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移住・定住
MIGRATION/SETTLEMENT



移住 MIGRATION
現状と課題　

RECENT SITUATION & PROBLEM
現状と課題　

RECENT SITUATION & PROBLEM

30年間で
少子高齢
化が大き
く進行

Declining 
birthrate 
and aging 
populatio
n over 30 
years



移住の障壁となるもの DIFFICULTIES WITH MIGRATION
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働き口への不安 Anxious with the job

天候への不安 The unique climate

人間関係に関する不安 Human relationship

移住自体のハードルの高さ Difficulty of migration

　　白鷹町を知らない Lack of knowledge about Shirataka
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白鷹町の取り組み
The provided benefit from Shirataka

● 子育て家庭への多様な支援（給付金、託児所など） various support for child-rearing family.

● 高齢者を対象とした雪かき支援 Supports for the elderly people.

● 移住相談会の実施          The immigration counselling

● 安価な住宅の提供        Providing the cheap housing

● 新規就農者への手厚い支援  Supports for the new farmer



提案する解決策　SOLUTION

働き口となる企業の的確なPR
　

雪かき指導など地元住民との
　　交流イベント開催

サードプレイスの提供
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Precise promotion of the companies

Hold exchange events between inside and 
outside people (ex. snow removing lesson)

Offer the “Third Place”
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提案１: 企業PR

● 就職希望者が知りたいこと・・・

　　　　　　　　　　　　　一緒に働く社員との相性
　　　　　　　　　　　　　社内の雰囲気や文化など

　　　　　　　　　　　　　　　実際に企業で働く社員と     
　　　　　　　　　　　　　　　就職者が面談する機会を
　　　　　　　　　　　　　　　自治体がセッティング

● 各企業の強みやアピールポイント、求める人材など
          独自の要素を就職希望者に伝える

The job seeker want to know…

The compatibility with the 
co-workers such as the 
atmosphere, culture

Opportunity for job 
seekers to have an 
interview set by the Gov.

Strength and appeal point of each company.



提案２：地元住民との交流イベント開催  Hold exchange event between outside and inside people

● あらゆる土地から来訪するであろう移住者・・・
People coming from various environments・・・

　　　　　　　　　　　雪国の生活を経験したことがない  Have never experienced snow country life
　　　　　　　　　　　家事全般わからない　 Cannot do the housework　　　　
　　　　　　　　　　　新しい人間関係への不安  Anxious about the new human relationships

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                        地元住民による講習会  Lectures by people in Shirataka
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地元住民との交流イベント  Exchange events
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



提案３：来訪者への「サードプレイス提供」  Offer ”Third Place“to outside people

● 白鷹に行ったときふらっと立ち寄り、滞在できる、
地元住民と地域外の人々の溜まり場のような「サードプレイス」
In the “Third Place”, people feel free to go there and communicate each other.
People can stand by and stay there

　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鷹を自分の居場所として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　好きになってもらう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　移住前から地域との交流を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　深められる

Let people like Shirataka as 
their own place

Outside people can deepen
 the exchange with insiders



定住 settlement

1. 定住における自然の要素 The national problems and 
the factors of settlement

2. 白鷹町による支援 The supports from Shirataka
3. より重点的に考えなければいけない点と、提案　 The 

points which should be considered more and the 
suggestion

presented part by 
Patmeパトメー



国全体の問題            
National problems
少子高齢化  Aging 

労働力不足  lacking labor
低出生率 lower birthrate

東京　Tokyo as the CAPITAL of Japan
●職種が豊富  Various types of occupation
●グローバル都市  Internationalization
●過密都市 約374万人(2019年)
The large amount of population 37,435,000 
(2019)

山形の「地方」としての白鷹
Shirataka as the LOCAL TOWN in Yamagata
● 農業と製造業が主要most of the occupation is 

about agriculture and manufacturing industry
● 自然の観光資源full of natural environment, local　

community. Small town, natural tourism
● 人口：12,890人

The population 12,890 (2019)

　　　　　　　　都市部と白鷹の地域差

The national problems and the feature differences between Tokyo and Shirataka

影響

presented by 
Patmeパトメー
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What people consider about 
before making a decision to settle down?

According to an article from Money crashers by Brian Martucci
　Brian Martucciが書いたMoney crashersの記事によれば

1.Affordability 手頃さ
2.Taxes 税金
3.Employment Opportunity　雇用機会
4.Real Estate Value 不動産価値
5.Crime rates&statistics 犯罪発生率および統計
6.Proximity to Family and Friends 家族や友人との近さ
7.Climate 気候
8.Education system 教育システム
9.Culture 文化
10.Commute time, Transportation　通勤時間、交通の便
11.Food option. 食の選択
12.Town or city size 町や市の規模
13.Health care facilities 健康/医療サービス（施設）

presented by 
Patmeパトメー

these seem mostly to be considered thoroughly 
for those people who are planning to move in 
Shirataka
白鷹に移住する人の多くが考える項目



　

　　　　雇用機会
　　Employment Opportunity 

　　　       気候 
               Climate

       
　　文化、町、町の規模
    Culture,Town or city size

　　通勤時間、交通の便
Commute time, Transportation

presented by 
Patmeパトメー

白鷹の特長
Features in Shirataka 

　　　多くの移住者の期待
   the expectation from most people

幅広い業種
variety of works

雇用が限られている
occupation is limited

適度な気候
a moderate climate

　　夏 ー 暑い 
　　　very hot in summer 
　　冬 ー 寒い・豪雪
　very cold with large snowfall in winter

都市と地域のバランス
Gray area (Balance of city and local area)

豊かな自然
Local area, full of nature

公共交通機関でアクセスしやすい
convenient to go any places by public transportation

東京から車で5時間 / 電車で4時間
From Tokyo by car = around 5 hours
                    by train = around 4 hours

　地域の方は車/自転車をよく使う
　local people usually use their own car, 
　bicycle or walking to go around

要因 The factors　

The expectation    VS The features in Shirataka
　移住者の期待  　  VS           白鷹町の特長

We don’t have to change it as same as the 
references but we can work on what can we 
do from the town resources and make sure 
it won’t get any negative outcome. 
Be related to the SDGs



　　　現在行われている、新規移住者への支援
　Shirataka has been providing some supports for new immigrants who are going to 　　
settle down in the town and expecting more immigrants.

白鷹町からの支援
The supports from Shirataka

フードサポート
The Food Support

 

経済面でのサポート
The financial supports

コミュニティ支援
The social supports

　　   　　　　米、味噌、醤油1年分
•The rice, miso soup and soybean sauce (1year)

　　　　　　　　　　　ライフステージに応じた支援
• The helping measures in each generation

 (the elderly people, the children)
農業のトレーニング

•The training about the agricultural occupation.

　　　　　　　　　　　　防災（台風や豪雪）対策
　　　　　　　　　　            高齢者支援

   •Disaster prevention such as the air condition
 in summer, the snow cleaning service, 

the elderly supports 
•The facilities and activities for health

 and relationship among neighborhoods 
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 ● 若者が必要だが、職種が限られている

- NEED New generation people but there’s NO VARIETY OF WORKS provided for 
them.

you might not be able to create 

the new career in town but you 

can welcome the people with 

the various occupations

3 現状の課題と解決策
　The point which should be considered more and the solution

様々な職業を持つ人々を迎え

入れることができます。

働きやすい場所・Wi-Fiの提供

Comfortable working place, Speedy Wi-Fi 

白鷹に住みながら、働くことができる

the outsiders come for the natural therapy with no effects on works

研究者の呼び込み

The researchers can do the research 

教育がより充実したものに

enhance the education of Shirataka



 ・子供＝未来、より重要なものに　Kids are the future, should focus on more.

- 交換留学や旅行で知識を深め、より広い視野で考える。

The exchange program or trip for enhance their knowledge and extend the wider thought.

- 街のために何かできる活動→誇りを育む

Activities which they can do something for the town → cultivating the proudness

・町のポテンシャルと資源で「町のイメージ」を作る

Making the “town image” from the talents and resources of the town

- 観光促進と文化交流の促進

Developing the tourism to be the natural and cultural tourism of Tokyo



　

中期的ビジョン  Long term vision / 5~10years
● 町が計画的に運営される  Shirataka will be managed more orderly
● 生活の質の向上  Enhancing the livelihood of people
● 移住者が移住者を呼ぶ  The new insiders attract other outsiders 
● 移住者が末長く地域に定着する  The tourists become staying here as long-term residences and 

possibly become the insiders (permanent residents)

VISION
for migration and settlement 

短期的ビジョン  Short term vision / ~5years
● 白鷹の魅力を知ってもらう  Let outside people know more of Shirataka
● 白鷹を訪れ、移り住んでもらう  Outside people visit Shirataka and hopefully, move there

長期的ビジョン  Future Vision / 10~100years
● 人口が増加  Increase in population
● 環境や歴史を維持しながら、持続可能に発展する  People develop Shirataka sustainably
● 住民全員が白鷹の発展に寄与し、その魅力が世界に発信される  Every resident contribute to the 

development of Shirataka, and the charm will be spread around the world



     地域の方に白鷹の魅力を再発見してもらう

      Encouraging local residents to rediscover 

                                                            the attractiveness of Shirataka.



持続可能な地域社会/まちづくり
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魅力を再発見 
Rediscover the attactivess

白鷹をもっと好きになる 
More attached  

また戻りたい / 住みたいまち
Encouraging to go back / live in 

持続可能な地域社会とまちづくり
Sustainable regional community & development



 ビジョン / Vision

3 長期ビジョン（Long-term Vision）

1 短期ビジョン（Short-term Vision）

1～5年

1 year to 5 years

2 中期ビジョン（Mid-term Vision）

～10年

up to 10 years

~100年

up to 100 years



● 町外の人　For outsiders

   白鷹を知ってもらう

    Getting to know Shirataka

● 町内の人   For local people

   白鷹のことをもっと知ってもらう

    Getting to know more Shirataka

           もっと好きになってもらう

    Getting more attached



● 町外の人　For outsiders

   また行きたい/帰りたいまち

     Encouraging to revisit/go back to

● 町内の人   For local people

    戻ってきたいまち

     Encouraging to go back to

             語りたいまち

     Encouraging to talk about



● 町外の人　For outsiders

   また行きたい/帰りたいまち

     Encouraging to revisit/go back to

● 町内の人   For local people

    戻ってきたいまち

     Encouraging to go back to

       　 たくさん語りたいまち

             Encouraging to talk about a lot
＋ずっと暮らしたいまち
         Encouraging to live pernamently



白鷹町の魅力

 豊かな自然

最上川と白鷹山に囲まれた豊かな自然とその景観

歴史的価値の高いものが多数

観音寺観音堂など、文化財が多数

江戸時代から続く深山和紙

　　　　　　　　

国指定文化財

     1件

県指定文化財

    11件



  既存の魅力（資源）を利用    　　　　　 持続可能なまちづくり　　　　　　

Utilization of existing resources                       Sustainable town development　　　　　　



白鷹町の若者を呼び戻す

Bringing Back the Youth of Shirataka-machi



白鷹町の現状

・30年間で少子高齢化が進行

　Declining birthrate and aging population over the past 30 years

・若者の流出が大きな問題

　Outflow of young people is a major problem



アンケート

　       ☞荒砥小学校6年生（45人）に聞きました

Questionnaire

☞We asked elementary 6-year students(45)



Q. 将来はどこで何をしたいですか
     Where and what do you want to do in the future?



Q. 将来はどこで何をしたいですか

広い世界を知りたい！

オーストラリアで動物を研
究したい！

高いビルが見たい！

空気がおいしい！

都会ではできない
ことができる！



多くの小学生が他地域への興味・関心を持っている

Many elementary school students have an interest in other regions

⇒若者の流出は今後も続いていく

　The outflow of young people will continue

⇒若者が戻ってきたいまちづくりが必要

　Need to create a town where young people want to come back



Q. 白鷹町の好きなところを教えてください
     Please tell us what you like about Shirataka-machi.



Q. 白鷹町の好きなところを教えてください

空気がきれい！

静かなところ！

緑がたくさんで景色がい
い！

あいさつが明るい！

高齢の方が元気！

町の人が優しい！



戻ってきたいまちづくり①　自然体験 Nature Experience
子どもたちが白鷹町の自然に触れる機会を増やす

Increase opportunities for children to experience the nature of Shirataka-machi

（紅花摘み、郷土食づくり、山登り、農業体験など）

⇒白鷹町の自然をもっと好きになってもらう

   Learn to love the nature of Shirataka Town more



戻ってきたいまちづくり②　雇用 Employment

１. 山形県にある企業を知ってもらう

　Letting children know about companies located in Yamagata Prefecture

・中学校、高校への説明会

・授業での調べ学習

２．他地域との連携を活用する

　Utilize partnerships with other regions

新潟県長岡市、宮城県気仙沼市、徳島県上板町、東京都三鷹市、神奈川県海老名市

白鷹町にいながら他地域の企業で働く（テレワーク）



まとめ

【解決策】

移住
・企業PR
・雪かき指導
・サードプレイス
定住
・子どもの交流
・外国人のための　
言語プログラム

１．移住定住

【現状】

移住の障壁
・仕事
・気候
・人間関係
・文化
・交通面

【ビジョン】

短期：魅力を知ってもらい、　　　
移住してもらう

中期：町が計画的に運営され　　　
移住者が末長く地域に　　　定着
する

長期：人口が増加 
　持続可能に発展 
　魅力を世界に発信 



まとめ

【解決策】

・魅力発信
・既存の資源　
を利用
・自然体験
・雇用増加
（企業PR、
　他地域との
　連携）
　

２．魅力の再発見

【現状】

・白鷹町の
　魅力が知ら　
れていない
・若者の流出

【ビジョン】

短期：まちを知ってもらう

中期：また行きたい/帰りたい
　　　まちづくり

長期：ずっと暮らしたい、
　　　たくさん語りたい
　　　まちづくり


