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令和２年度 事業報告 

 

 令和２年度は、県から引き続き地球温暖化防止活動推進センターの指定（令和

６年度までの５年間）を受けたスタートの年に当たりましたが、新型コロナの感

染拡大の影響を受け、センターに関する事業や自主事業については、計画内容を

適宜見直しながら進めざるを得ませんでした。 

 そうした中で、地球温暖化防止活動推進センターについては、その役割を果た

すため、温暖化対策に関する情報の発信や提供に努めるとともに、地球温暖化防

止活動推進員等の方々のスキルアップのための取組みや活動の支援を行いまし

た。さらに子どもたちへの環境教育、幅広い世代を対象にした環境学習やセミナ

ーなどを通じて普及啓発に取り組みました。 

また、自主事業については、地域の環境活動に携わっている環境活動団体等と

取組みの方向などについて意見交換し今後の課題を共有したほか、社会的に関

心の高いテーマを取り上げてのセミナーの開催や、企業の環境活動を支援する

ための取組みなどを行いました。 

一方、令和元年度に認定特定非営利活動法人になったことを踏まえ、組織の財

務基盤を強化するため、賛助会員等の拡大を図る取組みにも注力しました。 

 

１ 自主事業 

（１）環境活動団体等との連携事業 

各地域のエコマイスター協議会（県北、県央、県南）の役員と個別に、地

域の環境活動の現状や課題、さらには地域の環境活動を活発にしていくため

の課題や方策などについて意見交換を行いました。 

これを踏まえ、３協議会と当フォーラム、さらに県も交えて意見交換を行

い、今後、議論を重ねながら取組みを進めることを確認しました。 

（２）環境問題に関するセミナーの開催 

   最近、社会的に関心の高い SDGｓを取り上げ、セミナーを開催しました。 

   コロナ禍にあったことから、会場集合型オンラインセミナーの形を取り、

2日連続（1日目導入編、2日目活用編）で行いました。 

   〇開 催 日：令和３年３月１６日（火）、17日（水） 

   〇開催会場：遊学舎 
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   〇講  師：東北環境パートナーシップオフィス（ＥＰＯ東北） 

          鈴 木 美紀子 氏 

   〇内  容 

    …3月 16日 導入編（参加者：４０名） 

・ＳＤＧｓの概要と登場した背景 

           ・社会への浸透 

    …３月 17日 活用編（参加者：３６名） 

           ・SDGｓの本質と向き合う 

           ・活用事例 

（３）企業の環境活動支援の取組み 

  ① 昨年度に引き続き、省エネや廃棄物減量化対策などのため、環境マネジ

メントシステム（エコアクション２１）の導入に取り組もうとする企業に

環境アドバイザーを無償で派遣するための事業を実施しました。 

令和２年度は１企業からの要請にとどまっており、ニーズに沿った取

組みが課題となっています。 

  ② 企業が自発的に取組んでいる環境分野での CSR（社会貢献活動）に関

する情報をフォーラムのホームページに掲載しました。 

（４）環境保全活動に関する講師や専門家の紹介 

   フォーラムのホームページに「環境の達人」と「環境カウンセラー」を紹

介する情報をアップしました。 

（５）環境マイスター研修会 

平成２４年度から（社）日本自動車販売協会連合会秋田県支部、NPO 法

人環境市民（京都市）及び当法人の三者共催で実施している自動車販売員を

対象とした「環境マイスター」認定研修会については、令和２年度はコロナ

禍のため中止となりました。 

（６）エコイベントへの参加 

   例年秋田市で開催している「あきたエコ＆リサイクルフェスティバル」を

はじめ県内各地のエコイベントは、コロナ禍のためすべて中止となりまし

た。 

（７）あきた環境学習応援隊としての活動 

   県内の環境学習機会の充実のための活動に取り組むため、「あきた環境学

習応援隊」として、県に登録しています。 

（８）環境あきた県民フォーラム通信の発行 

   環境に関する情報や会員の動向等について情報発信しました。（令和３年

１月） 
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２ 総会、理事会の開催状況 

  年 月 日  開催場所 内             容 

第 1回 理事会 

６月 １日（月） 

遊 学 舎 （決議事項） 

〇総会に付議する議案 

 ・令和元年度事業報告及び決算報告 

 ・令和２年度事業計画（案）及び活動予算（案） 

 ・定款の変更 

 ・借入金の最高限度額 

 ・理事長への委任事項 

 ・役員改選 

（報告事項） 

 〇新型コロナウイルス対策に伴うフォーラム事

業への影響 

 〇賛助会員募集の取組み 

 〇環境あきたエコ活動促進事業 

総     会 

６月１３日（土） 

遊 学 舎 〇議案の審議 

 

第２回 理事会 

７月 2日（木） 

遊 学 舎 （決議事項）なし 

（協議事項） 

 〇フォーラムの組織力の強化 

 〇理事の役割分担 

 〇会費・寄付金の増に向けた取組み 

 〇企業の環境活動支援の取組み 

（報告事項） 

 〇令和２年度の事業計画 

 〇自主事業の検討状況 

第 3回 理事会 

１２月２日（水） 

南部市民 

サービス 

センター 

「なんぴあ」 

（決議事項）なし 

（協議事項） 

 〇未着手の自主事業の取り扱い 

（報告事項） 

 〇今年度の賛助会員の加入状況等 

〇自主事業の実施状況 

〇地球温暖化防止活動推進センターに係る事業 

 の取組状況 

 〇県補助・委託事業 
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第 4回 理事会 

３月 29日（月） 

遊 学 舎 （決議事項） 

 〇給与規程の一部改正 

 〇特定資産（環境活動基金）の取り崩し 

（報告事項） 

 〇自主事業の実施 

 〇環境あきたエコ活動支援助成金事業 

（意見交換） 

 〇令和３年度以降の自主事業に係るテーマ 

 

３ 地域センター強化支援事業（県委託事業） 

  県指定の地球温暖化防止活動推進センターとして、セミナーや環境学習等

を通して広く県民の理解を深めるとともに、防止活動の促進役を担う人材育

成などに取り組みました。 

 

（１）環境教育・地球温暖化防止活動の拠点の運営 

   県民や民間団体等の行う地球温暖化防止活動や環境の保全に向けた取組

みの拠点としての役割を果たすため、センターの運営に資する次の業務を

行いました。 

①地球温暖化防止活動推進センター事業全般の企画・運営 

 ・企画・運営業務として企画運営会議を４回開催 

 ・ホームページの管理運営 等 

②普及啓発業務 

 ・ホームページなど通しての情報の発信・提供 

（令和２年度のホームページアクセス件数： 

40,987件（対前年度比１４３％）） 

 ・普及啓発パンフレットの活用 

③地球温暖化対策に関するセミナーの開催 

 【内容】テーマ：「気候変動と SDGs」 

     講 師：東北環境パートナーシップオフィス 鈴木 美紀子氏 

 【開催会場等】 

〇12月 大仙市大曲交流センター（参加者 28名） 

  〇12月 由利本荘市文化交流館「カダーレ」（参加者 52名） 

④一般家庭向け省エネ講座の開催 

  〇10月 湯沢市横堀交流センター（参加者 30名） 

  〇 3 月  三種町森岳公民館（参加者 30名） 
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⑤環境学習支援 

 ・秋田地域振興局等と連携し、同管内の２小学校（潟上市、男鹿市）で

環境学習を実施 

⑥あすぴー推進隊による地域支援 

    ・井川町大麦地区及び三種町山本大町地区での地域住民が主体となっ

た環境保全活動（学習会等）の支援 

 

（２）地球温暖化対策に関する人材の育成及び活用支援 

   ①推進員等を対象にした研修会の開催 

推進員等を対象とした研修会を次のとおり開催しました。 

・基礎研修 

８月 県内４カ所（参加者 54名） 

（由利本荘市、大館市、秋田市、横手市） 

・視察研修 

  11月 県内２カ所（参加者 39名） 

（湯沢市「ジオスタ☆ゆざわ」、「（株）栗駒フーズ」） 

（秋田市「湯沢クリーンセンター」、「日本製紙（株）」） 

・地球温暖化防止活動推進員等エキスパート研修 

   3月 県内 3カ所（参加者 75名） 

（秋田市、大館市、横手市） 

   ②推進員等の活用支援 

    推進員等と協力しながら県民への PRと活動展示を行いました。 

 

（３）「環境あきた県民塾」運営業務 

  「令和２年度環境あきた県民塾」は、８月から１１月までの間、湯沢市を

主会場に開催しました。（座学 6講座、体験 3講座） 

  塾生 29名のうち、全９講座中 6講座以上を受講して必要な単位を取得 

した 26名が修了生として認定されました。 

また、あきたエコマイスターNEWSについては、年 2回（7月・2月）、

各 4,000部を作成しました。 

 

（４）地域の環境活動支援事業 

   市民団体や学校、児童館、市町村からの要請に基づき、身近なエコ活動か

ら地球環境問題まで幅広い内容の講座に講師を派遣しました。 

    （派遣回数：40件） 
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４ 秋田県認定リサイクル製品展示 PR事業（県委託事業） 

  秋田県認定リサイクル製品について、広く県民等の関心を高めるとともに 

認定事業者の販売促進につなげるため、各地の展示場などに出展しました。 

 （出展会場等） 

   ・9月 24日（木）～10月 6日（火） 

…秋田県ゆとり生活創造センター「遊学舎」 

・10月 8日（木）～21日（水）…マックスバリュー天王店 

・10月 23日（金）～11月 3日（火）…道の駅「セリオンプラザ」 

・11月 5日（木）～16日（月）…秋田市にぎわい交流館 AU 

 

5 地域における地球温暖化防止活動促進事業（JCCCA補助事業） 

（１）「COOL CHOICE」の推進 

   国が進める地球温暖化防止のための国民運動「COOL CHOICE（＝賢い

選択）」に関する普及啓発活動及び賛同書の取りまとめを行いました。 

（賛同書数 個人：1,582人、企業・団体：21） 

（２）セミナー等の開催 

県内４カ所（横手市、秋田市、由利本荘市、大館市）で推進員、エコマ 

  イスター及び地域住民を対象に、地球温暖化の影響を顕著に受けているキ

リバス共和国の現状についての講演会を開催しました。（参加者 61名） 

（3）推進員・エコマイスターの活動支援 

   推進員等が講師として実施する環境家計簿や温暖化対策に関する講座に

資するため、必要な情報提供や資料作成などの支援を随時行いました。 

   また、推進員等の活動に資するため、啓発用ツールとなる環境紙芝居（2

種類）を作成しました。 

（4）環境家計簿の活用と広報 

環境家計簿は温暖化防止対策の有効なツールであり、大人向けについて 

は、今後に向けてより効果的な取組みができるよう内容を見直し、普及啓発

の役割をお願いしているアドバイザーの方々を対象に研修を行いました。 

また、子ども向けについては、「子ども環境家計簿」への取組みの拡大を

目指した結果、令和 2年度は４市（大館市、由利本荘市、大仙市、横手市）

の協力を得ながら、前年度のほぼ倍に当たる 38保育園の年長園児 613名

を対象に実施するとともに、若い世代である保護者の意識啓発にも取り組

みました。 
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6 環境あきたエコ活動支援助成金事業（県補助事業） 

  県からの補助を受け、NPO等の民間団体が行う自主的な環境保全活動に助

成する事業を実施しました。 

  【内容】 

   〇助成対象  ８団体 

   〇助成金額  1団体当たり 130千円～299千円  計 1,873千円 

   〇各団体の事業の主な分野 

    ・生態系の保全 

    ・プラスチックごみ対策 

    ・身近な環境の保全 

    ・農地などを切り口にした環境に配慮した地域づくり など 


