「麒麟のいる街」こうの史代
（漫画家・福知山市在住）

明智光秀が築いた城下町

福知山市
Fukuchiyama City

明智光秀が
築いた城下町

福知山

京都 福知山
City Promotion Book

福知山城は、想いのカタチ
明智光秀は、この地に新たに
まちを作ろうと挑戦しました。
そのまちを発展させようと、
まちづくりに挑んだ人々、
そして、それを応援し支えた人々がいました。
時代の流れの中で形を失っていた福知山城は、
「まちのシンボルをもう一度」と願う挑戦と、
それを応援した人々の想いの力で、
約35年前、その姿を取り戻しました。
光秀の時代から続く私たちのマインドが、
このまちを動かし、
そして、今日の福知山があります。
福知山城は、
まちづくりへの挑戦心のシンボル。
この先、このまちをもっと輝かせるのは、
今を、そしてこれからの未来を生きる
私たちの挑戦心。
住みたいまちをつくるために、
そして、次の世代に繋いでいくために。
このまちの誇りは、
私たち一人ひとりが築いていく。

Fukuchiyama, Kyoto
City Promotion

京都府福知山市 シティプロモーション
いがいと! 福知山

光秀イヤー総決算号
1500s-2021

過去から受け継ぎ、未来につなぐ

レガシー、それは「光秀マインド」
福知山城公式サイト オープン!

福知山まちづくりのあゆみ
天正

︿１５７９年ごろ﹀
●光秀が福知山城を築城
●福知山踊り

まちのシンボルを自分たちの
力で取り戻そう!

江戸

●御霊神社に光秀公の
霊が祀られる

裏切者から変わった!

明治

︿１８７３年ごろ﹀
●福知山城廃城

コロナ禍でも
「光秀イヤー」を
盛り上げたい!
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昭和

︿１９８３〜８６年﹀
●昭和の瓦一枚運動
︿１９８６年﹀
●福知山城天守閣 再建

平成

︿２０１１年〜﹀
●関係 府市町で
大河ドラマ誘致活動
︿２０１８年﹀
●福知山城で将棋の﹁竜王戦﹂

︿２０２０年﹀
●大河ドラマ﹃麒麟がくる﹄放送
●福知山光秀ミュージアム
１年限定開館
●本能寺の変
プロジェクト
●福知山城で
市民がイベント

令和

ここから
アクセス!

明智光秀築城後400年以上の歴史で初
めて、福知山城の公式サイトがオープ
ン。福知山城に注目の集まる今だから
こそ伝えたい、歴史や秘話などの「知ら
れざるストーリー」を公開しています。

城を築き、人を呼び、
まちをつくろう!

明智光秀イメージ調査

「麒麟のいる街」こうの史代

大河ドラマ『麒麟がくる』の前後で計3回行った明智光秀イメージ調査では、ドラマの影響や
福知山市のアピール効果がみられました。
東京・大阪在住の20〜70代1000人に調査

ストーリーテラー
●小和田哲男さん（歴史学者）
●千田嘉博さん（城郭考古学者）
●城再建に携わった市民
●梅林秀行さん（京都高低差崖会崖長）
●島充さん（城郭模型作家）
●福知山市在住の漫画家・こうの史代さんによる描き下ろしイラストと直筆コメントも

明智光秀に関する事業 3年間で60以上※

光秀イヤー情報発信の成果
Point

「良君」
「 愛妻家」が増加し、
「裏切者」
「策略家」が減少

Point

光秀と福知山とのゆかりを「知ってい
る」
「見聞きしたことがある」が半分超!

●『麒麟がくる』本編後の紀行コーナー
最終回含め2回登場!
福知山城・明智藪・福知山音頭／御霊神社（紀行の大トリ）

コンセプトムービー「明智光秀マインド」 Tube

●記事掲載「明智光秀 福知山」
3年で2000件以上!

いつの時代にも逆境に立ち向かいまちづくりを進めてきた福知山。
そこには「光秀マインド」が脈々と受け継がれていました。400年間を5分のムービーに凝縮!

●いがいと! 福知山ファンクラブ会員数
2年で10倍!

You

※福知山市と、福知山光秀
プロジェクト推進協議会実施分合算

（新聞・テレビ・雑誌・ラジオ・Web・転載含む）

2019年1月 269人⇒2021年3月 3100人以上
光秀の功績、福知山城再建の原動力・昭和の「瓦一枚運
動」、コロナ禍に立ち向かう市民らを、光秀の末裔とい
われるクリス・ペプラーさんの語りで紹介します。
※瓦一枚運動 瓦一枚3千円を一口として8千人以上から5億円余りを
集めた寄附活動。天守閣の瓦の裏には寄附者の名前が記されている。

●福知山市Twitterフォロワー急増!
2020年6月 0人⇒2021年3月 2900人以上

●福知山市YouTubeチャンネル登録者数
2年で9倍!
2019年3月 103人⇒2021年3月 950人以上

画像ⒸNHK

福知山光秀ミュージアムの閉館セレモニー
には、
『 麒麟がくる』で明智光秀を演じた
長谷川博己さんからメッセージが届きました!

コロナ禍を乗り越える力を

くれたのは、一枚のハガキだった
クラウドファンディング
（2020年7〜8月）
「明智光秀×福知山サポーター」

本能寺の変プロジェクト2020

ハガキを手に入れたいという
多くの声を受けて実施。寄附特
典は、光秀からの信頼の証の
「ハガキ」と、来福につなげる
「福知山城＆光秀ミュージア
ム無料入場券」。寄附金額は、
「瓦一枚運動」と同じ3000円
から。

2020年、
「光秀を大河ドラマの主人公に!」という悲願がようやく叶った
ものの、
コロナ禍でそのチャンスを失いかけます。急遽、役所ハガキのパロ
ディ「謀反のお知らせ」を核にした参加型企画を行ったところ、3万人以
上が参加。反響を受けクラウドファンディングにも発展するなど、来福が
困難な状況で多くの福知山ファンが生まれ、全国的な話題となりました。

→ サポーター3449人、寄附金額1148万7110円
特典を使っての来福は400人以上（2021年3月末時点）
寄附金の使い道（すべて明智光秀関係の事業に使用しました）

◆ミュージアムの一部展示を福知山城に移設 ◆福知山城公式サイト
◆麒麟ロス後夜祭 ◆明智光秀講演会 ◆ナイトミュージアム など

ハガキがふるさと納税返礼品に!

謀反のお知らせハガキ

「謀反のお知らせハガキ」&
「福知山城ペア招待券」
（寄附金額5，000円）

Twitterで歴史パロディ画像を発表している
スエヒロさんの作品を圧着ハガキ化。

4アワード受賞

明智光秀から福知山城にいる明智秀満（左馬
助）宛ての「謀反に関する大切なお知らせ」。

ハガキの作者スエヒロさんのツイート。
市職員が見つけてハガキ化を打診した
のが始まりだった

コロナ禍でも「光秀イヤー」を盛り上げたい、福知山市を応援してくれるサポーターと
この困難を乗り越えたい…そんな思いが評価され、4つのアワードを受賞しました。

●全国広報コンクール 広報企画部門「
引用元https://twitter.com/numrock/status/1222716509367128064.html

本能寺の変 原因説50 総選挙 #HNG50（2020年5〜6月）
「暴君討伐説」
「 秀吉黒幕説」などの全50説から、各自
の 推し説 を投票するオンライン企画。投票者の中か
ら抽選で130人※に、
「謀反のお知らせハガキ」を郵送。

全国1位

特選・総務大臣賞」
「読売新聞社賞」

講評▶PRアングルに対するアンテナの高さ、コロナ禍でも人や社会
としっかりとつながった点、バズを獲得しプロジェクトを重層的に展
開したことを高く評価する 主催：
（公社）日本広報協会

●PRアワードグランプリ「ブロンズ賞」
自治体で唯一の受賞!
主催：
（公社）日本パブリックリレーションズ協会

●地域プロモーション大賞 パンフレット部門
「地域活性化センター賞」
講評▶本格的なパンフレットが並ぶ中で異彩を放つ
主催：
（一社）地域活性化センター

※本能寺に向かった光秀軍が13,000人といわれることにちなむ。

→ Twitterを中心に話題になり、
総投票数3.5万票、ハガキの倍率240倍

●CAMPFIREクラウドファンディングアワード「特別賞」
総選挙1位は…「暴君討伐説（信長非道説）」

講評▶ふるさと納税の根幹にある
「好きな地域を応援する」
を体現
主催：
（株）CAMPFIRE

すべてが
福知山市
初受賞!

福 知 山 の 光 秀 イ ヤ ー は

と に か く 盛 り だ く さ ん !
ひらかれたお城を目指して

市民の力で再建されたまちのシンボル

福知山城

皆さんにより親しんでもらえる福知山城を目指し、
市民とともに様々な取り組みを行っています。

入館者数 過去最高

福知山城プロジェクションマッピング

10.9万人!

主催：福知山青年会議所ほか （2020年10月）

●2年連続で入館者10万人を突破!
●2020年度はコロナ禍による臨
時休館や入館制限の影響を受け
ながらも、新記録更新!

多くの来場者が、幻想的なお城を楽しみました。
福知山城 一日城主 公募

（年度）

（人）

御城印、人気です

（2019年9月）
オーストラリアの中高生たち
が、
「サムライになって日本文化
を体験したい!」という公約を多
くの市民の協力で叶えました。

福知山城 現代大茶会

（2019年11月）
コンセプトは「明智光秀が、この
令和の時代に
茶会を開くと
したら…」

過去にも…

竜王戦（2018年11月）＆
市民運営の

こども竜王戦
（2019年8月）

福知山光秀ミュージアムの一部展示を福知山城へ移設
福知山光秀ミュージアム（2020年1月11日〜2021年2月7日）
大河ドラマ『麒麟がくる』放送に合わせ福知山城のふもとに開館。コ
ロナ禍で81日間臨時休館し、再開後も入館制限をしながらの開館で
したが、重要資料の展示や、解説動画・ナイトミュージアムなどの工
夫で、91,400人の来館者を迎えました。展示の一部を福知山城に移
設しましたので、引き続き光秀の軌跡を実感していただけます。

甲冑や打掛姿で登城する
一日城主たち

明智光秀×福知山 IDEABOOK＆IDEAVIEWER
福知山公立大学の学
生が作った「アイデア
ブック」は市内小・中学
校でも活用されました。

「光秀イヤー」は終わっても、福知山の挑戦は…終わらない!

♯福知山城チャレンジ

●福知山城を活用した、世の中に良いインパクトを与える、
挑戦心（光秀マインド）のある「アイデア」を募集
●現地&オンラインでの一般投票で、実施アイデアを決定
●提案者に実施してもらい、費用として最大500万円をお渡し

実業家の前澤友作
さんからのふるさと
納税を活用!

→
「アイデア」
も
「決定」
も
「実施」
も、
日本中を巻き込みながら、
主体的にチャレンジする
「光秀マインド」
をもった人を応援します
いがいと！福知山
良いところであろう？

︵福知山音頭︶

どっこいせ〜どっこいせ♪

オリジナル明智光秀イラスト
【福知山限定 光秀が話す自動販売機】
福知山城や御霊公園など市内7カ所にあります。
場所によって変わる隠しフレーズが話題!

羽生善治九段（当時竜王）対
広瀬章人八段 対局の様子

2021年、本能寺の変が起こった6月2日に始動した新プロジェクト。

人気イラストレーター・諏訪原寛幸さんによる

2019年に登場し、まちのあちこちで活躍中。

高校生や来場者が、城を眺めなが
ら現代の 茶の湯 を愉しみました

【みんなで応援】
2021年9月以降、
提案者がアイデア
を実施

Ⓒ諏訪原寛幸／
七大陸

福知山城コラボ
●福知山城WAON（2018年4月〜）※お買い物額の0.1％寄附（3年で253,520円）
●アサヒスーパードライ 福知山城ラベル（2019年3月・11月）※売上1本につき1円寄附（合計203,088円）
●キリンレモン オリジナルデザインラベル
「麒麟がくる」
（2020年6月）

【みんなから募集】
2021年6月〜7月

【みんなで決定】
2021年7月
現地とオンラインでの
一般投票で決定

写真：一日城主（2019年）

このまちを、もっと好きになる

離れていてもつながれる

福知山ファンに見てほしい、あれこれ

あなたの参加で このまちが変わる

「広報ふくちやま」
最新号からバックナンバーまで↑

福知山城とみんなの物語

ふるさと納税

福知山城はいつの時代も市民に親しまれて
います。みんなとお城のエピソードを掲載
している「広報ふくちやま」2021年4月号
は、市HPで公開中です。

応援したい自治体に寄附ができる制度です。
寄附の使い道が選べますので、ぜひ福知山の
未来を支えてください。そして、お礼品の福知
山名産品を堪能して、地元でものづくりに励
む生産者・お店を応援してください!

市外の方

FUKUFUKU LIFE
福知山で暮らす

※市民の方も可

ほどよく街で、ほどよく田舎。
色々なライフスタイルをの
ぞいてみましょう。
2020年度移住者 過去最高!

※市民の方にはお礼品はありませんが、使い道を
選んでの寄附は可能です。

「広報ふくちやま」が全国1位に!

いがいと! 福知山ファンクラブ
福知山ファンならどなたでも会員になれます。
福知山市内のお店でうけられるお得な優待特典など。
離れていても、心のふるさと福知山とつながりましょう!

市外の方

※市民の方も可

有名イラストレーターの
イラストを使用したオリジナル
会員証が大好評です!

こうの史代さん
描き下ろし
﹁麒麟のいる街﹂
デザインが登場！

自 治 体 広 報 の 甲 子 園 と い わ れ る「 全 国 広 報 コ ン
ク ー ル 」広 報 写 真 一 枚 写 真 の 部 で「 特 選・総 務 大 臣
賞」を受賞したほか、京都広報賞では知事賞など4部
門を受賞しました。

ふるさと納税
ポータルサイトを
ご利用ください。

※市民の方には優待特典はありませんが、メール会員になれます。

出来事はまさに奇跡。
その奇跡を正面から
しっかりと捉えている
（京都広報賞

登録はこちらから
福知山市
city

福知山市
city

Fukuchiyama

講評）

（全国広報コンクール 講評）

福知山市
city

Fukuchiyama

Fukuchiyama

／七大陸
Ⓒ諏訪原寛幸

コロナ禍だからこそ「地元
で遊ぼう」という特集にふ
さわしい、見ている側も楽
しくなる1枚

明智光秀が
築いた城下町

福知山

福知山ゆかりの戦国武

将

明 智 光 秀

「麒麟のいる街」

Ⓒ山本二三

こうの史代

2020年9月号

Instagram いがいと! 福知山 @fukuchiyama.city
見ると福知山に行きたくなる!
フォトキャンペーン受賞作品

YouTube 福知山市公式動画チャンネル

山
#いがいと福知
!
件
万
投稿4.5

「明智光秀が築いた城下町 福知
山」特別大使のクリス・ペプラー
さん主演「福知山城主シリーズ」
や、4Kで撮影した美しい福知山を
堪能できる「鬼のいざない」など。

「JIMOTOへGO!」
などインスタフォト
キャンペーンも開催。

LINE @fukuchiyamacity
くらしに関する情報を配信。気になるカテ
ゴリを選んでメッセージを受信できます

Twitter @fukuchiyamaPR
明智光秀や鬼の話題、レアなプレゼントがあたる参加型企画なども!

SNSリンク一覧
ぜひフォロー・登録
お願いします!

シティプロモーションサイト
福知山市の「いま」がわかるサイトです。

Facebook @fukuchiyama.kyoto
まちの話題、イベントレポート、美しい風景などをお届け。

発行：福知山市役所 市長公室 秘書広報課 シティプロモーション係
TEL 0773-24-7090 FAX 0773-24-7023
MAIL hisyo@city.fukuchiyama.lg.jp
この情報は2021年7月時点での情報です。予告なく変更する場合があります。

