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1. 白鷹町について about Shirataka-machi
basic information

● 白鷹町：山形県西置賜郡に位置する。 Located in Nishi-Okitama county 

Yamagata Pref.

● アクセス：東京ー山形新幹線ー赤湯ー山形鉄道ー荒砥（中心駅）

　　　　　または　東北中央道から国道 287号など。

https://kotobank.jp/word/%E7%99%BD%E9%B7%B9%28%E7
%94%BA%29-1546399



面積　area           ：157.71km2

人口　Population：12890人（2020）

山に囲まれた自然豊かな町

森林が多く林業が盛んだった

主要産業は農業など。

industry: foresty→ Agriculture

1. 白鷹町について about Shirataka-machi



今回お世話になった方々

4日間通してお世話になった

白鷹町役場　商工会議課　高橋 葵さん、

白鷹町　町議会議員　　　横山 和浩さん、

白鷹温泉　白鷹荘　　　　新保さん夫妻



１日目

観光協会　芳賀敦子さん　　

商工課長　小林裕　さん　　　　　　　　

あゆーむ館長　橋本淳一さん

林業農林課　林政係：村上博之さん、

　　　　　　　　　　迎田俊峰さん

今回お世話になった方々

2日目　

　　　  深山和紙　高橋恵さん

　　　  深山焼　金田利之さん　

           どりいむ　大沼雅裕さん

　　　　　高橋治（三味線）　さん

　　　　　熊坂広（和太鼓）　さん

3日目

紅花　今野正明さん

稲刈り・馳せ掛け　石井紀子さん、織物　　

高木翠さん

あゆみしる：滝田嘉雄さん



2. 活動スケジュール1日目 
The schedule of Day1　

白鷹町の観光についてインタビュー

  Interview about tourism of Shirataka-machi　



2. 活動スケジュール1日目 
The schedule of Day1

白鷹町の文化施設訪問 

Visit of Shiratakas culture institute



2. 活動スケジュール1日目 
The schedule of Day1

そば打ち体験　

Soba cooking class



2. 活動スケジュール 2日目
The Schedule of Day 2

鮎まつり

Visit of Sweetfish Festival



2. 活動スケジュール 2日目
The Schedule of Day 2

深山和紙作り

Experience of making traditional 

Handmade Japanese Paper



2. 活動スケジュール 2日目
The Schedule of Day 2

どりいむ農園　インタビュー

Interview at a Farmers’ Market



2. 活動スケジュール3日目　The Schedule of 
Day3

紅花について学習 

Learning about safflower production 

in Shirataka-machi 

紅花畑訪問　　　

Visit of safflower fields

歴史民俗資料館訪問

Visit History of folk culture museum



3.白鷹町観光PR動画作成

● 動画のターゲット外国人観光客   The target of this promotional video is foreign tourists.

→外大の「多言語」という特性を生かす  We make the most of TUFS’s characteristic multi-language fields.

個人の海外からの旅行者の受け入れ再開   Japan will soon open their doors to individual tourists.

選んで白鷹町に来てもらう！ Shirataka-machi is needed to be chosen as a destination!



動画制作のポイント

・動画の長さ→５分　The length of promotional video is 5 mins.

・言語→英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、マレーシア語（6
か国語）

We make 6 different version for each language; English, German, French, 
Spanish, Portuguese, and Malay.

・言語表示の形式→短いキャプションの挿入

 We use short captions, instead of narrations and subtitles.



4. スタディツアーの課題

● 荒砥駅に来た人が動きやすいような交通　

Easy transportation for those who come to Arato Station

 ->レンタカーを使いやすい環境を整備する 
    Creating an environment for the use of rental cars
 ->白鷹町のための観光ガイドツアー

    Starting Guided Tours for Shirataka-machi



● その他の課題: Other issues:
 
        -> 人手不足 
             labour shortage
　　 -> 高齢者増加 , 生産年齢人口と年少人口減少　

             increase of the elderly, decrease of the working-age   and juvenile population
        -> 若い方は都会に引っ越し

　　　  young people moving to the city
-> 農業家の後継者不足

    Lack of successors for farmers
-> 農業への温暖化の影響 -> SDGｓに注目

    influence of global warming on agriculture -> Focus on SDGs
-> 林業の強化

　Enhancement of forestry 



ご清聴ありがとうございました。
Thank you for your attention!


