
グリーン・ツーリズム感動映像コンテスト 応募作品一覧（応募番号、所在県、制作者・団体名、作品タイトル、撮影地 ★印は優秀賞受賞作品）    

 

1 青森県 特定非営利活動法人 

驥北会 中野渡 利彦【青森・十和

田発リフレッシュ健康乗馬】青森県

十和田市 

 

2 三重県 三重県農水商工部農

山漁村室 【しょうたいじょう】三重

県・全域 

 

3 奈良県 みた農地環境管理クラ

ブ 井岡 康夫 【楽しく集まれる場

を目指して１】奈良県宇陀市野見

田

 

４ 奈良県 みた農地環境管理ク

ラブ 井岡 康夫 【楽しく集まれる

場を目指して２】奈良県宇陀市野

見田 

 

 

 

５ 奈良県 みた農地環境管理ク

ラブ 井岡 康夫 【楽しく集まれる

場を目指して３】奈良県宇陀市野

見田 

 

６ 東京都 上原 龍【そよ風の通

りみち 山梨県小菅村】山梨県小

菅村 

 

7 東京都 上原 龍【そよ風の通り

みち 岩手県葛巻村】岩手県葛巻

村 

 

８ 東京都 上原 龍【そよ風の通

りみち 神奈川県山北町】神奈川

県山北町 

 

9 東京都 上原 龍【そよ風の通り

みち 茨城県日立市】茨城県日立

市 

 

10 兵庫県 新温泉町いなか体験

推進協議会 中井 達也 【山陰海

岸ジオパークがもたらしたもの】兵

庫県新温泉町 

 

11 山口県 萩市ふるさとツーリズ

ム推進協議会【体と心で感じる旅 

萩】萩市 

 

★12 大分県 豊後高田市グリー

ン・ツーリズム推進協議会【THE 

REAL JAPAN IS HERE!】豊後高

田市 

 

13 大分県 豊後高田市グリーン・

ツーリズム推進協議会【出会い、

発見、笑顔、豊後高田市の農村民

泊】豊後高田市 

 

14 長崎県 高島町ブルーツーリ

ズム促進協議会【炭鉱の島から珊

瑚ツーリズムへの挑戦】長崎市高

島町 

 

15 秋田県秋田花まるっグリーン・

ツーリズム推進協議会 山内優子

【農家の生活道具の思ひ出】秋田

市、男鹿市、大仙市、八郎潟町 

 

16 北海道 音更町経済部産業連

携課 津本明伸【農村は心のふる

さと】音更町 

 

17 北海道 音更町経済部産業連

携課 津本明伸【音更は心のふる

さと】音更町 

 

★18 秋田県 秋田花まるっグリ

ーン・ツーリズム推進協議会 高橋 

桂子【ぼくは小さな棚田オーナー】

横手市大森町 

 

19 大阪府 NPOいずみきららファ

ーム 飯阪 和功【おいでよ豊の里】

泉市 

 

20 北海道 津別町グリーン・ツー

リズム運営協議会 【ようこそ農職

家の町】津別町 

 

21 栃木県 栃木県農村振興課・

㈱とちぎテレビ 南齋 好伸【食と

田園の魅力 PR-１】栃木県 

 

22 栃木県 栃木県農村振興課・

㈱とちぎテレビ 南齋 好伸 【田

園風景魅力 PR】栃木県 

 

23 三重県 きほくふるさと体験塾 

立花 圭【川と海が出会う場所は、

不思議がいっぱい。】紀北町 

 

24 三重県 きほくふるさと体験塾 

立花 圭【笑顔あふれれる里山、

下河内へおいでよ】紀北町 

 

25 三重県 きほくふるさと体験塾 

立花 圭【田舎の海で釣りに挑

戦！大物釣れるかな？】紀北町 

 

26 三重県 きほくふるさと体験塾 

立花 圭【世界遺産でわくわく探検

隊になろう！】紀北町 

 

27 三重県 きほくふるさと体験塾 

立花 圭【おいしくなーれ！かまど

ご飯炊きに挑戦！】紀北町 

 

28 秋田県 秋田花まるっグリー

ン・ツーリズム推進協議会 菊江 

好美【東北～春へ～】鹿角市、八

峰町、上子阿仁村、仙北市 

 

29 青森県 特定非営利活動法人 

つがる夢庭志仙会 荒谷 政志

【農家レストランありがとう】つがる

市 

 

30 鹿児島県 草道地域資源活用

推進協議会 中間 博文【グリー

ン・ツーリズムの思い出】薩摩川内

市 

 

31 熊本県 八代市グリーン・ツー

リズム推進協議会【平家の隠れ里

体験】熊本県八代市 

 

32 熊本県 阿蘇市民農園ネット

ワーク協議会 【未来につなぐ】熊

本県阿蘇市 

 

33 秋田県 NPO田沢湖ふるさと

ふれあい協議会 田口 久義（【田

舎で遊ぼう!ｉｎ田沢湖】 

 

34 秋田県 NPO田沢湖ふるさと

ふれあい協議会 田口 久義【田

舎で遊ぼう！ In 田沢湖（別アニ

メーション）】秋田県仙北市（田沢

湖地区） 

 

35 北海道 ＮＰＯ法人 大沼・駒ヶ

岳ふるさとづくりセンター 菊地 敏

孝【冬の北海道】七飯町  

 

36 東京都 長澤 正嘉 【東北の

未来へ】気仙沼市、陸前高田市、

福島市 
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37 長崎県 根獅子集落機能再編

協議会 濱崎 保久【交流を深めよ

う根獅子（ねしこ）】平戸市根獅子

町 

 

38 愛媛県 愛南グリーン・ツーリ

ズム推進協議会 【ひがしやま作り】

愛媛県愛南町 

 

39 島根県 浜田市ツーリズム協

議会 【時間がゆっくり流れる町】 

浜田市 

 

40北海道 松前町ツーリズム推進

協議会 藤村 健太【漁師を知る】

松前町 

 

41北海道 松前町ツーリズム推進

協議会 藤村 健太【松前の海】松

前町 

 

42 秋田県 仙北市農林部総合産

業研究所農山村体験デザイン室 

泉谷 衆【「おかえりなさい」の農家

民宿】仙北市 

 

43 秋田県 仙北市農林部総合産

業研究所農山村体験デザイン室 

泉谷 衆【秋田県仙北市のグリー

ンツーリズム】仙北市 

 

44岩手県 たびれっじ推進協議会 

【大人の楽校 いちのせきタイムス

リップ！】一関市 

 

45 北海道 松前町ツーリズム推

進協議会 川内 康隆【歴史香る

町 松前町】松前町

 

46 山形県 東沢地区協働のまち

づくり推進協議会 渡辺 久平【山

村留学が生み出した交流事業】山

形県川西町 

 

47 福島県 喜多方めんこいくらぶ

【喜多方めんこいくらぶ】喜多方市 

 

48 福島県 NPO法人喜多方グリ

ーン・ツーリズムサポートセンター

【喜多方冬きらり】喜多方市 

 

49 北海道 松前町ツーリズム推

進協議会【かめば かむほど 味

が出る スルメな松前町】北海道

松前町 

 

50 東京都 東京グリーンプロジェ

クト 【紫水の郷 ばあちゃん農場

物語】賀茂郡河津町 

 

51 宮城県 一般社団法人 浦戸

夢の愛ランド【ふるさと愛ランド】宮

城県塩竃市浦戸桂島 

 

52 東京都 真鍋氏・風の旅行社 

【通勤電車で行く東京湾の漁師体

験】横須賀市 

 

53 沖縄県 ＮＰＯ法人おおぎみま

るごとツーリズム協会【ＯＫＩＮＡＷ

Ａいぎみ（やんばる）民泊！】大宜

味村 

 

54長崎県西海市横瀬浦ツーリズ

ム推進協議会【横瀬の楽しさ】長崎

市西海市西海町 

 

55 青森県 七戸町かだれ田舎体

験協議会 【いろんな笑顔の集ま

る町・しちのへ 標準語版】七戸町 

 

56 静岡県 西伊豆いきいき漁村

活性化推進協議会【新しいふるさ

と 西伊豆へ】 西伊豆町 

 

57 静岡県 伊豆下田地区教育旅

行協議会 【自然と出会う町 下田】

下田市 

 

58 静岡県 しずおかの恵み体感

協議会【山都恵みと人の温もり（有

東木編）】静岡市葵区 

 

59沖縄県金武町ふれあい交流協

議会 【ふれあい】金武町、宜野座

村 

 

60沖縄県金武町ふれあい交流協

議会【ふれあい②静止画版】金武

町、宜野座村 

 

61 千葉県 ちーむ藤島 岩崎 美

帆【我ら藤島応援団！！】山形県

鶴岡市藤島地区 

 

62東京都 松原 雄介【千葉県い

すみ市での梨づくり】いすみ市 

 

63 熊本県 （公財）阿蘇グリーン

ストック 赤崎 恵【出会い】阿蘇市 

 

64 静岡県 しずおかの恵み体感

協議会 【山都恵みと人の温もり

（有東木、梅ケ島編）】静岡市葵区 

 

65 岡山県 中国四国子ども農山

漁村プロジェクト推進協議会 山口 

巌【子ども達の笑顔がみたい】  

 

66 岡山県 中国四国 GT協議会   

【たまにはおいでよ中国四国地方

へ】 

 

67 岡山県 鉄の歴史村ツーリズ

ム協議会【鉄の歴史村ツーリズム

協議会】島根県雲南市 

 

68 大阪府 吉岡 憲成【ホンモノ

農ある暮らし体験】京丹後市大宮 

 

★69青森県 七戸町かだれ田舎

体験協議会 【いろんな笑顔の集

まる町・しちのへ 方言版】七戸町 

 

70 徳島県 巨樹王国 葛籠 弘

一【ここでダケを探しませんか？】

徳島県つるぎ町 

 

71 石川県 志賀町グリーン・ツー

リズム推進協議会【志賀町 体験

スポット紹介】志賀町 

 

 


