市）

内町・御屋敷（湯沢市）

地域の若者が「鴇大太鼓保存会」を結成し伝統を守る

地域おこし協力隊と八木沢番楽保存会が上小阿仁中学校と連携し、番楽を復活

地域の「根城青年団」とＯＢ会が「根城豊作相撲」を継承

角館の「火振りかまくら」炭俵製作を地域の老人クラブが行う

地域づくりの話し合いをきっかけに伝統行事「えびす俵」を復活

集落間交流
中石（男鹿市五里合）

冬師（にかほ市）

地域名（市町村） 活動内容

11月は新そばの季節。
各地でイベントも
開催されます。

元気ムラの各地域の活動をテーマ別にまとめました。
元気ムラ応援サイトに掲載している活動もありますので、インターネットを閲覧できる方はぜひご覧ください。

●Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント→@akitagenkimura　●ｆacebook→「あきた元気ムラ」

（2013年10月25日ブログ掲載）
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