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Press Release   
    2022年 1月 28日 

京都府福知山市 

  鬼のまち福知山、鬼づくしプロモーション！ 

 ＼ 節分で追い出された鬼たちよ、集まれ ／ 

①02月 02日＝鬼
おに

鬼
おに

の日 です！ 

②鬼鬼の日から2月中、鬼づくしの参加型企画 鬼
おに

鬼
おに

祭
まつり

を開催します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府福知山市は、「02」（オニ）の語呂合わせで2月2日を「鬼鬼の日」とし、鬼鬼の日から2月末ま

で、遠方からも参加できるオンライン中心のイベント「鬼鬼祭」を開催します。 

昨今の鬼ブームを受けて、本市の鬼文化を広く知ってもらうため、昨年から鬼づくしのプロモーション

を展開中です。2021年2月2日を初めて「鬼鬼の日」と打ち出し、「鬼鬼祭」を緊急事態宣言下につきオ

ンラインで開催しました。その後も、人気声優を迎え大江山鬼退治伝説を初のアニメコンテンツ化した

WEB動画「転生したら鬼退治を命じられました」の公開や、源頼光・酒呑童子らのグッズ化、クラウドファ

ンディング型ふるさと納税の募集など、次々と企画を打ち上げています。 

今年もコロナ禍での開催となりますが、全国の鬼ファンとともに「鬼鬼の日」を祝い、パワーアップした

「鬼鬼祭」を開催できたらと思っております。 
 

※新型コロナウイルスの感染状況次第では、開催方法の変更や延期、中止になる場合があります。 
 

コンセプトは「節分で追い出された鬼たちよ、集まれ！」。 

福知山市は、最強の鬼・酒吞童子など3つの鬼伝説を有す大江山、世界一巨大な鬼瓦がある日本の

鬼の交流博物館（以下、鬼博）、また市のイメージキャラクター「酒吞童子」など、鬼づくしのまちです。そ

こで追い出された鬼たちを歓迎するような11の企画を、新型コロナ禍を考慮し、福知山市公式Twitter

とInstagramなどオンラインを中心に行います。 

特別な鬼グッズが当たる【参加型企画】として、話題の動画「転生したら鬼退治

を命じられました」のワンシーンをお題とし、 “ボケ”回答を募集する「転鬼大喜

利」、鬼×アート企画の「鬼文字作品コンテスト」、鬼の金棒の重さを当てる「鬼の金

棒重さあてクイズ」などを行います。 

 また【学ぶ企画】として、鬼伝説を学ぶ「観光ガイド塾」、鬼にまつわる本と触れ合

う「鬼鬼図書館」などを実施。感染収束後に鬼のまちを「食」の面からも発信するた

め、「鬼グルメ」を市内のお店から募集開始します。 

さらに、「鬼鬼祭」にあわせて、2/2に大江支所の職員が「鬼おにマスク」と「鬼の

ツノ」を業務中に着用して鬼になりきります。また、大江地域の信用金庫やJA、郵

便局などの事業所で「鬼おにマスク」を着用いただきます。大江地域にはまちの至

るところに鬼のモチーフがあり、リアル「鬼鬼祭」が年中開かれているような地域で

す。この企画に参加された皆様が、新型コロナ禍が落ち着いた暁には、ぜひ訪れて

いただけることを期待しております。 
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 【 経 緯 】 20代～30代の若手職員が中心になり企画  

『鬼滅の刃』のヒットに端を発した空前の“鬼ブーム”を受けて、2020年11月、福知山市役所内の5部

署（大江支所、文化・スポーツ振興課、産業観光課、図書館中央館・大江分館、秘書広報課）の20代～

30代の若手職員が中心となり、「鬼のまちを発信しよう」と集まりました。本来は、「日本の鬼の交流博物

館」がメインの舞台でしたが、緊急事態宣言を踏まえて急遽計画を変更し、オンラインで開催しました。 

今年も、5部署の若手職員らが集まり、鬼づくしのプロモーションを展開中の今、より充実した「鬼鬼

祭」を開催すべく、部署の垣根を越えて計画を考案しました。 

 

（概 要） 鬼鬼祭 １１企画の詳細 

期間： 2022年2月2日（鬼鬼の日）～2月28日まで ＊順次開始 

場所： 福知山市公式Twitter TW https://www.twitter.com/fukuchiyamaPR 

福知山市公式Instagram IG https://www.instagram.com/fukuchiyama_city/ 

福知山市公式 YouTube YT https://m.youtube.com/channel/UC36VBOJ0Y0KHajbYlkSTbbw 

#転鬼（福知山市公式）TikTok TK https://www.tiktok.com/@ten.oni 

福知山市公式ホームページ HP https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/onioni.html 

 ※2月2日（水）以降、市HPで詳細を随時発表します 

 

▼スペシャル企画 

 

声優：小西克幸さんスペシャルボイス！ 

鬼鬼祭、開幕宣言 TW IG YT TK 

【概要】 「鬼鬼祭」のスペシャル開幕宣言は、WEB動画「転生したら鬼退

治を命じられました」（転鬼）で源頼光役を演じる声優・小西克幸さん。市

SNSでボイスを特別公開。 

【公開時間】 2月2日（水）午後2時２分 

【公開方法】 市Twitter、Instagram、YouTube、TikTok 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090 

 

 

 

▼参加型企画 

 

転鬼画像でくすりと笑える鬼おもろいを！ 

転鬼大喜利 TW IG ★プレゼントあり 

【概要】 WEB「転生したら鬼退治を命じられました」で使用された画

像を用いて、おもしろい回答を募集する「鬼鬼大喜利」を市公式

Twitter、Instagramで開催。 

【期間】 2月2日（水）～2月28日（月）の間に4題 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090 

 

酒呑童子がダンスを披露！ 

酒呑童子×TikTok TK   

【概要】 酒呑童子が新たなファン獲得に向けて、開設したばかりの「転鬼」TikTokに 

ダンス動画を投稿！いつ、どんなダンスを披露するかは、酒呑童子のみぞ知る！ 

ぜひフォローをお願いします。 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090 

小西克幸さんによる音声ガイド「福知山鬼ガイド」を３月公開予定！詳細は後日、発表します！ 

https://www.twitter.com/fukuchiyamaPR
https://www.instagram.com/fukuchiyama_city/
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/onioni.html
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鬼×アート企画 

鬼文字作品コンテスト 鬼博 ★賞状・副賞あり 

【概要】 テーマは「鬼文字」。ハガキまたはハガキサイズ用紙に自由な発想で 

「鬼（「オニ」、「おに」でも可）」と文字を表現してください。墨、インク、絵の具、 

色鉛筆、デジタル、写真なんでもOK！審査のうえ、応募作品の内50点は鬼博 

で展示。 

【募集期間】 ２月2日（水）～2月22日（火） 

【審査結果】 3月上旬頃 

【応募方法】 鬼博へ郵送または持ち込み。 

【詳細】2/2より公開 

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/index.html 

【応募先・問】日本の鬼の交流博物館   

〒620-0321 京都府福知山市大江町佛性寺909 Tel Fax.0773-56-1996 

 

真の鬼なら金棒の重さもすぐわかる！？ 

鬼の金棒重さあてクイズ 鬼博 ★プレゼントあり 

【概要】 鬼博にある3つの金棒の重さを当てよう！ 

【開催期間】 ２月2日（水）～2月22日（火） 

【参加方法】 鬼博にある3つの金棒の重さを予想して応募用紙に記入。 

【その他】各賞につき各1名賞品をプレゼント。 

【詳細】 

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/index.html 

【問】 日本の鬼の交流博物館 Tel.0773-56-1996 

 

1位キャラは鬼博をジャック 

#転鬼 キャラクター総選挙 TW ★プレゼントあり 

【概要】WEB動画に登場する全 15キャラによる総選挙。前期・後期の 2期で１位 

キャラを決定。後期の投票は 1月 28日（金）23:59まで。市Ｔｗｉｔｔｅｒと鬼博、大江 

支所で投票可能。結果は 2月 2日（水）発表予定。 

【詳細】 

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/sousenkyo.html 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090 

 

 

 

▼学ぶ企画 

 

鬼伝説を伝えよう 

観光ガイド塾 鬼伝説版 学ぶ 

【概要】 大江山の鬼伝説を中心とした現地研修を2回実施。観光客の皆さんに、

あなたの言葉で鬼伝説を伝えよう。 

【開催日】 ３月５日（土）、３月１２日（土） 

【応募締切】 ２月３日（木） 

【詳細】 

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/42628.html 
※2月に予定していた座学（2回）は、新型コロナ感染拡大のため中止 

【問】 産業観光課 観光振興係 Tel.0773-24-7076 

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/index.html
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/index.html
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/sousenkyo.html
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/42628.html
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いろんな鬼と出合おう 

鬼鬼図書館 学ぶ 

【概要】 市立図書館中央館と大江分館では、鬼にまつわる本を紹介します。 

中央館では「日本の鬼才」、大江分館では「いろいろな鬼さんあつまれ！」と 

いうテーマで選書。やさしい鬼、こわい鬼、どんな鬼がいるのでしょうか。 

※臨時休館：中央館2月15日～18日、大江分館2月24日（蔵書点検のため） 

ふくちやま電子図書館で2月中旬から鬼特集コーナーも開催予定！ 

【問】図書館中央館 Tel.0773-22-3225 

 

鬼伝説、これでさらにまるわかり 

鬼鬼パンフ HP 

【概要】 「最強の鬼のまち福知山」をアピールする鬼づくしのパンフレット。大江

山の酒呑童子物語や、鬼にまつわるスポット・グルメなどを紹介。最新情報を加

えたリニューアル版を2月中旬頃に5,000部増刷予定（A3・2つ折り）。 

【備考】 日本の鬼の交流博物館や福知山観光案内所ほかで配付。市HPで

PDFデータを公開。 

【問】 産業観光課 観光振興係 Tel.0773-24-7076 

 

▼募集・販売 

 

求ム！自慢の鬼グルメ！ 

鬼グルメ大募集 グルメ 

【概要】 「鬼のまち」を食の面からも発信していくため、「鬼グルメ」を募集します。 

【募集期間】 2月7日（月）～3月１１日（金） 

【鬼グルメの定義】 

①鬼ゆかりのグルメであること 

 （例）色が赤い、鬼がモチーフになっているなど 

②鬼（“とても・超・めっちゃ”などを意味する）が商品名についているグルメであること 

（例）鬼盛りカツ丼、鬼辛カレー、鬼甘パフェなど 

【募集部門】 ①福知山でしか食べられない鬼グルメ ②おみやげ鬼グルメ 

【募集対象】 市内の飲食店、小売店など 

【応募方法】 市HPの応募フォームなど（2/7公開予定） 

【発信方法】 鬼グルメの情報は、市HPやSNSなどで発信する予定です。ただし、発信

時期については、新型コロナウイルスの感染状況に応じて調整します。 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090 

 

鬼の関連商品が勢揃い！ 

鬼商品特設コーナー 販売 

【概要】 2月の節分にあわせて、お菓子や文具など鬼の関連商品の特設コーナー

を福知山観光案内所内に設けます。 

【期間】 2月1日（火）～2月28日(月) 

【場所】 福知山観光案内所（JR福知山駅北口すぐ） 

【備考】 1,000円以上ご購入いただいた方、先着50名様に鬼のお面を差し上げ

ます。 

【問】 福知山観光協会 Tel.0773-22-2228 
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以下は、鬼プロモーションの一環として既に取り組んでいる企画です 

 

大江山鬼伝説を初のアニメコンテンツ化 

WEB動画「転生したら鬼退治を命じられました」  

【概要】 『鬼滅の刃』（宇髄天元役）出演声優の小西克幸さん、奇跡の“両声類” 

声優の奇跡さんを起用。全 24話（各約 15秒）の動画は全て予告編。大江山 

の鬼退治伝説をまさかの振り切った演出で展開。市公式 YouTubeで公開中。 

【URL】 https://youtu.be/VfMvHK3vL3o 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090  

 

頼光・酒呑童子と記念撮影 

「転生したら鬼退治を命じられました」展 開催中  

【概要】 略して「転鬼展」。WEB動画で使用している『酒呑童子絵巻』を 

日本の鬼の交流博物館（鬼博）で約１年間、ローテーション形式で特別公開。 

館内には、源頼光と酒呑童子の「特大パネル」を設置。 

【詳細】 https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/index.html 

【期間】 2023年 2月 28日（火）まで 

【問】 日本の鬼の交流博物館 Tel.0773-56-1996 

 

鬼博30周年にド派手に 

クラウドファンディング型ふるさと納税  

【概要】 2023年に開館 30周年を迎える日本の鬼の交流博物館では、鬼博 

史上最もド派手な周年企画を行いたいと思い、広く支援者を募集しています。 

【目標額】 1,000,000円  

【受付期間】 ３月３１日（木）まで 

【詳細】  

https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=163 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090 

 

 

▼プレゼント 

 

頼光、酒呑童子らをグッズ化 

特製アクリルスタンド  

【概要】 『酒呑童子絵巻』に描かれている、源頼光や酒呑童子ら 

を特製アクリルスタンドにしてグッズ化。鬼鬼大喜利の“鬼おもろ 

い”投稿に全５種類をプレゼント！ 

【種類】 全５種類 ①源頼光 ②坂田金時 ③渡辺綱＆藤原保昌  

④碓井貞光＆卜部季武 ⑤酒呑童子 

【サイズ】 （横×縦）：約 50mm×約 70mm  

※酒呑童子のみ約70mm×約 70mm 

【販売場所】日本の鬼の交流博物館 

【問】 秘書広報課 シティプロモーション係 Tel.0773-24-7090 

 

 
【鬼鬼の日、鬼鬼祭の総合お問合せ】 

福知山市役所 秘書広報課 シティプロモーション係  担当：田中 
Tel. 0773-24-7090   E-mail：hisyo@city.fukuchiyama.lg.jp 
＊各企画の詳細は、それぞれ記載の電話番号までお問合せをお願いします 

https://youtu.be/VfMvHK3vL3o
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/onihaku/index.html
https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=163

