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Ⅰ．平成２６年度 事業報告 

１. 八郎湖流域における環境学習の実践と支援に関する事業 

（1）八郎湖流域の小中学校との連携 

  1) 環八郎湖環境学習推進事業 

  2) 環八郎湖植生再生環境学習推進事業 

① 環境学習 

・各小学校の授業時間に応じた環境学習のコーディネートを行った。 

・環八郎湖環境学習プログラムによる出前授業を行った。 

  ② 野外観察  

・各小学校の授業時間に応じた観察地点のコーディネートを行った。 

・八郎湖の観察と生物調査の指導を行った。 

・観察の準備と調査用具の使い方などを指導した。 

  ③ 水草植え付け  

・八郎湖植生帯復元地区及び東部承水路石積護岸における水草の植え付けを指導した。 

  ④ ゲストティーチャーのマッチング  

    授業の内容に応じた講師の紹介・日程調整などを行った（アオコ、ミジンコ、水質、環

境学習など）。 

  ⑤ ビオトープメンテナンス  

・ビオトープ設営校のメンテナンスを行った。 

・ビオトープの改修、水草の植え付けの指導を行った。 

 

表１ 環境学習実施状況 

 環境教育（潟上市以外） 環境教育（潟上市） 

 

5月 

 

20飯島Ｔ出前授業(浜口) 

22 八郎湖流域小学校訪問（追分小） 

29 八郎湖流域小学校訪問（大潟、八郎潟、美里） 

 

30 八郎湖流域小学校訪問（浜口、美里） 

 

  

8八郎湖流域小学校訪問(大豊) 

21 田んぼの学校 田植え（大豊） 

28八郎湖流域小学校訪問(天王) 

 

6月 

 

17 林Ｔ出前授業（八郎潟小、井川小） 

20 尾崎Ｔ出前授業（浜口小） 

23 井川 野外観察、水生生物観察（井川） 

24八郎湖野外観察（井川） 

 

 

9八郎湖野外観察（天王） 

 

  

7月 

 

1 八郎湖流域小学校訪問（大川） 

2八郎湖流域小学校訪問（船越、払戸、野石） 

3八郎湖流域小学校訪問（下岩川、金岡、港北） 

14 秋田水生生物保全協会野外授業（浜口小） 

 

 

4 八郎湖水質・生物観察（天王） 

18田んぼの学校 草刈り（大豊） 

 

 

 

 

8月 

 

19みんなが笑顔：八郎湖こども交流会（八郎湖流域） 

 

01潟上市職員研修 

 

9月 

 

04八郎湖野外学習（井川小） 

09天野Ｔ 出前授業（琴丘小） 

10 林Ｔ出前授業(浜口、美里小) 

26八郎湖水草植え付け（井川） 

 

 

08八郎湖水草植え付け（東湖小） 

16ビオトープ管理（天王小） 

17八郎湖水草植え付け（天王小） 

 



10月 

 

06ビオトープ管理（美里小） 

07八郎湖水草植え付け（浜口小） 

 

 

02八郎湖水草植え付け（東湖小） 

24田んぼの学校稲刈り、生物調査（大豊） 

11月 
05林Ｔ出前授業(男鹿・南秋田教職員理科部会)」 

21ビオトープ改修（浜口小） 

 

13田んぼの学校脱穀（大豊） 

22田んぼの学校収穫感謝祭（大豊） 

 

 

12月 
09工藤Ｔ出前授業(浜口小) 

 
17田んぼの学校もち米贈呈（大豊） 

1月 
16環八郎湖水の旅（大潟小） 

19環八郎湖水の旅（県立大） 
 

2月 

 

10環八郎湖水の旅（美里）  

3月  18環八郎湖水の旅（天王小） 

 

(2) 環八郎湖環境保全活動連携強化事業 

① 八郎湖流域の地域住民団体との連携強化を行った。 

 ② 大学生を巻き込んだ人材育成に取り組んだ。 

 ③ 環八郎湖版の環境学習に活用する教材を作製した。 

   ・顕微鏡で見るプランクトン（動物プランクトン編/植物プランクトン編） 

  ・八郎湖および周辺の水草ガイド 

   ・ミジンコ観察ノート 

  ・顕微鏡で見るプランクトン Trading Card 

  ・八郎太郎伝説カード 

  ・怪人・アオゴンと話そう! プログラム 

 

(3) みんなが笑顔！八郎湖こども交流会 

  ・8/19(火)「八郎湖の様子に触れる」「生態系豊かな湖沼に触れる」「顕微鏡観察」のオブザー

バーを担当した。 

 

(4) 潟上市教員研修 

  ・8/1(水) 潟上市教員研修に同行し、八郎湖の旧湖岸、現湖岸、植生帯復元地区でのサポート

を行った。 

 

(5) 潟上市の環境を考える市民会議 

・11/20(木) 環境基本計画に基づく平成 26年度の取り組みについて協議を行った。 

・H27.1/28(水) 環境保全活動の研修会に参加した。 

 

２.八郎湖と住民をつなぐ流域ネットワークの構築事業 

(1)環八郎湖市民ネットワーク事務局 



環八郎湖市民ネットワークの事務局を担当した。 

表２ 環八郎湖市民ネットワーク実施状況 

開催日 
参加 

人数 
会議（イベント）内容 支援内容 

H26.04.27 13 

・意見交換会 

・H25年度の活動報告、会計報告 

・H26年度の活動計画 

・企画立案 

・当日の運営 

・議事内容取りまとめ 

H26.07.24 13 ・環境バスツアーの計画 

・企画立案 

・日程・行程 

・議事内容取りまとめ 

H26.08.21 15 ・八郎湖環境バスツアーの運営について 

・当日のイベント運営 

・チラシの配布 

・参加者申し込み取りまとめ 

H26.08.29  6 ・八郎湖環境バスツアー実施調査 
・実施場所の調査,確認 

・調査内容取りまとめ 

H26.9.13 24 ・八郎湖環境バスツアーの実施 ・イベントの運営、案内、取りまとめ 

 

(2) 構成団体のイベントに参加 

 環八郎湖市民ネットワークの構成団体が主催するイベントに参加・協力した。 

表３ イベント参加状況 

開催日 活動内容 活動主体 
参加 

人数 
支援内容 

H26.04.13 田んぼの苗作り 草木谷を守る会 25 当日スタッフ補助など 

H26.05.21 田植(餅) 草木谷を守る会 60 当日スタッフ補助など 

H26.05.25 田植・写真撮影会 草木谷を守る会 100 当日スタッフ補助など 

H26.7.6 田んぼの生き物調査 コガムシの会 40 当日スタッフ補助など 

H26.7.5 ほたる観賞会 草木谷を守る会 25 当日スタッフ補助など 

H26.07.18 田んぼ除草 草木谷を守る会 60 当日スタッフ、生物観察など 

H26.09.04 地域を考える会 草木谷を守る会 20 当日スタッフ補助など 

H26.09.20 水草植え付け会 潟船保存会 40 当日スタッフ補助など 

H26.10.18 

～19 
松風祭ブース出展 環八郎湖市民ネットワーク 10 運営、当日スタッフ補助など 

H26.10.24 稲刈(餅) 草木谷を守る会 60 当日スタッフ、生物観察など 

H26.10.26 稲わら贈呈式 草木谷を守る会 20 当日スタッフ補助など 

H26.10.30 

～11.5 
種苗交換会ブース出展 環八郎湖市民ネットワーク 15 運営、当日スタッフ補助など 

H26.10.13 脱穀（餅） 草木谷を守る会 60 当日スタッフ、補助など 

H26.11.22 収穫祭 草木谷を守る会 200 当日スタッフ、補助など 

H26.12.17 餅米贈呈式 草木谷を守る会 60 当日スタッフ、補助など 

H27.02.01 山田の盆踊り復活 草木谷を守る会 18 運営、当日スタッフ補助など 

H27.0215 山田の盆踊り復活 草木谷を守る会 27 運営、当日スタッフ補助など 



H27.03.01 新酒披露会 草木谷を守る会 20 当日スタッフ,補助など 

H27/03.15 山田の盆踊り復活 草木谷を守る会 20 運営、当日スタッフ補助など 

 

（3）ソーシャルメディアを活用した情報発信 

Facebook ページを作成し、はちろうプロジェクト及び環八郎湖市民ネットワーク団体のイベン

ト情報を発信した。 

 

（4）各種イベントなどへの参加 

  ・7/24(木) イヌワシの未来を語る会 

    ・10/7(火) 持続的な運営力ＵＰ講座 

    ・12/6(土)～7(日) プロジェクトＷＥＴファシリーテーター講習会 

  ・H27.3/14(土)  みんなで八郎湖を考える in潟上 

 

 ３．体験環境学習プログラムの作成 

  ・八郎湖「水と生きものの学び」を紹介するプログラムを作成した。 

 

４. 石川理紀之助翁検定の実施 

  広く県内外に石川翁の功績を知らしめるとともに、次代を担う子どもたちを含む地域住民の

知識習得機会と潟上市のファンづくりによる地域力の向上を図ることを目的に検定試験を実施

した。 

石川理紀之助翁伝習士として一般伝習士 12人、中級伝習士 22人を認定した。 

表４ 石川理紀之助翁伝習士実施状況 

開催日 人数 会議・試験・案内等 実施内容 

H26.09.11 10 第１回石川理紀之助翁検定実行委員会 

・検定試験実施要項 

・受検者募集活動 

・テキスト、試験内容 

H26.10.23 12 第２回石川理紀之助翁検定実行委員会 

・受験申込状況 

・設問内容 

・全体の運営、役割分担 

H26.11.03 65 第 7回石川理紀之助翁検定試験 
・検定試験の実施 

・当日の進行、運営 

H26.11.18 37 第 7回石川理紀之助翁検定結果発表・通知案内 

・検定試験結果発表 

・認定証発行 

・顕彰ボード掲示 

H26.11.18 9 第３回石川理紀之助翁検定実行委員会 
・検定試験結果報告 

・今後の実施 

 

 

 



５．総会・役員会の開催 

 (1) 総会 

 表５ はちろうプロジェクト総会開催状況 

開催日 場所 人数 内 容 備考 

H26.5.27 潟上市昭和公民館 12 H25年度事業報告について 

H25年度会計報告について 

H25年度監査報告について 

H26年度事業計画(案)について 

H26年度予算(案)について 

 

 

 (2) 役員会 

 表６ はちろうプロジェクト役員会開催状況 

開催日 場所 人数 内 容 備考 

H26.5.12 

 

 

H27.2.24 

はちプロ事務所 

 

 

秋田県立大学 

6 

 

 

5 

H25年度事業報告、会計報告について 

H25年度事業計画について 

事務局の運営と人事について 

H26年度事業の進捗状況について 

H27年度事業と事務所の運営について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


