
運営事務局：ロケーションジャパン編集部 
（株式会社地域活性プランニング） 

「おなかいっぱい、ふるさと応援！」  
人気のドラマや映画のロケ地になった55地域大集合！  

わがまち自慢やご当地グルメを通じて、  
みんなの「行きたいまちNO.1」決定戦!!  

第３回 全国ふるさと甲子園  
ふるさと対抗！全国「行きたいまち」決定戦  

～『ロケ地＆ご当地グルメ』～ 
 

開催報告書 



ご挨拶と御礼 

 今年で第3回を迎えました「全国ふるさと甲子園」も、後援省庁を
はじめ、地域を応援する企業や団体、また、メディア・芸能業界か
らも、多くの応援者にお集まりいただき、大盛況にて終了すること
ができました。ご協力いただいた皆様、そして55の地域出展者の皆
様に、厚く御礼申し上げます。 
 全国で地方創生が求められる今日、本イベントは、魅力ある地域
の資源をPRする場として、内閣官房「ふるさとづくり有識者会議」
の場で提唱し、その趣旨に賛同した有志が、ボランティアで開催・
運営しております。 
 これからも「全国ふるさと甲子園」が、「日本のふるさとの素晴
らしさ」を、日本全国、さらには“世界” に広げていく一助になりま
すと幸いです。 

「全国ふるさと甲子園」実行委員会 
実行委員長 藤崎 慎一 
（ロケツーリズム連絡会 座長） 

「全国ふるさと甲子園」実行委員会 
運営事務局長 木庭 清美 
（ロケーションジャパン編集部） 

 ご出展、ご協力下さいました地域・企業・団体の皆様、本年も、
ありがとうございました。またお疲れ様でございました。年々、参
加される皆様の熱気が高まっているのを感じております。 
 今年は「外国人向けPR」を強化し、海外の方からも大変好評をい
ただきました。引き続き、事務局としましても新たな挑戦していく
所存です。 
 最後になりますが、本報告書に、当イベントの開催記録をまとめ
ておりすので、皆様のシティープロモーションの成果資料・PR資料
としてぜひご活用ください。 



全国から55地域が集結！ 
有料入場者2,850名が来場 

今年のテーマは、「ふるさと女子」 

全国ふるさと甲子園 
運営事務局 

木庭 清美 事務局長  
ロケーションジャパン 

山田 実希 編集長  

ロケなび！ 

斎藤 靖子 編集長  

観光庁 観光資源課 

根来 恭子 室長 

当日の模様 



開催情報 



主  催：「全国ふるさと甲子園」実行委員会 
 
後  援：観光庁、総務省、国土交通省、経済産業省、 
     文化庁、復興庁、農林水産省、松竹㈱、LJマルシェ 
協  賛：NTT都市開発㈱、相模鉄道㈱、デイ・ナイト㈱、 
      ㈱レントㇱ―バー、NAS西日暮里、㈱エクセリ     
協  力：ロケツーリズム協議会、跡見学園女子大学、ロケなび！ 
企  画  ：NPOふるさと活性隊 
 
運営事務局：ロケーションジャパン編集部 
      （㈱地域活性プランニング） 
実行委員長：藤崎慎一（ロケツーリズム協議会会長） 

出 展 数 ：全国５５地域 
来 場 者 ：2,８５０名（有料入場者数） 
映像制作関係者 ：２１０名 

開催情報 



  出展一覧（全55団体） 



  タイムテーブル 



ロケとグルメで地方創生！特別ゲストもご来場 

ロケツーリズム事例が1冊に！「全国ロケ地ＭＡＰ」 



各ブースでグルメと作品と観光情報をアピール 

いきたいまちNo.1目指してシティプロモーション 



各地域の首長も率先してPR！ 

久慈市 遠藤市長 千曲市 岡田市長 

綾瀬市 古塩市長 飛騨市 都竹市長 



グランプリ：広島県 尾道市 
（映画『こいのわ婚活クルージング』×レモンスカッシュ）  

準グランプリ：千葉県 勝浦市 
（映画『海賊とよばれた男』×冷やし勝運カツ茶漬け）  

３位：兵庫県 神河町 
（映画『ノルウェイの森』×かみかわ弁当｟ロケ弁｠）  

 
■プレゼンター■ 
 
 
 
 
 
 

観光庁観光資源課         根来 恭子 室長 
大河『龍馬伝』映画『るろうに剣心』 大友 啓史  監督 
コラムニスト           木村 隆志 監督 
ロケーションジャパン編集部    山田 実希 編集長 
NPOふるさと活性隊 顧問     片山 敏宏 （国土交通省課長） 

東宝株式会社           帯田 義伸 プロデューサー 

  表彰式（いきたいまちNo.1） 

実行委員長  
藤崎 慎一氏 

松竹 取締役 
小林 敬宜氏 

観光庁観光資源課 
根来 恭子氏 

国土交通省 
片山 敏宏氏 

ロケーションジャパン 
山田 実希編集長 

プレゼンター 
木村 隆志氏 

映画監督 
大友 啓史氏 

東宝プロデューサー 
帯田 義伸氏 



  表彰式（いきたいまちNo.1） 

４位：千葉県いすみ市  
 （ドラマ『孤独のグルメ  Season5』×じあとん丼）  

 
５位：静岡県沼津市  
 （アニメ『ラブライブ！サンシャイン！！』×ペッシュールサンド）  

 
６位：岐阜県飛騨市  
 （映画『君の名は。』×飛騨高山ラーメン）  

 
７位：鹿児島県与論島  
 （映画『めがね』×もずくそーめん）  

 
８位：山形県山形市・高畠町 
 （映画『３月のライオン』×スモークハウスファインのソーセージ）  

 
９位：群馬県高崎市  
 （映画『HiGH＆LOW THE MOVIE2』×焼きまんじゅう）  

 
１０位：岩手県久慈市  
 （連続テレビ小説『あまちゃん』×まめぶ汁）  



  グルメ部門ランキング 

ご飯・パン・麺部門 

第１位 
『じあとん丼』 
（千葉県いすみ市） 

デザート・ドリンク部門 

第１位 
『焼きまんじゅう』 
（群馬県高崎市） 

２位：鯛茶漬け （新潟県柏崎市）  
３位：もずくそーめん （鹿児島県与論町）  
４位：つやま和牛・ホルモンミックス丼  
            （岡山県津山市）  
５位：飛騨高山ラーメン （岐阜県飛騨市）  

２位：レモンスカッシュ  （広島県尾道市）    
３位：あんずコンポート入り 
   フローズンヨーグルト （長野県千曲市）  



  グルメ部門ランキング 

惣菜・おつまみ部門 

第１位 
『スモークファインの 
    ソーセージ』 
（山形県山形市・高畠町） 

２位：骨付鳥 （香川県丸亀市）  
３位：幻の金華豚フランク （静岡県御殿場市）    
４位：白金豚ベーコン （岩手県花巻市）   
５位：まめぶ汁 （岩手県久慈市）  

お土産部門 

第１位 
『しそわかめ』 
（徳島県鳴門市） 

プレゼンター：東急百貨店 佐藤氏 

東急百貨店 渋谷東横店での販売権を獲得！ 



表彰状に内閣府のしるし“五七桐の紋” 

プレゼンター 
観光庁 根来 恭子さん 

プレゼンター 
映画監督 大友啓史さん 

プレゼンター 
コラムニスト 木村 隆志さん 

プレゼンター 
東宝 帯田義伸さん 

●活用事例 
 ・市役所内での展示 
 ・首長/住民への報告会 
 ・マスコミリリース素材 



映画監督やプロデューサーなど210名の映像制作者が来場 

地域のロケ地情報『マッチングカード』で映像関係者にもPR 

大河ドラマ『龍馬伝』、映画『るろうに剣心』大友 啓史監督 

ドラマ制作 石井誠さん 
大河ドラマ『利家とまつ』 
 
「各地域のロケ実績が 
わかると助かります！」 

映画プロデューサー 
高瀬博行さん 
映画『クローズZERO』 
映画『どろろ』等 
 
「ロケ弁、エキストラ情報 
も網羅されていて便利。」 



  ロケしたいまちNo.1 

第１位：大分県中津市 

第２位・・・神奈川県綾瀬市 

第３位・・・兵庫県淡路島 
       鹿児島県与論町 
       広島県尾道市 

中津市の方が一番積極的に 
アピールして下さいました！ 
iPadでロケ場所を紹介して 
くれたり、マッチングカードの 

説明も丁寧でした！ 

ドラマ『相棒』制作部 松原剛さん 



観光庁公認「全国ロケ地MAP」を配布 
約6000人のアンケート＆取材で選ばれた！ 

全国1718市町村から54のロケ地を認定！ 

外国人来場者にも好評！ 

It’s 
Fun! 

I wanna 
go! 



1７３人の跡見女子大学生ボランティア 

豪華ゲスト陣 

朝ドラ『あまちゃん』主演 
女優・のんさん 

少年ダンスグループ 
スタメンKiDS NMB４８・市川美織さん 



 大満足 １７７人 
 満足   １３２人 
 ふつう      ３人 

満足度９９％ 
（昨対比４%上昇） 

  来場者アンケート結果 

大満足 
57% 

満足 
42% 

普通 
1% 

１．「ふるさと甲子園の満足度は？」 

「次の旅行で行きたいロケ地を見つけました！」 

「好きな作品に登場したグルメに感動！」 

「ずっと行ってみたかったロケ地の魅力を知れました！」 

２．「全国ロケ地マップ」を見て 
   ロケ地に行きたくなりましたか？】 

すごく行

きたくなっ

た 
32% 

行きたく

なった 
61% 

特に思わ

ない 
7% 

 すごく行きたい １０２人 
 行きたい       １９５人 
 特に思わない    ２４人 

行きたい度９３％  



   ボランティアアンケート結果 

 とても良かった １０７人 
 良かった      ６２人 
 ふつう            ４人 

満足度９７．３％  

１．ふるさと甲子園に参加してどうでしたか？ 

跡見ふるさとサポーター  
全体リーダー 齊藤 霞さん 

2.7% 

（多数コメント） 

・地域の皆さんと交流ができたことがうれしかった。 
・地域をＰＲして商品が売れる達成感を感じられた。 
・授業やサークルでは体験できないことで感動した。 
・運営サポートとして仕組みを見ることができた。 
・実際にまちおこしの現場をみることができた。 



      メディア掲載一覧 

１２５媒体掲載 （2017年8月29日時点） 

■読売新聞   ■朝日新聞   ■毎日新聞 
■中日新聞   ■日本経済新聞 ■東京新聞 

■産経ニュース 
■伊豆新聞 
■タウンニュース綾瀬 
■神戸新聞NEXT 
■アキバ経済新聞 
■岩手日報 
■神戸新聞 
■千葉日報 
■東京ウォーカー 
■日本海新聞  
■山陽日日新聞  
■中國新聞 
■日刊スポーツ新聞 
■民友新聞 
■デーリー東北 
■沖縄タイムス 
■宮崎日日新聞 
■京都新聞 
 

他、掲載多数 

■フジテレビ 
 「週刊フジテレビ批評」 
■YAHOO news   
■NHK「しんけんワイド大分」 
■日本テレビNEWS24 
■ORICON NEWS 
■サンスポ.com 
■デイリースポーツオンライン 
■LINEニュース 
■ＦＭおのみち  
■Lets enjoy tokyo 



新・週刊フジテレビ批評（フジテレビ） 9月2日OA 

フジテレビ、NHK、日本経済新聞からEXILENEWS 
までマスコミ125媒体へ露出！！ 





日本経済新聞(2017年8月28日) 

岩手日報(2017年8月27日) 神戸新聞(2017年8月27日) 



共同通信(2017年8月26日) 

産経新聞デジタル(2017年8月26日) 東京新聞(2017年8月26日) 



日本海新聞(2017年8月27日) 

福島民報社(2017年8月27日) 

神戸新聞(2017年8月27日) 



サンテレビ(2017年6月12日) 

NHK「しんけんワイド大分」(2017年5月12日) 

日本海新聞(2017年7月27日) 



民友新聞(2017年6月23日) 

中日新聞(2017年5月13日) 



読売新聞夕刊(2017年7月22日) 千葉日報(2017年6月30日) 

中国新聞(2017年7月22日) 



日刊スポーツ新聞(2017年7月22日) 

オリコンニュース(2017年7月22日) 

LINE NEWS(2017年8月14日) 



EXILE NEWS(2017年8月15日) 

モデルプレス(2017年8月13日) 



     協賛・サポーター 

●副賞提供企業 
国内唯一のロケ地情報誌「ロケーションジャパン」記事掲載、 
「ロケーションジャパン.net」記事掲載／株式会社地域活性プランニング 
Webサイト「シネマズby松竹」記事掲載／株式会社松竹 
Webサイト「シネマトクラス」記事掲載／東宝株式会社 
「みんなのPR」地域PR配信／株式会社マテリアル 
都内大手劇場など観光パンフレット配布／株式会社シネブリッジ 



【運営事務局】 
 ロケーションジャパン編集部 
（株式会社地域活性プランニング内） 

本資料はお取り扱いにご注意ください。 
内容に関するお問合せは下記へご連絡ください。 

担当：木庭清美・杉浦正樹・斎藤奨 
TEL: 03-5157-0567  MAIL: furusato-koshien@chiikikassei.co.jp 


