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How to revitalize Trail by cooperation with the local community
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トレイルとは、何だろうか。

人類が自然と関わることによって形成された

文化であり、自然そのものである。

トレイルは、人類共有の自然的・文化的資源である。

そこに住んでいる住民のものでもあり、

外から来た利用客のものでもあり、

将来のわたしたちの子孫のものでもある。

その考え方を、すべての人が共有しなければ、

持続可能なものとはならない。

持続可能なかたちで、トレイルという文化、トレイルという自然を

次世代へ残していくために。

What is “Trail” ?

It is culture and nature itself
which humans have been cultivated.

Trail is exactly the common cultural and natural
resource of all human-beings.

Trail is the resource of the domestic habitants,

and the resource of the users from the outside,

and also the resource of the ancestors of us
in the future.

When all humans can share the thought like above,
Trail will become a sustainable thing at last.

We must pass “Trail Culture”, “Trail Nature” over
the next generations…



地域に住んでいる住民だけでは、

トレイルを将来にわたって保全していくことは難しい。

行き過ぎた開発（自然破壊）に繋がってしまったり、

住民の減少などにより、トレイル文化そして歴史が

消滅したりするからだ。

トレイルの価値を認め、理解し、

現在の世代だけでなく、将来にわたって

トレイルを持続可能な形にしていくには、

そこに関わる人を増やし、投下する労力やお金を増やすことが

大切である。

将来のために、行政や、圏域外の人々と、一緒に手を組む必要が

あるのではないか。

このような考え方を、地元住民が受入れ、将来のために

行動することが必要なのではないか。

It seems to be very difficult for domestic habitants
to manage and exploit Trail by only themselves.

If we make them free, we cannot stop or control
some big problems, 

such as the progress of the destruction
of nature of the region, 

the Population Decline,

and the disappearance of the Trail Culture and History.

If we hope all people to acknowledge and understand
the value of Trail, and hope Trail to be a sustainable thing,

the most important thing is to grow the number of passionate
people to be involved in Trail, and grow the manpower and
money, etc.

To realize such a future, cooperation with the outside users
and administrative section is necessary.

It is important that domestic habitants share the thought like
above, 

and take actions for future generations.



トレイルに期待するもの

住民 しあわせな生活のための環境

行政 しあわせな将来のための社会的資本

訪問者 しあわせな体験のための舞台

上記、どの視点も大切。

持続可能なトレイルの実現には、
３者とも必要なプレーヤー（担い手）たちである。

これら３者が、お互いの価値を認め、
共存できるような仕組みが求められるのである。

Expectation for Trail

Habitants Environment for Happy Life

Government Social Resource for Happy Future

Outside Users Place for Happy Experience

Each perspective above are important.

To realize the sustainable Trail,

Above three sectors are all indispensable key-persons.

These three key-persons should understand the value
of each other, 

and the system of co-existence of the three is
highly required.



ではどうやって、住民・行政・訪問者の３者が、

お互いの価値を認め、共存できるような仕組みを
実現できるのだろうか。

ここで３つの日本の事例を紹介し、会場の皆さんと共に、

より現実的に、実践的に考えていく。

１ 九州の事例

２ 熊野の事例

３ 鳥取の事例

And then,

How we can achieve this system of co-existence among

Local Habitants, Government, Visitors?

Next, we welcome the example case in Japan.

Let’s think together practically about how to
accomplish this sustainable system.

1 Kyushu

2 Kumano

3 Tottori



1 Kyushu



2 Kumano



3 Tottori



日本における３つの事例を踏まえた

パネルディスカッション。

テーマは、繰り返すと

「地域コミュニティと連携したトレイルの活性化事業」

噛み砕くと、

「どうやって、住民・行政・訪問者の３者が、

トレイルにまつわるお互いの存在価値を認め、

共存できるような仕組みを創造することで、

トレイルの持続可能性をいかに実現できるのか。」

ということ。

Next, we have panel discussion session.

The theme of today is

“How to revitalize Trail
by cooperation with the local community”

In other words,

“How we can achieve this system of co-existence among

Local Habitants, Government, Visitors?”



活発な議論、ご清聴、ありがとうございました！

Thank you all for this session!!!
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