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※地域活性化のための目標・ねらいに対してどのような効果があったか、項目毎

に記載すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後の取り組み
※今後、事業効果をどうつなげていくか記載すること。

 

 

 

 

 

 
※ 自己評価欄は、

「Ａ」：予定を上回る効果が得られた
「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

 

 

事業名

事業主体

（連絡先）

事業区分

事業タイプ

総事業費

 県内外に対しての

り上がりが期待をしていたが、・県内民放テレビ局等で

の特集（テレビ信州「ゆうがた

駅前テレビ」、長野放送「みんなのニュース」、

アラモード」、等）・県内新聞社全紙での大きい取り扱い

（信濃毎日新聞、長野日報、市民新聞、中日新聞、スポ

ニチ、等）各媒体で大きく取り上げて頂き、県内先行上

映では会場は満席（

による追加上映も行うまで盛り上がる事ができた。

 また、口コミやネットによる拡散から、県外からの誘

客に繋げる事ができた。

１．映像制作とイベント企画・実施

(1)映画制作

(2)制作期間

(3)場所

(4)キャスト

渋江譲二

西沢仁太

(5)エキストラ

(6)制作スタッフ

２．映画発信方法

 ・長野県内の映画館にて舞台挨拶を絡めた上映

  ＜2016

  ／長野グランドシネマズ

 ・地域住民参加のワークショップとオーディション

  ＜2015

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め

外での公開、放送やレンタル等を行っていく。

 

・長野県内や東京都内での上映

（別記様式第１２号）（第３の８関係）

平成

 業 内 容 

 業 効 果 
※地域活性化のための目標・ねらいに対してどのような効果があったか、項目毎

に記載すること。 

今後の取り組み 
※今後、事業効果をどうつなげていくか記載すること。

自己評価欄は、地域活性化に及ぼす事業効果について、
「Ａ」：予定を上回る効果が得られた
「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

事業名 地域住民と協働による「信州諏訪ご当地映画」制作事業

事業主体 

（連絡先） 

信州諏訪ご当地映画製作委員会

メール

事業区分 8 その他地域の元気を生み出す地域づくりに関する事業

事業タイプ ソフト

総事業費 4,318,

県内外に対しての

り上がりが期待をしていたが、・県内民放テレビ局等で

の特集（テレビ信州「ゆうがた

駅前テレビ」、長野放送「みんなのニュース」、

アラモード」、等）・県内新聞社全紙での大きい取り扱い

（信濃毎日新聞、長野日報、市民新聞、中日新聞、スポ

ニチ、等）各媒体で大きく取り上げて頂き、県内先行上

映では会場は満席（

による追加上映も行うまで盛り上がる事ができた。

また、口コミやネットによる拡散から、県外からの誘

客に繋げる事ができた。

１．映像制作とイベント企画・実施

映画制作= タイトル

制作期間= 平成

場所= 諏訪地域、

キャスト= 高山猛久

渋江譲二(諏訪市)

西沢仁太(上田市)

エキストラ= 諏訪地域

制作スタッフ= 

２．映画発信方法について

・長野県内の映画館にて舞台挨拶を絡めた上映

2016 年 2 月 27

／長野グランドシネマズ

・地域住民参加のワークショップとオーディション

2015 年 8 月 2

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め

公開、放送やレンタル等を行っていく。

・長野県内や東京都内での上映

（別記様式第１２号）（第３の８関係）

平成 27 年度

 

 

※地域活性化のための目標・ねらいに対してどのような効果があったか、項目毎

  

※今後、事業効果をどうつなげていくか記載すること。

地域活性化に及ぼす事業効果について、
「Ａ」：予定を上回る効果が得られた
「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

地域住民と協働による「信州諏訪ご当地映画」制作事業

信州諏訪ご当地映画製作委員会

メール shinshu.eiga@gmain.com

その他地域の元気を生み出す地域づくりに関する事業

ソフト 

,212 円（うち支援金：

県内外に対しての諏訪地域の話題づくりと

り上がりが期待をしていたが、・県内民放テレビ局等で

の特集（テレビ信州「ゆうがた Get!

駅前テレビ」、長野放送「みんなのニュース」、

アラモード」、等）・県内新聞社全紙での大きい取り扱い

（信濃毎日新聞、長野日報、市民新聞、中日新聞、スポ

ニチ、等）各媒体で大きく取り上げて頂き、県内先行上

映では会場は満席（200 席中 200

による追加上映も行うまで盛り上がる事ができた。

また、口コミやネットによる拡散から、県外からの誘

客に繋げる事ができた。 

１．映像制作とイベント企画・実施

タイトル：タロット探偵ボブ西田

平成 27 年 6 月～平成

諏訪地域、王滝村、小谷村

高山猛久(諏訪市

)、岩永洋昭

)、Gendy(下諏訪町

諏訪地域の方々

= 監督含め常勤スタッフ

について 

・長野県内の映画館にて舞台挨拶を絡めた上映

27 日(土)＞岡谷スカラ座

／長野グランドシネマズ 100

・地域住民参加のワークショップとオーディション

29 日(土)＞

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め

公開、放送やレンタル等を行っていく。

・長野県内や東京都内での上映

（別記様式第１２号）（第３の８関係） 

年度 地域発 

※地域活性化のための目標・ねらいに対してどのような効果があったか、項目毎

※今後、事業効果をどうつなげていくか記載すること。

地域活性化に及ぼす事業効果について、
「Ａ」：予定を上回る効果が得られた 「Ｂ」：予定していた効果が得られた
「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

地域住民と協働による「信州諏訪ご当地映画」制作事業

信州諏訪ご当地映画製作委員会

shinshu.eiga@gmain.com

その他地域の元気を生み出す地域づくりに関する事業

うち支援金：3,000

諏訪地域の話題づくりと

り上がりが期待をしていたが、・県内民放テレビ局等で

Get!」、長野朝日放送「ザ・

駅前テレビ」、長野放送「みんなのニュース」、

アラモード」、等）・県内新聞社全紙での大きい取り扱い

（信濃毎日新聞、長野日報、市民新聞、中日新聞、スポ

ニチ、等）各媒体で大きく取り上げて頂き、県内先行上

200 席）、多くの問い合わせ

による追加上映も行うまで盛り上がる事ができた。

また、口コミやネットによる拡散から、県外からの誘

１．映像制作とイベント企画・実施について

タロット探偵ボブ西田

月～平成 28 年

、小谷村 

諏訪市)、川村ゆきえ

岩永洋昭、折井あゆみ

下諏訪町)、ほか

の方々 

監督含め常勤スタッフ

・長野県内の映画館にて舞台挨拶を絡めた上映

＞岡谷スカラ座

100 席 

・地域住民参加のワークショップとオーディション

＞W=50 名／A=21

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め

公開、放送やレンタル等を行っていく。

・長野県内や東京都内での上映 ・テレビ放映

 元気づくり支援金事業総括書

※地域活性化のための目標・ねらいに対してどのような効果があったか、項目毎

※今後、事業効果をどうつなげていくか記載すること。 

地域活性化に及ぼす事業効果について、以下から選択のこと
「Ｂ」：予定していた効果が得られた

「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

地域住民と協働による「信州諏訪ご当地映画」制作事業

信州諏訪ご当地映画製作委員会 代 表 

shinshu.eiga@gmain.com 

その他地域の元気を生み出す地域づくりに関する事業

3,000,000 円）

諏訪地域の話題づくりと、地域の盛

り上がりが期待をしていたが、・県内民放テレビ局等で

」、長野朝日放送「ザ・

駅前テレビ」、長野放送「みんなのニュース」、LCV「BON!

アラモード」、等）・県内新聞社全紙での大きい取り扱い

（信濃毎日新聞、長野日報、市民新聞、中日新聞、スポ

ニチ、等）各媒体で大きく取り上げて頂き、県内先行上

席）、多くの問い合わせ

による追加上映も行うまで盛り上がる事ができた。 

また、口コミやネットによる拡散から、県外からの誘

について 

タロット探偵ボブ西田  

年 2 月 

川村ゆきえ、 

、折井あゆみ(諏訪圏)

ほか 

監督含め常勤スタッフ 13 名+α 

・長野県内の映画館にて舞台挨拶を絡めた上映実施

＞岡谷スカラ座 200 席満席

・地域住民参加のワークショップとオーディション

A=21 名 

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め

公開、放送やレンタル等を行っていく。 

・テレビ放映 ・全国レンタルビデオショップ

元気づくり支援金事業総括書

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域活性化のための目標・ねらいに対してどのような効果があったか、項目毎

以下から選択のこと
「Ｂ」：予定していた効果が得られた

「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

地域住民と協働による「信州諏訪ご当地映画」制作事業

 源田 泰章 

その他地域の元気を生み出す地域づくりに関する事業

円） 

①地域を元気にする

②地域住民の参加

③作品

④県外からの誘客

【理由】

PR の成果もあり、多くの媒体から

も注目され、想定以上の大きい話

題を作れた事から地域の広い盛り

上がりに繋がったと思われます。

【信州諏訪ご当地映画】タロット探偵ボブ西田

地域の盛

り上がりが期待をしていたが、・県内民放テレビ局等で

」、長野朝日放送「ザ・

BON!

アラモード」、等）・県内新聞社全紙での大きい取り扱い

（信濃毎日新聞、長野日報、市民新聞、中日新聞、スポ

ニチ、等）各媒体で大きく取り上げて頂き、県内先行上

席）、多くの問い合わせ

また、口コミやネットによる拡散から、県外からの誘

)、 

 

実施 

席満席 

・地域住民参加のワークショップとオーディション 

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め

・全国レンタルビデオショップ

元気づくり支援金事業総括書 

 

以下から選択のこと。 
「Ｂ」：予定していた効果が得られた 

「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

地域住民と協働による「信州諏訪ご当地映画」制作事業 

 

その他地域の元気を生み出す地域づくりに関する事業 

地域を元気にする

地域住民の参加

作品(企画)を話題にする

県外からの誘客

※自己評価

【理由】 

の成果もあり、多くの媒体から

も注目され、想定以上の大きい話

題を作れた事から地域の広い盛り

上がりに繋がったと思われます。

【信州諏訪ご当地映画】タロット探偵ボブ西田

 【目標・ねらい】

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め

・全国レンタルビデオショップ

（諏訪地域）

 

「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある

地域を元気にする 

地域住民の参加 

を話題にする 

県外からの誘客 

※自己評価【 A 】

の成果もあり、多くの媒体から

も注目され、想定以上の大きい話

題を作れた事から地域の広い盛り

上がりに繋がったと思われます。

【信州諏訪ご当地映画】タロット探偵ボブ西田

【目標・ねらい】 

多くの注目を受けるコンテンツが出来たと思うので、引き続き地域活性化含め誘客の為に

・全国レンタルビデオショップと連携した

地域） 

「Ｃ」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある 

 

 

 

】 

の成果もあり、多くの媒体から

も注目され、想定以上の大きい話

題を作れた事から地域の広い盛り

上がりに繋がったと思われます。 

【信州諏訪ご当地映画】タロット探偵ボブ西田 

 

誘客の為に、県内

と連携した展開 


