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１．分析



私たちの地元からみた寒河江

人と人との繋がりが感じられる

歴史のある建造物や観光地はあるが
知名度低い

東京都 葛飾区

東京都 目黒区

山形県 山形市

さくらんぼの知名度が大変高い
慈恩寺を代表とした観光資源がある

高校や大学卒業時に出て行く人が多い

地域の文化をついでいくことに
誇りを持てる

豊かな自然や地域住民との繋がり

移住を決断するほどの突出した
特徴が少ない

静岡県 島田市

閉塞感がある



留学生の地元

Italy, Andria
イタリア、アンドリア

Thailand, Bangkok city
タイ、バンコク

The town were I was born is small and 
there are not many opportunities for 
young people. On the other hand 
people are warm-hearted and there 
are many ways to enjoy old traditions.

It is a big city and convenient to 
live just like Tokyo. A lot of job 
opportunity for new graduate
Lack of interaction between 
people and not a lot of nature.



これまでの授業で感じたこと①〜③

①雇用機会を充実させる必要性

寒河江市の高校生

就職先がみつからないという不満がある

佐藤繊維 佐藤さん

スキルをつけても、そのスキルを発揮する場がない

寒河江市の振興計画 重要目標④

地元企業の支援と企業の誘致による安定した雇用環境の整備を推進

職があれば、寒河江からの人々の流出を防ぐ+外からの移入も促進



（寒河江高校の生徒さんとの交流を通して）地元ではなく他の地域の人々との交流を通して当
たり前だと思っていたことがそうではないと気づく→「地元を守っていく」という将来像
（佐藤繊維 佐藤さんの話を伺って）寒河江にとどまるのが嫌で海外へ→他の地域にない新た
なもの生み出す必要性→かつて紡績業で栄えた寒河江へ

②寒河江の魅力は寒河江の人々が「当たり前」だと感じる日々の暮らしにあるので
は？

③その部分に気づくためには寒河江に対する客観的な視点が必要

寒河江にある
日々の暮らし

他地域からの
人々との交流

すでにある寒河江
の「住みよさ」に
気づくことができ
る

自然

良い水と特産品

人々の温かさ
地方の暮らし
への憧れ

他地域からの
客観的な視点



２．提案



Support for job opportunity

Current situation - Majority 

of Sagae young people 

choose to move to other big 

cities for job hunting

- Fresh graduate students 

don’t know much about 

job opening-positions

Data from 寒河江市人口ビジョン（令和３年２月改定).pdf



What can we do?

❏ Establishing a strong network between Yamagata local universities 

and companies

❏ Seminar and workshop for Sagae student to be ready for working life

Internship

Workshop

Seminar



What can we do? 

❏ Establish a connection between 

agricultural faculties in other cities’

university and Sagae agricultural 

farm 



空き家農泊プロジェクト

◯空き家農泊プロジェクトとは？
・空き家を利用して農家民泊を行い、寒河江での暮らしを体験してもらうプロジ
ェクト

→日常にある魅力を感じてもらう

◯概要
・空き家（歴史のある民家のリフォームなど）を活用
・農家の方の元で畑仕事の体験など 例）東京農業大学 農友会 村の会部

https://muranokai.sakura.ne.jp/hp/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/%e5%ae%9f%e7%bf%92%e5%9c%b0%e7%b4%b9%e4%bb%8b/
%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%93%e3%81%bc%e5%ae%9f%e7%bf%92/

・農泊組合を寒河江市で立ち上げ、プロジェクトに参加する農家が加入→手続き
や広報活動のサポート、情報提供

農業体験 豊かな自然 地元の特産品

https://muranokai.sakura.ne.jp/hp/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/%e5%ae%9f%e7%bf%92%e5%9c%b0%e7%b4%b9%e4%bb%8b/%e3%81%95%e3%81%8f%e3%82%89%e3%82%93%e3%81%bc%e5%ae%9f%e7%bf%92/


双方にもたらすメリット

寒河江市

・他地域からの人との交流を通し

て地元再発見

・寒河江に長く住む世代への新た

な職業の機会

・空き家削減、景観に対する不満

解決、犯罪防止

ビジター

・住民視点で身近に寒河江の暮ら

しを感じる

・都心部などでは味わえない自然

や食べ物との出会い

・農業に興味を持つきっかけ



エンパワーメントプログラム（Empowerment Program)

中学生・高校生が、外国の方との交流を通して、異文化理解・コミュニケーショ

ン力向上を身に付けることを目的とする教育プログラム。

双方にもたらされるメリット
寒河江市内の中学・高校生

・寒河江市外の方と交流する機会を得る。
・ディスカッションを通して、自分の意見
を持ち、それを他者と共有することに慣
れる。
・外国出身の方に寒河江市についてプレ
ゼンをすることにより、寒河江市に対す
る理解をさらに深めることができる。

このプログラムに参加する外国出身者

・寒河江市という都市を知る機会を得る
・寒河江市の生徒との交流により、自身の
考えに新たな視座をもたらすことができ
る。

エンパワーメントプログラム



Sister Cities Exchange Project



A Sister city or Twin town relationship is a form of legal or social agreement
between two geographically and politically distinct localities for the purpose of 
promoting cultural and commercial ties.

寒河江市

Giresun, Turkey

(June 25, 1988)

Andong, South 
Korea

(February 4, 1974)



Why involving high school students?

Experiencing the world at a young age can help students deeply understand what they 
want to do in the future.

It could be also a good opportunity to develop skills which could be useful later in life.

Exchange Program outline:

● duration: 1 month (hosting provided by local families)
● could be organised both during the academic year or the summer vacation
● activities aiming at full experiencing the city



３．課題



課題： ほかの地方との差別化、個性の確立の難しさ

寒河江市： 姉妹都市との交換留学、農家民泊

付加価値をつける。PR方法を工夫する。

例）姉妹都市の利用



課題：地域おこしで外部との交流に頼り過ぎている

外との交流
で地域おこ
し
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