
 
 

～まちを変える！旅が変わる！ロケ地から選ぶ映画・ドラマ大賞～ 

“第12回 ロケーションジャパン大賞”に 

「京丹後市」が２作品でノミネートされました。 
 

“ロケ地でもっと、ワクワクする旅！”を合言葉に、国内の映画・ドラマの舞台、ロケ地を応

援する雑誌「ロケーションジャパン」（発行：（株）地域活性プランニング/発行人：藤崎慎一/

奇数月 15 日発売/定価 499 円/発行部数 35,000 部）が、この年もっとも人を動かし、まちの観光

を活性化させた作品とその地域を顕彰する「第 12 回ロケーションジャパン大賞」のノミネート

作品×ロケ地を発表しました。その中で、京丹後市で撮影された下記の 2 作品がノミネートされ

ました。 

この賞は、「支持率」、「ロケの支援度」、「行楽度」、「地域の変化」の４つの指標から決

定されることになっており、11 月 10 日（水）から 12 月 10 日（金）までの 1 か月間、「支持

率」のアンケートが実施され、審査の結果、来年 2 月 17 日に「ロケーションジャパン大賞」が

発表されます。皆様の応援の一票（回答）をお願いします。 
 

【第 12 回ロケーションジャパン大賞】の概要 
別紙のとおり。 

ロケーションジャパンの公式 HP は、 

http://locationjapan.net/newss/12lj-granprix-nominates/ 
 

【ノミネート作品×ロケ地（抜粋）】 
●『天外者』× 京都府舞鶴市、京都府京丹後市、兵庫県神戸市、長崎県長崎市 

●『映画 太陽の子』× 京都府京都市、京都府京丹後市 
 

【ぜひ、アンケートにお答えください】 
あなたの応援の一票が、今年の「ロケーションジャパン大賞」の受賞につながります！ 

あなたのイチオシの「作品×ロケ地」を選択して、アンケートに回答してください。 

■Google 回答フォーム：https://forms.gle/Ly9uJL2ByyqjE8gr9 

■回答期間 : 11 月 10 日（水）～12 月 10 日（金）23:59 まで 
 

【京丹後市での取り組み】の紹介 
① 『映画 太陽の子』公開記念企画 福知山シネマ×京丹後市 連動パネル展開催（約 1 か月間） 

（参考：https://www.kyotango.gr.jp/press-release/17267/） 

② 映画“太陽の子”と“天外者”にスポットを当てた「京丹後ロケ地巡りツアー」（2 回催行） 

（参考：https://www.kyotango.gr.jp/press-release/17592/） 

（参考：https://www.kyotango.gr.jp/press-release/17475/） 

③ 京丹後フィルムコミッションの WEB サイトの制作（間もなく公開予定） 

④ 「広報 京丹後（2021 年 7 月号）」で、京丹後市内で撮影された映像作品を特集 

（参考：https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shisei/3/3/r3koho/15145.html） 

  

 
本件に関するお問い合わせ先 

 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社（海の京都 DMO） 

 京丹後地域本部（通称：京丹後市観光公社） 事務局（担当：中江） 

  電話 0772-72-6070 ／ FAX 0772-72-0822 

URL https://www.kyotango.gr.jp/ E-mail info@kyotango.gr.jp 

KTA 京丹後市観光公社  Press Release（＆お知らせ） 
２０２１年１１月１２日  

一社）京都府北部地域連携都市圏振興社  京丹後地域本部  
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“ロケ地でもっと、ワクワクする旅！”を合言葉に、国内の映画・ドラマの舞台、ロケ地を応

援する雑誌「ロケーションジャパン」（発行：（株）地域活性プランニング/発行人：藤崎慎一/

奇数月 15 日発売/定価 499 円/発行部数 35,000 部）では、2021 年にコロナ下の中でも地域を盛り

上げた作品とその地域を顕彰する「ロケーションジャパン大賞」のノミネート地域・作品を決定

いたしました。ぜひ各媒体でのご紹介をご検討ください。 

今年 2 月に行われた「第 11 回ロケーションジャパン大賞」授賞式の様子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「第 12 回ロケーションジャパン大賞」概要】 
■主催：ロケーションジャパン 
■賞の内訳：「ロケーションジャパン大賞」 
■ノミネート条件： 

2020 年 11 月 1 日～2021 年 10 月 31 日に公開、放送された映画・ドラマ・アニメ作品 
・一般支持の高かった作品とロケ地 
・地域の変化が見られた作品とロケ地 
・ロケ受け入れに対し、組織的な対応ができている地域 ※左記の効果が出ていた作品と地
域を、編集部調べで選出。 

・ノミネート発表：11 月 10 日（水）情報解禁 
■選考基準：下記 4 つの指標をもとにポイント化して算出 

① 支持率…約 6,000 名を対象にした一般アンケート結果による。  
② ロケ地行楽度…作品の世界観が楽しめるか？ 

（ロケ地マップの有無、語り部がいる、ツアーの有無 ほか） 
③ 撮影サポート…地元のロケ協力度、住民の理解 

（ロケ支援組織の有無、撮影リピーターの有無、撮影窓口の一本化、ロケに対する住民の
理解度 ほか） 

※第 5 回大賞までの旧名称：ロケ支援度 
④ 地域の変化…観光客の増加 経済効果 ＣＭ換算効果  

（作品による経済効果、作品にまつわる商品の誕生、エキストラの登録状況、メディアへ
の露出 ほか） 

■結果公表（予定）：2022 年 2 月 17 日（木）一般・マスコミ発表 
■授賞式（予定）：2022 年 2 月 17 日（木） リーガロイヤルホテル東京（東京都新宿区） 
■誌面掲載： 

（ノミネート発表）『ロケーションジャパン』2 月号（2022 年 1 月 15 日発売）特集内 
（大賞発表）『ロケーションジャパン』4 月号（2022 年 3 月 15 日発売）特集内 

～まちを変える！旅が変わる！ロケ地から選ぶ映画・ドラマ大賞～ 

「第12回 ロケーションジャパン大賞」 
33作品67地域のノミネートが決定しました！ 

News Release  ※情報解禁日 11 月 10 日㊌※    2021 年 11 月９日

（火） 

前回「第 11 回ロケーションジャパン大賞」授賞式出席者一部抜粋 

映画『浅田家！』中野量太 監督／三重県津市 ※市長リモートで参加 

連続テレビ小説『エール』土屋勝裕 制作統括／福島県福島市※市長リモートで参加 

映画『糸』星野秀樹プロデューサー／北海道上富良野町※町長リモートで参加 

映画『弱虫ペダル』三木康一郎 監督／静岡県浜松市 

映画『星屑の町』鍋島壽夫エグゼクティブプロデューサー／岩手県久慈市※市長リモートで参加 

【別紙】  



 

 

【ノミネート作品×地域一覧 ※作品名 50 音順】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ぜひ、新聞・雑誌・テレビなどでのお取り扱いおよび、 

2022 年 2 月 17 日（木）開催の第 12 回授賞式のご取材をお願い致します。 
 

 

 

 
株式会社地域活性プランニング  ロケーションジャパン編集部  担当：笹木萌、中村久仁子、小谷野華未、髙木睦美、青山佳世、山田実希  

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-11-3 虎ノ門アサヒビル 7F Tel:03-5157-0567  Fax:03-5157-0575  

News Release  情報解禁日 11 月 10 日㊌         

前回「第 11 回ロケーションジャパン大賞」の受賞作品×地域≫   ※前回の受賞内容です。  

グランプリ  ：映画『浅田家！』×三重県津市   

準グランプリ  ：連続テレビ小説『エール』×福島県福島市  

特別賞  

・支持率部門    ：映画『糸』×北海道上富良野町  

・行楽度部門    ：映画『弱虫ペダル』×静岡県浜松市  

・地域の変化部門  ：映画『星屑の町』×岩手県久慈市  

※ノミネート地域・作品については１１月９日時点の情報です。  

※情報解禁日は 11 月 10 日（水）になります。情報のお取り扱いにご注意ください。  

 

【連続テレビ小説】 

■『おちょやん』×滋賀県、京都府京都市、大阪府 

■『おかえりモネ』×宮城県、宮城県気仙沼市、宮城県登米

市 

 

【大河ドラマ】 

■『青天を衝け』×埼玉県深谷市 

 

【ドラマ】 

■『青のSP -学校内警察・嶋田隆平-』×千葉県茂原市、東

京都立川市、東京都狛江市 

■『ウチの娘は、彼氏が出来ない』×東京都港区 

■『孤独のグルメSeason９』×静岡県伊東市、静岡県河津町 

■『最高のオバハン 中島ハルコ』×愛知県幸田町 

■『その女、ジルバ』×福島県会津若松市 

 

【テレビアニメ】 

■『やくならマグカップも』×岐阜県多治見市 

■『ゆるキャン△ SEASON2』×静岡県、静岡県浜松市、静岡

県伊東市、静岡県富士市、静岡県富士宮市、静岡県西伊豆

町 

 

 

 

 

 

 

【映画】 

■『Arc アーク』×香川県、香川県・小豆島、兵庫県・淡路島 

■『いとみち』×青森県弘前市、青森県板柳町 

■『いのちの停車場』×石川県金沢市 

■『海辺の金魚』×鹿児島県阿久根市 

■『大綱引の恋』×鹿児島県薩摩川内市 

■『神在月のこども』×島根県、島根県松江市、島根県出雲市 

■『新解釈 三國志』×千葉県、静岡県富士宮市、静岡県裾野市 

■『大コメ騒動』×富山県、富山県富山市、富山県魚津市、富山県滑川

市、富山県射水市、京都府京都市 

■『映画 太陽の子』×京都府京都市、京都府京丹後市 

■『太陽は動かない』×愛知県、三重県・答志島 

■『天外者』×京都府舞鶴市、京都府京丹後市、長崎県長崎市 

■『ドライブ・マイ・カー』×広島県広島市、広島県呉市 

■『泣く子はいねぇが』×秋田県男鹿市 

■『夏、至るころ』×福岡県田川市 

■『名も無き世界のエンドロール』×岡山県 

■『のさりの島』×熊本県天草市 

■『鳩の撃退法』×富山県、富山県富山市、富山県高岡市 

■『花束みたいな恋をした』×東京都調布市 

■『浜の朝日の噓つきどもと』×福島県福島市、福島県南相馬市 

■『護られなかった者たちへ』×宮城県塩竈市、宮城県気仙沼市 

■『燃えよ剣』×滋賀県、滋賀県大津市、滋賀県彦根市、兵庫県姫路

市、和歌山県和歌山市、岡山県、岡山県津山市、岡山県高梁市、岡山

県真庭市 

■『竜とそばかすの姫』×高知県 

■『るろうに剣心 The Final/The Beginning』×三重県松坂市、滋賀

県、兵庫県姫路市、広島県竹原市、広島県江田島市、熊本県人吉市 


