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累計ロケ支援７，３６７作品

令和３年９月１３日
茨城県営業戦略部観光物産課長 久保 三千雄

フィルムコミッション推進室長 高 野 佳 樹

茨城県内のフィルムコミッション全体で
300作品以上を支援

３ その他
（１）主な支援作品

・映 画：「東京リベンジャーズ」、「賭ケグルイ絶体絶命ロシアンルーレット」、
「うみべの女の子」、「ザ・ファブル殺さない殺し屋」ほか

・ドラマ： 大河ドラマ「青天を衝け」(ＮＨＫ) 、「仮面ライダーセイバー」(テレビ朝日)、
極主夫道（日本テレビ）ほか

（２）2020年公開の興行収入10億円以上の邦画18作品（実写）のうち、本県ロケ地の２作品を支援。

茨城県内のフィルムコミッションが中心となってロケ支援した作品数は、平成14年10月に
県にフィルムコミッション推進室を設置して本格的にロケの誘致・支援活動を開始して以来、
18年間で７，３６７作品となりました。
また、令和２年度(１年間)の作品数は、３４４作品（対前年度比３３％減）、撮影日数につ

いては６３３日（対前年度比４９％減）となりました。ロケ隊による経済波及効果推計額は
約１億３千万円（対前年比７５％減）でした。
なお、減少理由としましては、コロナ禍での宿泊を伴うロケの減少によるものです。

１ フィルムコミッション経済効果 ２ ロケ支援件数、撮影日数

作品数
撮影
日数

累計
推計額
（億円）

※お問い合わせ 茨城県営業戦略部観光物産課FC推進室 高野、出沼
電話０２９－３０１－２５２８ E-mail ibaraki-fc@pref.ibaraki.lg.jp

（参考：消費推計額及び経済波及効果推計額の算出方法）

・消費推計額：撮影隊の宿泊費、弁当代及び撮影機材のレンタル料など、アンケート調査等をもとに算出
・経済波及効果推計額：国土交通省総合政策局「ロケーション撮影による地域経済効果の推計手法等に関する調査

報告書」の係数をもとに算出

単年度
推計額
（億円）

累計経済波及効果推計額
８４．５億円



 

参考資料 

【ロケ支援取組実績】 

①年度別経済効果 

年度 
ロケ隊による経済波及効果推計額 

（対前年度比） 

H14 約１億円 

H15 約２億７千万円（２７０％） 

H16 約４億１千万円（１５２％） 

H17 約４億７千万円（１１５％） 

H18 約５億１千万円（１０９％） 

H19 約５億２千万円（１０２％） 

H20 約５億円（ ９６％） 

H21 約５億４千万円（１０８％） 

H22 約５億円（ ９３％） 

H23 約５億２千万円（１０４％） 

H24 約５億４千万円（１０４％） 

H25 約５億５千万円（１０２％） 

H26 約６億１千万円（１１０％） 

H27 約４億８千万円（ ７９％） 

H28 約４億円（ ８３％） 

H29 約４億４千万円（１１０％） 

H30 約４億５千万円（１０２％） 

R 1 約５億１千万円（１１３％） 

R 2 約１億３千万円（ ２５％） 

累計 約８４億５千万円 

 
②年度別ロケ支援実績 

年度 作品数（対前年度比） ロケ延べ日数（対前年度比） 

H14＊ ３２ ２２７ 

H15 １３５（４２２％） ５５５（２４４％） 

H16 ２０７（１５３％） ７６６（１３８％） 

H17 ３０４（１４７％） ８４７（１１１％） 

H18 ３３６（１１１％） １，０５４（１２４％） 

H19 ３５５（１０６％） １，２１８（１１６％） 

H20 ３５７（１０１％） １，１１９（ ９２％） 

H21 ３７８（１０６％） １，２０３（１０７％） 

H22 ３３９（ ９０％） １，０７８（ ９０％） 

H23 ３１６（ ９３％） １，０４２（ ９７％） 

H24 ３９０（１２３％） １，０４４（１００％） 

H25 ５６６（１４５％） １，０６５（１０２％） 

H26 ５５０（ ９７％） １，１９０（１１２％） 

H27 ５８３（１０６％） １，１３０（ ９５％） 

H28 ５２６（ ９０％） １，１４７（１０２％） 

H29 ５２８（１００％） １，２２６（１０７％） 

H30 ６０６（１１５％） １，３１８（１０７％） 

R 1 ５１５（ ８５％） １，２５３（ ９５％） 

R 2 ３４４（ ６７％） ６３３（ ５１％） 

累計 ７，３６７作品 １９，１１５日 

＊①、②の H14 年度の数値は、どちらも 10 月１日（フィルムコミッション設立日）以降（半年分）の 

実績。 

 



 

 
 
③地域別ロケ状況             ④利用頻度の高いロケ地ベスト１０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

⑤ジャンル別割合             
 

 

 

 

 

 

 
 
 
⑥令和２年度の主なロケ支援作品(映画・ドラマ) 

 

分類 作品名 県内ロケ場所 主な出演者 

映 

画 

先生、私の隣に座ってい
ただけませんか？ 

旧下館自動車学校、道の駅グランテラ
ス筑西、平田酒店、ブックエース下館
店（筑西市）、Smile BBQ Place なめが
た（行方市）、笠間市内道路 

黒木華、柄本佑、金子
大地 

賭ケグルイ 絶体絶命ロ
シアンルーレット 

筑波海軍航空隊記念館（笠間市） 浜辺美波、高杉真宙、
藤井流星 

ザ・ファブル 
殺さない殺し屋 

吾妻住宅、つくば YOU ワールド（つく
ば市） 

岡田准一、木村文乃、
平手友梨奈、安藤政信 

東京リベンジャーズ セントラルビル（土浦市） 北村拓海、山田裕貴、
杉野遥亮 

うみべの女の子 平太郎浜（大洗町）、水戸駅、吉田神社
（水戸市）、旧東中学校、武藤医院（笠
間市）、かめだや（小美玉市） 

石川瑠華、青木柚子 

スーパー戦闘 
純烈ジャー 

あけの元気館（筑西市）、御老公の湯境
店（境町） 

後上翔太、白川裕二
郎、小田井涼平、酒井
一圭 

総理の夫 つくば国際会議場（つくば市） 田中圭、貫地谷しほり 

 

ジャンル 作品数 構成比 

映  画 40 作品 11.63% 

テレビドラマ 48 作品 13.95% 

情報バラエティ 89 作品 25.87% 

その他(PV,MV 等) 167 作品 48.55% 

計 344 作品 100.00% 

１位  採石場（常陸大宮市） 
２位  筑波海軍航空隊記念館   

/こころの医療センター敷地（笠間市） 
３位  竜ヶ崎飛行場（龍ケ崎市） 
４位  ひたちなか海浜鉄道 
５位  自然散策の森（つくばみらい市） 
６位  旧東中学校（笠間市） 
６位  袋田の滝（大子町） 
８位  茨城空港（小美玉市） 
９位  坂野家住宅（常総市） 
10 位 関東鉄道 

 



 

 
 

分類 作品名 県内ロケ場所 主な出演者 

ド 
ラ 
マ 

NHK 大河ドラマ  
青天を衝け 

弘道館（水戸市）、自然散策の森、
戸茂地区畑、市道（つくばみらい
市） 

吉沢亮、高良健
吾、草彅剛、津田
寛治、竹中直人 

あなたのそばで明日

が笑う 

伊師浜海岸（日立市） 綾瀬はるか、高良

健吾、池松壮亮 

少年寅次郎スペシャ

ル 

戸茂地区畑、市道、神社（つくばみ

らい市） 

井上真央 

オリバーな犬、

(Gosh!!)このヤロウ 

三の丸庁舎（水戸市） 池松壮亮、永瀬正

敏、麻生久美子、

本田翼 

NHKBS 大富豪同心２ 自然散策の森（つくばみらい市） 中村隼人 

明治開化 新十郎探

偵帖 

自然散策の森、戸茂地区畑（つくば

みらい市） 

福士蒼汰、内田理

央 

日本テ

レビ 

極主夫道 旧筑波東中学校（つくば市） 玉木宏、川口春

奈、白鳥玉季 

日本テ

レビ 

Hulu 

君の名前を好きって

書いた 

旧東中学校（笠間市） 26 時のマスカレ

イド（来栖りん、

吉井美優、江嶋綾

恵梨、森みはる、

中村果蓮） 

テレビ

朝日 

エアガール 筑波海軍航空隊記念館、こころの医

療センター（笠間市）、竜ヶ崎飛行

場（龍ケ崎市） 

広瀬すず、坂口健

太郎 

テレビ

朝日 

24JAPAN さしま環境センター（境町）、竜ヶ

崎飛行場（龍ケ崎市） 

唐沢寿明、仲間由

紀恵、桜田ひより 

テレビ

朝日 

相棒 正月 SP さしま環境センター（境町） 水谷豊、反町隆史 

テレビ

朝日 

七人の秘書 A コープ磯原店（北茨城市） 木村文乃、広瀬ア

リス、菜々緒、 

テレビ

朝日 

仮面ライダーセイバ

ー 

茨城県庁舎、クリッパーズ（水戸

市）、笠間工芸の丘（笠間市）、こ

もれび森のイバライド（稲敷市） 

内藤秀一郎、山口

貴也 

TBS 俺の家の話 筑波海軍航空隊記念館、こころの医

療センター（笠間市）、道の駅ごか

（五霞町）、ジャック（小美玉市） 

長瀬智也、戸田恵

梨香、永山絢斗、

江口のりこ 

TBS 半沢直樹 茨城空港（小美玉市） 堺雅人 

フジテ

レビ 

死との約束 自然散策の森（つくばみらい市） 野村萬斎、松坂慶

子、鈴木京香 

テレビ

東京 

40 万キロかなたの恋 さしま環境センター（境町） 千葉雄大 

テレビ

東京 

作家刑事 毒島真理 ポリテクセンター茨城（常総市） 佐々木蔵之介、新

川優愛 

テレビ

東京 

あなた犯人じゃあり

ません 

旧筑波東中学校（つくば市） 日比野芽奈、山崎

樹範、 北乃きい 

WOWWOW 密告はうたう みどりの駅（つくば市） 松岡昌宏、泉里香 

Amazon 

Prime 

賭ケグルイ双 筑波海軍航空隊記念館（笠間市） 浜辺美波、高杉真
宙、藤井流星 

 
 



 

 
 
⑦令和２年に１０億円以上の興行収入のあった実写映画（１８作品）のうち、茨城
県がロケ地の作品(２作品)  

作品名 ロケ場所 主な出演者 興行収入 
事故物件 恐い間取り 水戸赤十字病院、 みと文化

交流プラザ６階大会議室 
亀梨和也、奈緒、瀬

戸康史 
23.4 億円 

スマホを落としただけなの

に 囚われの殺人鬼 
茨城空港 千葉雄大、白石麻衣 11.9 億円 

出典：一般社団法人日本映画製作者連盟（2020 年（R2.1～12）興収１０億円以上番組） 

 
 
【県の主な取組】 
① 情報発信 
ア ホームページ（ロケ適地情報 約 680 箇所） 

○HP や Twitter での支援作品公開の周知、メールマガジン配信（メルマガ登録者 
2,664、メルマガ 27 通） 

イ ロケ地マップの作成 
○「いばらきロケ地マップ Vol．14」を作成し、県内ロケ地を紹介 
（日本映画監督協会、映画館等制作関係者や市町村等約 100 箇所に配布） 

 
② ロケ地を活用したロケツーリズムの促進 
＜バスツアー＞ 

日時 ツアー内容 備考 

６月 27 日 現地立ち合いスタッフと巡る！ 

ロケ地巡りツアー 

（水戸市、笠間市、美浦村) 

コロナ禍のため中止 

 

10 月 10・11 日 いばらきロケ地めぐりツアー 

（笠間市、美浦村） 

台風のため中止 

 

 
 
＜パネル展示＞ 
○映画「映像研には手を出すな！！」企画展 

・期間： 9/18～11/30 
・場所：筑波海軍航空隊記念館、地域交流センターともべ「Ｔｏｍｏａ」（笠間市） 

鹿島海軍航空隊記念館（美浦村）※ ３か所同時開催 
・内容：撮影美術品、スチール写真のパネル展示、原作の原画複製画ほか 
※鹿島海軍航空隊記念館は、通常非公開の場所を特別公開。 

 
○映画「オレたち応援屋！」企画展 

・期間：10/23～12/8 
・場所：結城市市民情報センター(結城市) 
・内容：横断幕（撮影美術品）、スチール写真のパネル展示 

 
○来場者からの声 

・劇中でのシーンがよみがえってきて感動しました。説明や（ロケの）裏話も楽しく 
わかりやすかったです。 

・（施設の）歴史に触れることができ、かつ、俳優さんと同じ場所に居ることができ 
て貴重な体験ができました。 

・（案内する職員の）説明も聞きやすかったですし、地元の方々の協力があってこそ、 
こういった企画ができていると思うと、本当に感謝しかないです。 

・貴重な施設に入れると思っておらず、大変うれしかったです。 
 
 
 
 
 



 

 
 

茨城県フィルムコミッション等協議会(令和３年９月１日現在 ４０団体) 

※毎年１回程度協議会を開催し、講演会や事例発表等の情報収集のほか、意見交換を実施。 

○ＦＣ設立 39 団体 (県+28 市+8 町+2 村) 
活動区域 ＦＣの名称（設立・運営団体等） 設  立 

茨城県 いばらきフィルムコミッション（観光物産課） H14 年 10 月 

常総市 常総フィルムコミッション（商工観光課） H15 年 6 月 

潮来市 いたこフィルムコミッション（産業観光課） H17 年 4 月 

北茨城市 北茨城ロケ支援隊（北茨城市観光協会） H17 年 5 月 

牛久市 牛久フィルムコミッション（牛久市商工観光課） H18 年 3 月 

つくばみらい市 つくばみらいフィルムコミッション（産業経済課） H18 年 3 月 

取手市 取手フィルムコミッション（産業振興課） H18 年 4 月 

つくば市 つくばフィルムコミッション（(一社)つくば観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会） H18 年 4 月 

古河市 古河フィルムコミッション（シティプロモーション課） H20 年 3 月 
土浦市 土浦フィルムコミッション（広報広聴課） H20 年 4 月 
大子町 大子町フィルム・コミッション（任意団体：事務局：観光商工課） H20 年 7 月 

高萩市 
高萩フィルムコミッション（観光商工課ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ推進室） 
（業務委託：たかはぎロケーションサービス） 

H21 年 4 月 

笠間市 
笠間市フィルムコミッション（観光課） 
（業務委託：プロジェクト茨城） 

H21 年 7 月 

石岡市 いしおかフィルムコミッション（観光課） H22 年 4 月 

稲敷市 いなしきフィルムコミッション（商工観光課） H23 年 1 月 

筑西市 ちくせいロケーションサービス（観光振興課） H23 年 7 月 

龍ケ崎市 龍ケ崎フィルムコミッション（シティセールス課） H24 年 1 月 

常陸太田市 常陸太田フィルムコミッション（観光振興課） H24 年 2 月 

結城市 ゆうきフィルムコミッション（商工観光課） H24 年 4 月 

神栖市 かみすフィルムコミッション（神栖市観光協会） H24 年 4 月 

阿見町 あみフィルムコミッション（商工観光課） H24 年 4 月 

境町 境町フィルムコミッション（境町観光協会） H25 年 2 月 

水戸市 みとフィルムコミッション（みとの魅力発信課） H26 年 4 月 

ひたちなか市 ひたちなか市ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ（ひたちなか市観光振興課） H26 年 4 月 

河内町 河内町フィルムコミッション（経済課） H26 年 4 月 

鹿嶋市 鹿嶋市フィルムコミッション推進室（商工観光課） H27 年 4 月 

常陸大宮市 常陸大宮市フィルムコミッション（商工観光課） H28 年 7 月 
利根町 利根町フィルムコミッション（企画課） H29 年 9 月 

行方市 行方市フィルムコミッション（政策推進室） H30 年 3月 

日立市 日立市フィルムコミッション(市長公室広報戦略課) H30 年 10 月 

美浦村 企画財政課 R2 年 2 月 
東海村 産業政策課 R2 年 4 月 
小美玉市 小美玉市フィルムコミッション（企画調整課） R2 年 4 月 
大洗町 商工観光課 R2 年 4 月 
五霞町 ごかフィルムコミッション（まちづくり戦略課） R2 年 5 月 
下妻市 下妻市観光協会 R2 年 11 月 
坂東市 商工振興課 R2 年 11 月 

かすみがうら市 観光商工課 R2 年 11 月 

茨城町 秘書広聴課 R2 年 11 月 

那珂市 那珂市フィルムコミッション（秘書広聴課ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進室） R3 年 4 月 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【R２年度ロケ地】 

 

ドラマ 「青天を衝け」 
場所  弘道館(水戸市) 

映画 「東京リベンジャーズ」 
場所 土浦セントラルシネマズ（土浦市） 
（写真：土浦フィルムコミッション提供） 


