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今月の表紙 市民活動の原点に立ち返る交流会 第１回「みんなで考えよう」
１２月４日(土)、「みんなで考えよう～地球温暖化で秋田に住めなくなる⁉自分たちにできることは？～」を
開催しました。仙台市出身で、日本人で初めてキリバス国籍を取得した一般社団法人日本キリバス協会のケン
タロ・オノさんをゲストに招き、世界でいち早く温暖化の影響を受けているキリバス共和国で今起こっているこ
とを学び、意見交換しました。キリバスの住民は、自分たちが環境難民になるかもしれないと覚悟しつつ、ふる
さとに住み続けることを諦めず、世界にメッセージを発信しています。参加した福寿草の会の照井昌子さんは
「危機的側面だけでなく、横手の自然環境をどう残していくかも含めた伝え方の工夫が必要だと発見した」と
語りました。会場内では活動分野を超えて協働する可能性についても模索がなされていました。（奥ちひろ）

地域でかがやく団体・企業

DATA_団体情報

THEME_CSR（企業の社会的責任）
環境保護と経済活動が両立する
持続可能な社会の実現
有限会社泉谷土木はあやめまつりで有名な横手市
の浅舞公園の隣に本社があります。平成２２年から地
域貢献活動として市町村合併後に管理が手薄になっ
た道路や公園周辺のゴミの国収や除草、 植裁などの
環境美化活動を行っています。また、その活動を通じ
て地域住民にも環境美化への意識を促しています。
平成２４年からは同じ地域の有限会社細谷設備と
共に平鹿地域振興局建設部の「アダプト・プログラム」

有限会社泉谷土木
代 表／泉谷 悟さん
所在地／横手市平鹿町浅舞字蒋沼 212-1
TEL／ 0182-24-3167

「元気なふるさと秋田づくり」（平鹿地域振興局）
顕彰事業で表彰されました。
（有限会社泉谷土木 代表取締役 泉谷 悟さん）
この度、泉谷土木・細谷設備で取り組んでいる環
境活動「アダプト・プログラム」について表彰をいた
だきました。この活動については、毎年平鹿地域振
興局建設部さまから必要資材についてご支援をい
ただいております。
これからも地域の皆さまが気持ち良く通行出来
るよう、継続して取り組んで参ります。

の団体認定を受け、活動を継続しています。

▲12 月 2 日に行なわれた表彰式にて（右が泉谷悟さん）

「アダプト・プログラム」事業について
▲▼10 月に行なわれた作業の様子です

※引用元
「美の国あきたネット
（平鹿地域振興局）」

「アダプト」とは「養子にする」という意味で、社会貢
献に意欲・関心を持つ団体と行政が協働して、県が管
理する一定区間の道路や河川の「里親」となって、清
掃や除草などの環境美化活動や維持管理活動を行
い、良好な道路・河川環境をつくることにより、地域
の共有財産である道路や河川への愛着を深めていた
だくとともに、利用者のマナー向上を図ることを目的
として実施している事業です。

環境美化活動では、花壇の除草作業や歩道の清掃

これまで対象活動区域が道路の場合は「アダプト・
ロード・プログラム」、河川の場合は「アダプト・リバー・
プログラム」としておりましたが、参加していただける
団体等を拡大し、より良い環境作りと愛着を深めてい
ただくため、「山と川のある町」アダプト・プログラムと
名称を変更しました。

作業を行なっています。冬を迎える前には花壇や看板
の片付けなども行われます。

（編集 八嶋 英樹）

有限会社泉谷土木
ホームページ QR コード
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Vol.８ 保呂羽地区自治会（横手市）
「自分たちの地域は自分たちで守る」
「保呂羽地区自治会」について

保呂羽地区自治会
代表 守屋 裕一さん
横手市大森町保呂羽地域は横手市の西端に位
置し、１７集落、１９９世帯、人口４８３人が暮らす山
間地域です。ここ１０年間で、地域内人口が２００人
以上減少した他、地域全体の高齢化率が６２．０%
まで上昇したこともあり、様々な生活課題が顕著
になっています。住民の多くが危機感を共有して、
横手市内で最初に、共助組織（保呂羽地区自治会）
が設立された地域でもあり、共助の精神が自慢の
地域となっています。
しかし、コロナ禍の中で保呂羽地区の長所でも

■設立： 平成２４年９月２４日
■人数：３６名
■活動拠点：横手市大森地域
（事務局）横手市大森町八沢木字前田 33-2
前田公民館内
（TEL 0182-26-6040）
■団体設立の目的
昔から伝わる「結い」の精神で、保呂羽地区の
有志により自分たちの地域は自分たちで守る
という基本理念の元に共助組織として設立。
■これまでの主な活動
平成 24 年から雪よせ、雪下ろしを実施
平成 28 年度より買い物支援、集いの場づくり
にも取り組む
令和元年から女性中心に山菜部会を発足

ある住民同士の助け合い活動や共助力の低下が
懸念されており、行事も自粛となって人と会えな
い状況が当たり前の状況が続き、引きこもる高齢
者の姿も見られました。１０月からは、県の「緊急サ
ポートファンド」を活用してサロンや、買い物支援
など、地域の交流促進と支援体制の充実を図る取
り組みに力を入れています。これからは、アフター
コロナに向けて、支えられる側ばかりでなく、支え
る側も同様に生きがいを感じながら、安全安心に
過ごす事ができるような地域力の向上を図って参
りたいと思います。

保呂羽地区自治会
ホームページ QR コード
保呂羽地区自治会は令和３年度 元気なふるさと
秋田づくり顕彰事業(平鹿地域振興局)で表彰対
象に選ばれ、１２月２日に表彰式が行われました。
表彰おめでとうございます。
（編集

P03

|ハンサン｜2021.11｜

八嶋英樹）

News 秋田県南ＮＰＯセンターより
県南部の市民活動団体等に役立つ情報のほか、男女共同参画の推進、若者の自立支援等に関する情報をお伝えします。

市民活動団体も、経営課題に向き合い、次の経営戦略を作っていこう
先月号で紹介した「市民活動に関するアンケート」結果

②強みを利用して、克服できる脅威はないか？

から、多くの団体が「団体や活動を運営していく上での知

③弱みを改善することで、獲得できる機会はないか？

識やノウハウ、資源が不足している」と考えていること、

④弱みを改善することで、回避できる脅威はないか？

「経営知識やノウハウを必要としている」ことが見えてき

このように考え、それぞれ必要な取り組みを検討していき

ました。そこで 11 月 14 日、
「市民活動団体の『事業承

ます。ここで出てきた取り組みを整理し、団体としての目的

継』と『モデルチェンジ』を考える勉強会」を開催しまし

を達成するための優先順位を決めることで、中期戦略がで

た。
「世代交代・事業承継」と言われると現実的には難し

きあがります。

そうなイメージを持ちがちです。しかし、団体の状況を客

また、NPO サポートセンター（東京）が NPO 向けに作成

観的に捉えた上で、地域の現状や団体が事業対象としてい

した「戦略の骨格」という現状分析ツールもあります。
「戦

る方々の現状を再確認してみると、今後必要な活動が見え

略の骨格」では、まず以下について箇条書きで整理します。

てきます。最新の状況に合わせた活動を展開するその先

①今、起こっている（社会課題や対象者の）変化は？

に、賛同してくれる新たな仲間が見つかるかもしれませ

②活動を通じてどのような社会をつくろうとしている？

ん。

③団体の強みと弱みは何？

今月号では、今後必要な活動を見つけ出す方法（中期戦
略の作り方）についてご紹介します。
（奥ちひろ）

④団体の顧客はどんな課題を抱えたどんな人？
⑤団体と付き合うと顧客はどうなる？
⑥競合が真似できない団体の強みは？

まずは「団体の今」を棚卸ししてみよう

■

中期戦略を考える方法の１つに、企業でも使用されてい
る「バランススコアカード」があります。これは「団体が
置かれている状況（内部環境）」と「団体を取り巻く状況

⑦団体の「商品」をどう伝え、顧客に届けている？
⑧団体の「商品」は何？
⑨「商品」をつくる上で必要な資源、連携先は？
上記に沿って、団体の状況を整理し、
「①今、起こっている

（外部環境）
」とを比較しながら、次に必要な一手を考

変化」や「③団体の強みや弱み」に合わせて「④顧客」や「⑥

え、優先順位と目標を決めて取り組み、進捗管理をしてい

競合が真似できない競争力」を考え、
「⑤顧客にとっての価

くものいくものです。

値」を捉え直します。そして、⑤を実現するための「⑧商品」、

さ

具体的には、団体の強み（Strengths）と弱み（Weaknesses）、地域における機会（Opportunities）と脅威
ス ウ ォ ッ ト

（Threats）という４つの軸で現状を整理します（ＳＷＯＴ

「⑦商品の届け方」
、
「⑨連携先や資源」を考えます。何より
重要なことは、この過程のなかで「②団体が目指す社会像」
を再確認・再定義していくことです。

分析）。整理できたら「クロス SWOT 分析」で戦略の方向

「バランススコアカード」や「戦略の骨格」を使って、今

性を考えます。具体的には次のように１つ１つ考えます。

後の活動を考えてみたい団体は、お気軽にサポセンまでご

①強みを利用して、獲得できる機会はないか？
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相談くださいね。TEL：0182-33-7002

サポセンセンター長
八嶋 英樹
早いもので今年も雪のチラつく時期となりました。昨年の
県南地区は、大寒波と災害レベルの大雪に悩まされました。今
月号で取り上げた保呂羽地区自治会では、平成２４年から地
域住民による雪よせ、雪下ろし活動に取り組まれ、サロンや買
い物支援なども行っています。地域で楽しく暮らしていくため
には、併せて地域の「安心・安全」や「持続可能性」を考える必
要があると言えます。人口減少や少子高齢化、それに防災など

サポセンブログ
QR コード

を考えてみても、地域コミュニティの力が大事になってきます
ね。この冬はあまり大雪にならないことを祈っています。

