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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。

令和元年度は、大仙市と湯沢市の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、実際に行動に移すことは大変です。
　私たちが暮ら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。その課題解決のための
取組の１つに「環境保全の視点」を加えることで、地域の課題を解決するとともに、
環境活動の実践者も増え、地域コミュニティ一体となった環境活動を進めることが
できます。
　県では、課題解決による地域の活性化と併せ、地球温暖化防止をはじめとする環
境活動を地域コミュニティ一体となって推進していただくよう、「協働による環境
活動促進モデル事業」に取り組んでいます。
　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描いているも
のがありましたが、課題についてはすぐに出てくるわけ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、地
域の方々だけでなく、県や市町村と協働で進めていく事業となっています。
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小貫部落会
会長　藤谷　喜明 氏

　大仙市小貫地域は大曲西道路の飯田インターチェンジから車で3分の場所にあり、のどかな田園風
景が広がっています。
　現在71世帯ありますが、地域で隣組を組織し、ゴミ置き場の施錠、草刈り、廃品回収、スポーツレ
クや総会など活発に活動しています。総会には隣組長を含めて約50人、スポーツレクには100人超
の人が集まります。
　多くの世帯で農業を営んでおり、特に稲や大豆の栽培が盛んです。大豆は地元の企業にお願いして、
納豆に加工してもらっています。

　小貫地域では、採れすぎた野菜を食べきれずに廃棄してしまう
ことがあるそうで、「ゴミの分別は頑張っているが、ゴミを減らす
観点では考えたことがなかった。盆や正月には大量のゴミが出て、
ゴミ置き場が山になる。」とのこと。
　そこで、食の観点から環境について学ぶため、令和元年8月3日
に学習会「『食品ロス』を楽しく学ぼう！地球と家計にやさしいお
トクなお話 in小貫」をおぬき部落会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と食品ロスの関係について学
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、Mariageキッチン 鈴木 まり子 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？」や「この食材は皮や種まで
全部食べきれる？食べきれない？」ということを環境学習ツール
の「○○（まるまる）ボックス」を用いたグループワークによって
考えました。各グループの発表後、鈴木まり子講師から、「たまね
ぎの皮はお茶になる」、「キウイフルーツの皮はスムージーになる」
など意外な調理法を紹介していただきました。
　そして野菜の保存方法についても、グループワークで考えてい
ただきました。ねぎは保湿をして立てて保存することで、キャベ
ツは芯につまようじを刺すことで、長持ちするという新しい発見
がありました。
　また、認定ＮＰＯ法人環境あきた県民フォーラムからは、スイ
カやお茶のパック、草刈り後の草は、乾燥させることでゴミの減
量につながるという説明がありました。

　令和元年8月3日に開催した学習会は座学でしたが、次の
ステップは体験学習として、令和元年8月24日に「『食品ロ
ス』を美味しく学ぼう！もったいないパーティーｉｎ小貫」
を大仙市大曲交流センターを会場に開催しました。
　前回に引き続き 鈴木 まり子 氏を講師に、小貫地域で採れた
野菜や米を使った地産地消のエコ・クッキングを体験しました。
　ナスやかぼちゃ、ズッキーニなどは皮ごと使用し、ほとん
ど野菜の水分だけでキーマカレーをつくりました。ほかに
も、かぼちゃのパンケーキ、枝豆の冷製スープ、小貫地域で
採れた野菜を使ったサラダの計４品をつくりました。
　ほかにも、かぼちゃは電子レンジを使うことで時短調理で
きるテクニックも教えていただきました。
　余ったご飯やスープは持ち帰って食べたので、食品ロスは
ゼロでした。

　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小貫地域ですが、
今後は学習会で学んだことを基に、地域として地球温暖化対策など、どのような環境活動が実践できる
かという「実践プラン」を検討中です。
　小貫地域における、これからの活動に期待しましょう！

（講師：鈴木 まり子 氏）

（小貫地域で採れた野菜）

（実際の完成した料理４品）（エコ・クッキングの様子）

（グループワークの結果）

●小貫地域ってどんな地域？

●小貫地域の「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
後片付けのときに、環境に配慮した工夫をすることだよ。
　例えば、鍋を使った調理をするときは、早めに火を消す
と余熱を有効活用できるね。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、エコ・クッキングは手
軽に取り組める環境活動の一つなんだ。

●小貫地域ってどんな地域？

●小貫地域の「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
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余目地域活性化対策
いきいき会議協議会
会長 三浦　正彦 氏

　大仙市余目地域は、大曲市街地から西に4kmほど、仙北平野と出羽丘陵との境目に位置し、水田と
丘陵が入り組んだ変化に富む里山・田園の景観が特徴です。
　昭和52年7月に、地域で活動していた余目公園愛護会、水道組合、婦人会、子供会、青年会、老人
クラブなどで「余目各種団体連絡協議会」を設立し、地域活動を行ってきました。
　平成16年に、余目地域を対象に「美しい四季癒しの郷構想」を立ち上げ、「余目地域活性化対策い
きいき会議協議会」と装いを新たにし、地域住民が誇る団結力を活かして、現在、幅広い分野での村
おこしに取り組んでいます。

　余目地区を流れる高寺川では、6月から7月にか
けてゲンジボタルの鑑賞会を開催しています。県
外からもお客さんが訪れるなど人気を集めていま
す。
　こうしたゲンジボタルの生息する環境を保全す
るためにはどうすれば良いのかを学ぶため、令和
元年10月19日に学習会「余目ホタルと仲間たち
を知ろう！」を余目会館を会場に開催しました。
　環境省希少野生動植物種保存推進員の 青谷 晃吉 
氏を講師に迎え、ゲンジボタルをはじめとする水
生生物の生態について教えていただきました。
　さらに、令和元年9月9日に実施した高寺川の現
地調査を踏まえて、高寺川にすむ生き物を紹介し
ていただきました。高寺川は生き物が多くすんで
いる豊かな川であり、その結果、ゲンジボタルも
生息できる環境であることがわかりました。
　最後に、青谷晃吉講師から、ゲンジボタルの生
息する環境を守るために、①高寺川の水量に変化
がないかモニタリングする、②除草剤や農薬、化
学肥料の量を減らす、③洗剤・油などの家庭用雑
排水を流さない、という3つの環境保全策を提案
していただきました。 （高寺川の現地調査の様子）

（学習会の様子）

●余目地域ってどんな地域？

●ゲンジボタルをはじめとする
　　　　　　　　　余目の水生生物について学ぶ

ゲンジボタルの生息環境保全やクマの
寄り付かない環境をつくるためには、
地域のみんなの協力が必要だね！

●余目地域ってどんな地域？

●ゲンジボタルをはじめとする
　　　　　　　　　余目の水生生物について学ぶ

　モデル地域として、「ゲンジボタル」をメインテーマに学習会を開催してきた余目地域ですが、今後、
地域として地球温暖化対策など、どのような環境活動が実践できるかという「実践プラン」を検討中
です。
　ご興味のある方は、ぜひ一度余目のゲンジボタルの鑑賞会にお越しください！

●今後の取り組みを考えよう！●今後の取り組みを考えよう！

　高寺川の近くでは、たびたびクマが目撃されてい
ます。クマの目撃情報があると、ゲンジボタルの鑑
賞会を安心して開催することができません。
　そこで、秋田県自然保護課の職員を講師に迎え、
令和元年11月9日に学習会「おっかなびっくり？ク
マの勉強会」を余目会館を会場に開催しました。
　令和元年10月3日に実施したクマ出没場所現地調
査を踏まえて、クマの生態や対策方法について学び
ました。
　親子グマが行動する様子や木に登る様子を動画で
流したところ、参加者からは「ほー」という驚きの
声が上がりました。
　クマを寄せ付けないためには、クマをおびき寄せ
ている誘因物を特定し、適切に処理・処分すること
が大切だということです。私たちができるクマ対策
として、落ちた果樹や木の実は、できるだけ拾って
きれいにすること、草刈りでクマを早く発見できる
状態にすることなど環境にも関わることが挙げられ
ました。
　参加者からは、クマの生態や駆除の現状などにつ
いて、多くの質問が出ていました。

●どうする？クマ対策 !●どうする？クマ対策 !

（クマ出没場所現地調査の様子）
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（講師：青谷 晃吉 氏）

（秋田県のがんばる農山漁村集落応援サイトより）
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横堀愛宕地区
会長 戸部　尚武 氏

　現在の湯沢市には二つの愛宕町がありますが、今回は旧雄勝町の横堀愛宕町をモデル地域として選
定しました。
　横堀愛宕地域は湯沢市の南部に位置します。南は秋の宮地域を経て宮城県に、西は院内地域を経て
山形県と接しています。古くから3県を結ぶ中継地点として道路が整備され、中世の時代を物語る板
碑や磨崖碑が多く残されています。
　「おしら様の枝垂れ桜」は、年間3万人が訪れる秋田県内有数の桜の名所で、地域住民が一致団結し
ボランティアで観光客のおもてなしを行っています。
　戸部会長は、地域のみなさんに地元に親しみを持ってもらうために「愛宕だより」や「横堀地域づ
くり情報」を発行しています。

　愛宕地区では年に8～9回、高齢者の交流の場として
「ふれあいサロン」が開催されています。戸部会長による
と、高齢者の中には、なぜゴミを分別しなければいけない
のかわからない人もいるとのこと。
　そこで、ふれあいサロンの中で、令和元年10月2日に
学習会「こんなこと知ってる？おトクなエコ話」をあたご
館を会場に開催しました。
　環境あきた県民フォーラムの職員を講師に迎え、二酸化
炭素を出さない生活をするためにはどのようなことが大切
かをクイズ形式で説明していただきました。冷暖房の温度
や風向き、歯磨きのときの水の出し方など、普段の暮らし
の中でも環境に配慮できることがあることを学びました。
　隣同士で意見交換しながらクイズに回答したり、冗談を
言い合ったりするなど、交流を深めながらなごやかに会が
進行しました。
　さらに、グループワークを通して、ガムテープや軍手な
ど身近な製品がリサイクル製品であることを学びました。

　令和元年10月2日の学習会を踏まえ、普段の暮らしの中
でできる環境保全活動に取り組むことにしました。そのひと
つとして、「エコバッグ持参によるレジ袋の削減」に焦点を
当てました。
　地球温暖化防止活動推進員の 佐藤 郁子 氏を講師に迎え、
令和元年11月7日に学習会「エコバッグをつくろう♪～地
球環境や未来のために…できることからはじめよう！～」を
あたご館を会場に開催しました。
　会の始めに、佐藤郁子講師から、レジ袋の有料化やプラス
チックの海洋汚染について説明がありました。「レジ袋が有
料化されるなんて知らなかった」という声も聞かれました。
　その後、無地のエコバッグに、型とアクリル絵の具を使っ
て思い思いの絵柄をつけ、世界にひとつだけのエコバッグを
つくりました。
　参加者のみなさんからは、「こんなにかわいいエコバッグ
なら買い物の時に持って行ける」「孫にプレゼントしたい」
との感想をいただきました。

　モデル地域として、高齢者が楽しみながら環境保全に関する学習会を開催してきた横堀愛宕地域で
すが、今後、地域として地球温暖化対策など、どのような環境活動が実践できるかという「実践プラン」
を検討中です。
　横堀愛宕地域における、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）

（学習会の様子）

（講師：佐藤 郁子 氏）

（完成したエコバッグ）

（グループワークの様子）

●横堀愛宕地域ってどんな地域？

●普段の暮らしの中で
　　　　　　環境に配慮できることはあるのかな？

●今後の取り組みを考えよう！

●世界にひとつだけのエコバッグをつくろう！

レジ袋の有料化について
　国は、プラスチック製のレジ袋について、令和２年７月１日から全ての小売店に有料化を義務づける
方針をまとめました。
　レジ袋をはじめとするプラスチック製品は、正しい回収・再生利用がされなければ、海洋ゴミ問題な
どの原因となります。
　レジ袋有料化をきっかけに、私たちが、気づかないうちにプラスチック製品に頼っているライフスタ
イルを見直すことが、プラスチックゴミの削減や地球環境の保全につながります。

●横堀愛宕地域ってどんな地域？

●普段の暮らしの中で
　　　　　　環境に配慮できることはあるのかな？

●今後の取り組みを考えよう！

●世界にひとつだけのエコバッグをつくろう！
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みんなは、スーパーマーケットやコンビニエンス
ストアでレジ袋をもらっているかな？レジ袋の有
料化をきっかけとして、エコバッグの持参を心が
けよう！
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