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県では、平成30年度から「協働による環境活動促進モデル事業」として、

地域コミュニティによる環境活動を促進するための

取り組みを進めております。

平成30年度は、大館市と横手市の3地域を

この取り組みのモデル地域として選定しました。

このパンフレットは、各モデル地域の情報や、

実施した学習会などの内容についてまとめたものです。

このパンフレットには、秋田県内の各地域コミュニティにおいて

「これから何か環境活動をしようかな」ということだけではなく、

地域コミュニティ全体の活性化の参考となるところもあります。

これからの活動がさらに広く深くなるための手助けになれば幸いです。
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「協働による環境活動促進モデル事業」って
どんな取り組みなの？

　環境活動は、必要だと感じる方は多くいますが、実際に行動に移すまでが大変だ

と考えられています。

　地域には様々な課題が眠っており、その課題を解決した先に、それぞれの地域と

しての目指す将来像があると考えられます。そのような課題解決の取り組みの１つ

に「環境保全の視点」を加えることで、地域課題解決とともに環境活動の実践者の増

加につなげ、より一層の地球温暖化対策を進めるために、「協働による環境活動促

進モデル事業」の取り組みをはじめました。

　今回の事業において、「地域の目指す将来像」というのは各地域で考えているも

のがありましたが、課題についてはすぐに出てくるものではありませんでした。し

かし、事業を進めていく途中において眠っていた課題に気づくということもありま

した。このように各地域にはまだまだ眠っている課題があると考えられます。

　この事業では、環境保全の視点からの地域課題解決の取り組みを発見するため、

県だけでなく、市町村、各種団体などが協働で進めていく事業となっています。

はじめに
「協働による環境活動促進モデル事業」って

どんな取り組みなの？

秋田県地球温暖化防止
マスコットキャラクター

「あすぴー」

秋田県環境美化
マスコットキャラクター
「クリンちゃん」

INDEX 現
状
の
地
域

地
域
の
目
指
す
将
来
像

1

県、市町村、各種団体
の協力

課題解決のための
取り組み

課題解決のための
取り組み

課題解決のための

環境保全の視点からの
取り組み

課題

課題

はじめに
秋田県地球温暖化防止
マスコットキャラクター

「あすぴー」

秋田県環境美化
マスコットキャラクター
「クリンちゃん」

県では、平成30年度から「協働による環境活動促進モデル事業」として、

地域コミュニティによる環境活動を促進するための

取り組みを進めております。

平成30年度は、大館市と横手市の3地域を

この取り組みのモデル地域として選定しました。

このパンフレットは、各モデル地域の情報や、

実施した学習会などの内容についてまとめたものです。

このパンフレットには、秋田県内の各地域コミュニティにおいて

「これから何か環境活動をしようかな」ということだけではなく、

地域コミュニティ全体の活性化の参考となるところもあります。

これからの活動がさらに広く深くなるための手助けになれば幸いです。

○「協働による環境活動促進モデル事業」ってどんな取組なの？・・・ 1

○山田地域（大館市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

○山王台地域（大館市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

○山内三又地域（横手市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

目次

「協働による環境活動促進モデル事業」って
どんな取り組みなの？

　環境活動は、必要だと感じる方は多くいますが、実際に行動に移すまでが大変だ

と考えられています。

　地域には様々な課題が眠っており、その課題を解決した先に、それぞれの地域と

しての目指す将来像があると考えられます。そのような課題解決の取り組みの１つ

に「環境保全の視点」を加えることで、地域課題解決とともに環境活動の実践者の増

加につなげ、より一層の地球温暖化対策を進めるために、「協働による環境活動促

進モデル事業」の取り組みをはじめました。

　今回の事業において、「地域の目指す将来像」というのは各地域で考えているも

のがありましたが、課題についてはすぐに出てくるものではありませんでした。し

かし、事業を進めていく途中において眠っていた課題に気づくということもありま

した。このように各地域にはまだまだ眠っている課題があると考えられます。

　この事業では、環境保全の視点からの地域課題解決の取り組みを発見するため、

県だけでなく、市町村、各種団体などが協働で進めていく事業となっています。

はじめに
「協働による環境活動促進モデル事業」って

どんな取り組みなの？

秋田県地球温暖化防止
マスコットキャラクター

「あすぴー」

秋田県環境美化
マスコットキャラクター
「クリンちゃん」

INDEX 現
状
の
地
域

地
域
の
目
指
す
将
来
像

1

県、市町村、各種団体
の協力

課題解決のための
取り組み

課題解決のための
取り組み

課題解決のための

環境保全の視点からの
取り組み

課題

課題



はじめに
秋田県地球温暖化防止
マスコットキャラクター

「あすぴー」

秋田県環境美化
マスコットキャラクター
「クリンちゃん」

県では、平成30年度から「協働による環境活動促進モデル事業」として、

地域コミュニティによる環境活動を促進するための

取り組みを進めております。

平成30年度は、大館市と横手市の3地域を

この取り組みのモデル地域として選定しました。

このパンフレットは、各モデル地域の情報や、

実施した学習会などの内容についてまとめたものです。

このパンフレットには、秋田県内の各地域コミュニティにおいて

「これから何か環境活動をしようかな」ということだけではなく、

地域コミュニティ全体の活性化の参考となるところもあります。

これからの活動がさらに広く深くなるための手助けになれば幸いです。

○「協働による環境活動促進モデル事業」ってどんな取組なの？・・・ 1

○山田地域（大館市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

○山王台地域（大館市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

○山内三又地域（横手市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

目次

「協働による環境活動促進モデル事業」って
どんな取り組みなの？

　環境活動は、必要だと感じる方は多くいますが、実際に行動に移すまでが大変だ

と考えられています。

　地域には様々な課題が眠っており、その課題を解決した先に、それぞれの地域と

しての目指す将来像があると考えられます。そのような課題解決の取り組みの１つ

に「環境保全の視点」を加えることで、地域課題解決とともに環境活動の実践者の増

加につなげ、より一層の地球温暖化対策を進めるために、「協働による環境活動促

進モデル事業」の取り組みをはじめました。

　今回の事業において、「地域の目指す将来像」というのは各地域で考えているも

のがありましたが、課題についてはすぐに出てくるものではありませんでした。し

かし、事業を進めていく途中において眠っていた課題に気づくということもありま

した。このように各地域にはまだまだ眠っている課題があると考えられます。

　この事業では、環境保全の視点からの地域課題解決の取り組みを発見するため、

県だけでなく、市町村、各種団体などが協働で進めていく事業となっています。

はじめに
「協働による環境活動促進モデル事業」って

どんな取り組みなの？

秋田県地球温暖化防止
マスコットキャラクター

「あすぴー」

秋田県環境美化
マスコットキャラクター
「クリンちゃん」

INDEX 現
状
の
地
域

地
域
の
目
指
す
将
来
像

1

県、市町村、各種団体
の協力

課題解決のための
取り組み

課題解決のための
取り組み

課題解決のための

環境保全の視点からの
取り組み

課題

課題

はじめに
秋田県地球温暖化防止
マスコットキャラクター

「あすぴー」

秋田県環境美化
マスコットキャラクター
「クリンちゃん」

県では、平成30年度から「協働による環境活動促進モデル事業」として、

地域コミュニティによる環境活動を促進するための

取り組みを進めております。

平成30年度は、大館市と横手市の3地域を

この取り組みのモデル地域として選定しました。

このパンフレットは、各モデル地域の情報や、

実施した学習会などの内容についてまとめたものです。

このパンフレットには、秋田県内の各地域コミュニティにおいて

「これから何か環境活動をしようかな」ということだけではなく、

地域コミュニティ全体の活性化の参考となるところもあります。

これからの活動がさらに広く深くなるための手助けになれば幸いです。

○「協働による環境活動促進モデル事業」ってどんな取組なの？・・・ 1

○山田地域（大館市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

○山王台地域（大館市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

○山内三又地域（横手市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

目次

「協働による環境活動促進モデル事業」って
どんな取り組みなの？

　環境活動は、必要だと感じる方は多くいますが、実際に行動に移すまでが大変だ

と考えられています。

　地域には様々な課題が眠っており、その課題を解決した先に、それぞれの地域と

しての目指す将来像があると考えられます。そのような課題解決の取り組みの１つ

に「環境保全の視点」を加えることで、地域課題解決とともに環境活動の実践者の増

加につなげ、より一層の地球温暖化対策を進めるために、「協働による環境活動促

進モデル事業」の取り組みをはじめました。

　今回の事業において、「地域の目指す将来像」というのは各地域で考えているも

のがありましたが、課題についてはすぐに出てくるものではありませんでした。し

かし、事業を進めていく途中において眠っていた課題に気づくということもありま

した。このように各地域にはまだまだ眠っている課題があると考えられます。

　この事業では、環境保全の視点からの地域課題解決の取り組みを発見するため、

県だけでなく、市町村、各種団体などが協働で進めていく事業となっています。

はじめに
「協働による環境活動促進モデル事業」って

どんな取り組みなの？

秋田県地球温暖化防止
マスコットキャラクター

「あすぴー」

秋田県環境美化
マスコットキャラクター
「クリンちゃん」

INDEX 現
状
の
地
域

地
域
の
目
指
す
将
来
像

1

県、市町村、各種団体
の協力

課題解決のための
取り組み

課題解決のための
取り組み

課題解決のための

環境保全の視点からの
取り組み

課題

課題



大館市

山田地域 山田集落会会長
赤坂　実 氏

　山田地域は旧田代町に属し、大館市の市街地から北西に約５キロ、市のほぼ中央を流れる米代川か
ら北に約３キロの位置にあり、米代川の支流として南に流れる山田川に沿って集落が発達しています。
北西に位置する標高235メートルの茂屋方山（もやかたやま）を始めとする150メートル前後の丘陵
地に囲まれ、山田川に沿って広がる水田による稲作を中心とした農村地帯です。
　古くから地侍や戦国武将の家臣が城館を設けるなど、中世から近世にかけて比内地方の経済、交通
の要衝としての長い歴史を誇っています。古刹洞雲寺（とううんじ）は、山田を中心に地域一帯に檀家
を持つなど、地域の中心地的な役割を果たして来たことがわかります。

　山田地域では、食の観点から環境について学ぶため、
平成30年10月25日に学習会「残さず味わう地元食材 
～地域と環境について学ぼう～」を田代公民館山田分館
を会場に開催しました。
　学習会では、はじめに地球温暖化について学び、その
中で、地元の食材や旬な食材を使う、そして残さず食べ
ることなどが地球温暖化対策につながることを学びまし
た。
　次に、まちづくりファシリテーターである平元 美沙
緒 氏を講師として迎え、「それぞれの食材の旬っていつ
だろう？」ということを環境学習ツールの「○○（まるま
る）ボックス」を用いてグループワークによって考えまし
た。「○○（まるまる）ボックス」で足りないカード（山田
地域ならではの食材カードなど）については、それぞれ
グループで考え付け加えました。
　食材の旬について考えた後、「旬な食材を食べること
と、地球温暖化対策ってどう繋がるのか」ということに
ついて、NPO法人環境あきた県民フォーラムに説明い
ただきました。
　最後に、山田地域の皆さんが普段捨ててしまうような
食材の部位、反対に食材を無駄にしないようにしている
工夫などについて、各グループで意見交換を行いました。

　平成30年10月25日に開催した学習会では、食と地球温
暖化対策について学び、そしてグループワークを通じて考え、
次のステップとして、平成30年12月8日に「わくわくエコ・
クッキング」を田代いきいきふれあいセンターを会場に開催
しました。
　マリアージュキッチンの 鈴木 まり子 氏を講師に迎え、大
根をメイン食材、カボチャをサブ食材として、エコ・クッキ
ングを体験しました。
　大根や人参の皮をきんぴらにしたり、大根の葉っぱをふり
かけにしたりと、食材を無駄なく使ったおいしいレシピや、
電子レンジを活用した時短テクニックなどの調理方法を鈴木
まり子講師から教えていただきました。
　できた料理を召し上がったところ、皆さん揃って「おいし
い！」「今まで食材の無駄にしていた部分などがこんなにおい
しいとは思わなかった。是非、今後も教えていただいたこと
を実践していきたい」との感想をいただきました。

　モデル地域として、「食」をメインテーマに学習会やエコ・クッキングを開催してきた山田地域ですが、
今後、地域としてどのような地球温暖化対策などの環境活動が実践できるかという「実践プラン」の内容
を考え中です。
　山田地域における、これからの活動に期待しましょう！

（秋田県のがんばる農山漁村集落応援サイトより）

大館市

山田地域

（学習会の様子）

（講師：鈴木 まり子 氏）

（今回の料理５品）

（講師：平元 美沙緒 氏）

●山田地域ってどんな地域？

●山田地域の「食」について学ぶ

●今後の取り組みを考えよう！

●実際に体験！わくわくエコ・クッキングの開催

エコ・クッキングとは？
　エコ・クッキングとは、買い物から調理、食事、そして後片付けにお
いて、環境に配慮した工夫をすることです。
　例えば、鍋を用いた調理においては早めに火を消して余熱を有効活用
する、ほかにも地元の食材を使ったり、残さず食べたりすることなどで
す。エコ・クッキングの工夫は様々であり、手軽に取り組める環境活動
の一つです。

（今回のエコ・クッキング
約30名分のゴミ）

出るゴミが少なくてビックリ！
エコ・クッキングだけでなく、たくさんの方が一つの空
間に集まる（クール・ウォームシェア）ことで、楽しみな
がらいろんな温暖化対策にもつながっているんだね

●山田地域ってどんな地域？

●山田地域の「食」について学ぶ

●今後の取り組みを考えよう！
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大館市

山王台地域 山王台町内会長
渡部　明 氏

　山王台地域は、大館市の市街地から南東に約２キロ、餌釣沢ダムそばの位置にあり、平成４年に宅
地造成され、平成５年に23世帯で町内会が発足した新興住宅地であり、現在では、76世帯約200人
の町内会となっております。
　これまで、町内会単独事業（一斉清掃・町内花壇づくり・盆踊りや子ども神輿の開催など）や、自
治体からの補助事業（まちづくり事業・町内街灯LED化事業など）の活用により、三世代交流を進め
てきた地域です。

　様々な事業を進めてきた山王台地域ですが、事業と全く関係しない、
予期せぬ事態が発生したとのことでした。山王台地域の入口には、ゴミ
ステーションがありますが、毎週のごみ出しの日に、必ずといっても良
いくらい「分別のマナー違反」で取り残されるごみがあるということで
した。
　地域では「この問題をどうにか解決できないか・・・」と頭を悩ませ
ていたとのことでした。

　ゴミステーションの問題解決のため、山王台地域では、ま
ず役員たちが勉強しようということで、平成30年11月10
日に「地球温暖化とリサイクルに関する学習会」を、山王台町
内会館を会場に開催しました。
　はじめに、秋田県から地球温暖化について講演し、地球温
暖化の現状や、具体的な対策内容についてイメージすること
ができたとのことでした。

　モデル地域として、「ごみの分別」をメインテーマに学習会
を開催した山王台地域ですが、今後、地域としてどのような
地球温暖化対策などの環境活動ができるかという実践プラン
「～はじめてみようエコ活動～ ごみの分別と減量化」を、平
成31年1月に作成しました。
　実践プランでは、「当町内会のゴミステーションの中はい
つも綺麗」という山王台地域の目指す将来像を掲げ、様々な
取り組みを実践していくこととしました。
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（学習会の様子①）

（学習会の様子②）●山王台地域ってどんな地域？

●ごみ出しの日に必ず！？

●今後の取り組みを考えよう！

●まずは学んでみよう！

個人ではすぐに行動できそうだけど、
地域みんなで行動となると
どうしようか考えないとね

●山王台地域ってどんな地域？

●ごみ出しの日に必ず！？

●今後の取り組みを考えよう！

　実践プランでは、地域における実践内容として次の内容が明記されました。これからの山王台地域
の活動に期待しましょう。
①ゴミの分別：町内会員が今回の活動を「気づき」として、ゴミステーションは自分のゴミを一時的

に預かる場所であり、放置するところではないという意識改革を図ることで、ゴミ

の正しい分別について対応していきます。

②ゴミの減量化：①の次のステップとして、ダンボール等の紙のリサイクル、瓶のリユース、エコバッ

グの使用によるレジ袋のリフューズなど、活動の幅を広げて取り組んでいきます。

③啓 蒙 活 動：大館市が発行している「ゴミの分別冊子」を町内会チラシなどで有効活用し、ゴミ

分別などの啓蒙活動を根強く続け、長期にわたる活動を展開していきます。

●実践プランの内容について●実践プランの内容について
●まずは学んでみよう！

　学習会終了後、まずは学習した内容を地域内で共有するた
め、チラシを作成し、地域で回覧したとのことです。
　さらに、ゴミステーションをきれいにする取り組みの第一
段階として、１２月１日からは、ゴミステーション脇にペッ
トボトルキャップを回収する専用箱をさっそく設置しまし
た。これにより、地域におけるキャップ付きのペットボトル
ごみを削減できればと考えているとのことです。

●さっそく地域で実践行動！●さっそく地域で実践行動！

（山王台地域のゴミステーション）

（ペットボトルキャップ回収専用箱）

（山王台地域実践プラン表紙）
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　次に、大館市環境課の職員を講師に迎え、ペットボトル
キャップ回収事業、廃食用油回収事業について説明をうけ、
自分たちが地域で回収したペットボトルキャップなどが、ど
のような流れで、どのように活用されているのかを学びまし
た。さらに、リサイクルという「エコ活動」について、他団体
の事例や当町内会で取り組むためのポイントなどについてパ
ンフレットなどを用いて学びました。
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大館市

山王台地域

（学習会の様子①）

（学習会の様子②）●山王台地域ってどんな地域？

●ごみ出しの日に必ず！？

●今後の取り組みを考えよう！

●まずは学んでみよう！

個人ではすぐに行動できそうだけど、
地域みんなで行動となると
どうしようか考えないとね

●山王台地域ってどんな地域？

●ごみ出しの日に必ず！？

●今後の取り組みを考えよう！
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●実践プランの内容について●実践プランの内容について
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（山王台地域のゴミステーション）
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　次に、大館市環境課の職員を講師に迎え、ペットボトル
キャップ回収事業、廃食用油回収事業について説明をうけ、
自分たちが地域で回収したペットボトルキャップなどが、ど
のような流れで、どのように活用されているのかを学びまし
た。さらに、リサイクルという「エコ活動」について、他団体
の事例や当町内会で取り組むためのポイントなどについてパ
ンフレットなどを用いて学びました。



横手市

山内三又地域 山内三又地区長
石沢　達雄 氏

　山内三又地域がある横手市山内は秋田県の南東端に位置し、北を大仙市、東を岩手県西和賀町と接
しています。周囲を標高300～900ｍの山々に囲まれ、これらの山々に源を発する４つの河川に沿っ
て13の集落が点在しています。
　山内三又地域は、横手市山内地区の中心部・相野々地区から県道40号線を経由し車で25分ほど、
横手川上流部に沿って発達した山間の農村集落で、稲作のほか、葉タバコ、野菜の栽培が盛んです。
このあたりは横手川に注ぐ沢も多く、イワナの養殖も盛んです。
　そうした沢の一つである桑の木沢川に整備された「遊水の里」は、清流の里三又のシンボルです。石
積みの水遊び場や水車小屋などがあり、都市農村交流や住民の憩いの場として活用されています。
　毎年夏には、子どもたちによるイワナつかみ取り大会が行われているほか、水車が地元産の玄ソバ
を粉に挽いています。

　石沢区長からお話があったのが、この山内三又地域で
は、毎週のように行事などがあって忙しいとのこと。
　山内三又地域としての環境の取り組みを考える前に、
忙しい山内三又地域の１年間の行事などについて掘り起
こし、行事を通じて環境活動ができないか考えるため、
平成30年9月9日に学習会「三又エコひいきムラ～三又
×エコを考えよう～」を、山内三又コミュニティセンター
を会場に開催しました。
　学習会では、地球温暖化の現状や対策などについて学
んだ後、まちづくりファシリテーターの平元 美沙緒 氏
を講師に迎えてグループワークを行いました。グループ
ワークでは、山内三又地域における春夏秋冬の行事など
を出し合い、三又カレンダーを作成しました。
　三又カレンダーの行事などについて、NPO法人環境あ
きた県民フォーラムから「ここは既にエコな活動をしてい
る」「ここはもっとこうするとエコな活動になる」などの
レクチャーを受け、地域行事とエコについて考えました。
　最後に、次回の学習テーマを決めるため、もっと地域
としてここを学びたい（エコひいきしたい）エコ活動につ
いて、参加者でシール投票を行いました。

　学習会のシール投票の結果、次の学習会テーマは「薪ストー
ブなどの木材活用と環境について」になりました。
　それを踏まえて、平成30年11月18日に学習会「木材を
活用した暖房について学ぼう！ in 三又」を、山内三又コミュ
ニティセンターを会場に開催しました。
　ＮＰＯ法人環境あきた県民フォーラムから木材の活用と地
球温暖化対策についてレクチャーを受けた後、秋田木質燃料
暖房機器普及協議会の小玉 透 氏を講師に迎え、薪ストーブ
とペレットストーブについて講演いただきました。講演では、
木材や薪ストーブ、ペレットストーブを会場に展示し、山内
三又地域でも、薪ストーブを使っている方はたくさんいると
のことでしたので、今回の学習会が大変参考になったとの感
想も寄せられました。

　モデル地域として、三又カレンダーを作成し、薪ストーブなどの木材活用と環境について学習会な
どを開催してきた山内三又地域ですが、今後、地域としてどのような地球温暖化対策などの環境活動
が実践できるかという「実践プラン」の内容を考え中です。
　山内三又地域における、これからの活動に期待しましょう！

（秋田県のがんばる農山漁村集落応援サイトより）

横手市

山内三又地域

（グループワークの様子）

（講師：小玉 透 氏）

（薪ストーブ等を展示しての説明）

（作成した三又カレンダー）

●山内三又地域ってどんな地域？

●山内三又地域の１年間を掘り起こしてみよう！

●今後の取り組みを考えよう！

●シール投票で決まった
　　　次の学習会テーマは？

木材の活用と地球温暖化防止について
　木材利用は炭素の貯蔵、エネルギー集約的資材の代替、化石燃料の代替の3つの役割により、地球温暖
化防止に貢献しています。さらに、木材のエネルギー利用は、大気中のＣＯ２濃度に影響を与えない「カー
ボンニュートラル」な特性を有しており、ＣＯ２排出抑制に繋がります。
　このように、温室効果ガス排出抑制のためには、住宅や紙、木質バイオマスエネルギーなど様々な用
途により木材の利用拡大を図ることが重要です。　　　　　　　　　　（参考：林野庁ＨＰより）

●山内三又地域ってどんな地域？

●山内三又地域の１年間を掘り起こしてみよう！

●今後の取り組みを考えよう！

　地域内で学習会などを開催していく中で、山内三又地域で一つの新しい課題が浮上してきたとのこ
とでした。それは「昔と比べて地域コミュニティの結束力が弱くなっている」ということです。
　環境について地域内で学ぶ中で、新しい地域課題を発見することにつながりました。

●地域内の新しい課題が浮上！？●地域内の新しい課題が浮上！？

●シール投票で決まった
　　　次の学習会テーマは？

地域課題の解決に
環境の取り組みも貢献できる部分が

あるかもしれないね
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