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メンバー紹介・活動の概要

山形県
東根市

岡山県真庭市

宮崎県延岡市
長崎県
島原市

2-A メディア

2-B 市民-団体
の相互作用 2-C 世代間交流

地域活性化・共生社会とは？
その実現のための提言は？ googlemap

Kato Tomoko

Kawagoe Hirofumi

Ishigaki Mikoto

Morisaki Takumi

Matsumoto Yuri

Jogo Mao

チューター
３名が協力

東京都



取材先（日本）

山形県東根
市

地域の現状
（進んでいる点・課題点）

選手の視点

メディアの視点

大川順一郎さん
（パラ馬術）

12月・1月に実施

大島さん
塩谷さん

林滉大さん
（デフサッカー）



私たちにとって特に重要なのは、人間による共生社会で
す。要するに、建物だけではなく、そこに親密なコンタ
クトがあるということです。

取材先（ドイツ）

Marburg

Wuppertal

Hammのフェライン

なんと、平日の朝4:30（現地）からの
取材は、Pickardtさんご自身が提案
して下さったものです！

Frau Monique MeierFrau Kerstin Hühnlein Herr Björn Backes

Herr Guido Wrede

Herr Gerald Stoffers
Herr Joscha Jaeger

Herr Peter Schmidt

ドイツパラリンピック協会

Herr Lars Pickardt



問題設定
〜日本側の取材を終えて〜

地域活性化の定義



地域活性化とは

地域の人々の交流

外との交流

住んでいる人たちが幸せなら、外の人々に

もそこが魅力的な地域であることが伝わる

⇒外部との交流も活性化

● 定義：地域内の主体間の交流＋地
域内の主体と地域外の主体の交流
から成るもの

● 地域内の人々の交流を活発にする

ことを重視した提言



問題設定
〜日本側の取材を終えて〜

地域の現状



地域の現状

現状：

若者の都市部流出

要因: 

①一極集中型の都市構造
②若者の「郷土愛」の低下



「郷土愛」（Heimatliebe）はどのようにして育まれるのか？

「郷土愛」：自分が育った地域に住み続けたい、戻ってきたいという気持ち

Heimetliebe：私（Ich）を形成した場所と，そこでの人との繋がり

地域住民、地域の土壌との強い結びつきによって生まれるので

は？



若者の「郷土愛」低下要因（Vereinとの比較において）

地域スポーツの衰退

世代間の交流機会減少

メディアが十分機能していない

（手段の錯誤）



問題設定
〜日本側の取材を終えて〜

地域活性化のために
必要なこと



年代・障がいの有無に関わらず、

すべてのひとが情報を共有、

交流できること。

若者主体のスポーツを通じた

世代間交流の促進。

高校生・若者たち、

スポーツ団体（NPO法人）の

2つのアクターの相互作用。

地域活性化のために必要なこと



提言

A. 施設

（1）世代間交流が生まれる施設



現状：世代間交流が生まれない

広大な敷地

Verein

提言

現在の
公共施設



🇩🇪ドイツ

人との交流 + 地域への愛が生まれる

「郷土愛」が深まる

幼少期からVereinへの所属を通じ、

地域の自然と親しむ機会



世代間交流が生まれる施設

交流が生まれる施設
カフェ・レストラン

地域の自然を生かした
スポーツ施設

若者主体の企画、ベンチャー



提言

B. 企画

（1）自治体と学校が連携して行う
地域活性化・共生社会に向けた教育

（2）子供を対象とした地域イベントの開催

（3）高校生主体のポッドキャスト



（1）自治体と学校が連携して行う地域活性化・共生社会

に向けた教育

①講演会を開催する

→高校生が地元の現状・課題を知る



②障がい者疑似体験
→障がい者へのサポートの仕方を学ぶ

ラルス・ピッカルトさん

Projekttagをヒントに

・多くの州で、設けられているイベント
・協会が各地域に人を派遣し、すべての生徒が
障がい者スポーツを体験する
（スポーツを通した障がい者疑似体験）

大事なのは、
頭の中にあるバリアを
取り除き克服すること。

話すより、体験する方が
理解が深まります。



（2）子供向けの地域のイベントを開催

未就学児〜小学生に対する

地域イベントの開催

ドイツ マールブルク市

バリアフリー化

「長期的」解決策



（3）高校生主体のポッドキャスト

自治体の問題 高校生の参加

ポッドキャストで放送

「短期的」解決策

↪問題解決のトリガー＋ストレスのなく話し合える環境

問題の解決

ドイツ マールブルク市



提言

C. 発信

（1）施設利用アプリ

（2）思いの共有サイト

（3）高校生とスポーツ団体の相互作用



＜自治体＞

イベント情報発信・投稿

＜利用者＞

情報獲得・活用

施設利用アプリ

（1）施設利用アプリ

＜地域の人々・地元企業＞
活性化促進



（2）「想い」の共有サイト

地域の乗馬クラブの支えで、活

動を続けられています。

林滉大さん

メディアに取り上げてもらう
ことで知名度を上げることが
大切です。

ラルス・ピッカルトさん

メディアが関心を持ってくれないと
しても、不満を表さないことです。
私たちは、彼らが編集・報道しやす
いように情報を提供する必要があり
ます。

取材を振り返って

大川順一郎さん



Marburgのネット活用法から得たヒント

東根市の朗読サービス
→ボランティアで継続的に行ってきた
サイトの中でも、より標準化・サービスの拡充を図っていくべき

特徴①視覚障がいがある方への配慮 特徴②もう一つのホームページ

全ての記事をワンタッチ
で音声化 移民の背景がある方や

学習障害がある子供のために、
平易な言葉によるホームページ
も作っています

Marburg市のサイト

平易な言葉で書かれた
ホームページと記事の例

ケルスティン・
ヒューンラインさん



特徴③バリアフリー目安箱
„Beschwerdestelle für 

Barrierefreiheit“

特徴④ポッドキャスト
„Hör mal Marburg“
「マールブルクをちょっと聴いてみて」

市が何をしていて、
なぜそれを行っているか
について情報提供します

市民に参加してもらい、
市の問題・新しいプロジェクトを
音声で提供しています
（地方選挙や市長選なども）

バリアフリー化の要望
を書き込む

モニーク・マイヤーさん



「想いの共有サイト」の例

🔒http://higashine-omoinokyoyu･･･☆🔍 ≅≻

発信者：マイスポーツひがしね 🔊再生💛やさしいにほんご

入会者募集中！「あなたのペースで生涯続けられるス
ポーツを見つけてください」マイ・スポーツひがしね
は、「人と人とがふれあい、心と心が…

議論12件 いいね345件

←🏠

🍒東根市想いの共有サイト🍒

✖

🔑ログイン
⊕新規登録
❕通報

発信者：市役所 🔊再生💛やさしいにほんご

どんな人にも平等に情報を伝えたい 私たちは毎月2

回発行している市報ひがしねを朗読し、カセットテ

ープに収録して、目の不自由な皆さんにお届けして

います......

議論67件 いいね 89件

発信者：市民 🔊記事を再生💛やさしいにほんご

要望 まなびあテラスの入り口に展示案内板が欲しい

私は生まれながらにして目が不自由です。まなびあテ

ラスをよく利用していますが、私のような不自由な方

にも情報が伝わるよう.....

要望 まなびあテラスの入り口に

展示案内板が欲しい

🔊再生💛やさしいにほんご

困っています。

すぐに改善に取り
掛かります！

私にお手伝い出来
ることはあります
か？

市民

福祉課

高校生

発信者＝受信者

だれでも参加できる
（Zugänglichkeit）



市役所

若者
高齢者

障がい者 外国人
NPO

子育て家庭
学校

地域コミュニティ

情報発信

情報共有

「想いの共有サイト」がもたらす効果

安全性

選手

ID:143510

気軽さ 困っている人がいたら、
見て見ぬふりをしない

「市民的勇気」（Zivilcourage）
を持って

「議論の文化（Streitkultur）」
を実践



「市民的勇気」（Zivilcourage）
を持って発言する

「議論の文化」（Streitkultur）
のための環境整備

地域活性化の実現

この提言のまとめ



（3）高校生とスポーツ団体の相互作用

スポーツ団体

高校生
イベント情報
の提供

イベントの
広報担当



終わりに

自治体が

できること

高校生が

できること

コミュニティの
融合・結束



地域活性化の実現へ向けて
ドイツから学ぶ

スポーツを通じた地域の交流活性化に向けた提言

ご清聴
有難うございました


