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『桜田門外ノ変』映画化支援に関する活動内容(平成20年8月現在) 

                   （支援の会 地域学習 ＰＲ 映画製作 オープンロケセット） 
○平成１８年 

１月２８日（土）割烹魚周にて、水戸藩をテーマとした映画づくりに関する意見交換。 
１０月１６日（月）な嘉屋にて、映画づくりとまちづくりを連動させたプロジェクトを企画。 
１１月 ７日（火）割烹いずみにて、水戸藩をテーマとした映画づくりとまちづくりに向けて協議。 
 

○平成１９年 
４月２６日（木）銀座三越（ヒルズ）にて、映画製作関係者と映画づくりの具体化について協議。 
９月２０日（木）新橋にて、映画製作関係者と「桜田門外ノ変」「若き日の水戸黄門」映画化を協議。 

１１月１３日（火）茨城県庁にて、映画製作関係者と「桜田門外ノ変」の映画化について協議。 
１１月１８日（日）な嘉屋にて、吉村昭氏の小説「桜田門外ノ変」を原作とした映画づくりを協議。 
１２月１３日（木）水戸駅ビルにて、映画製作関係者と「桜田門外ノ変」映画化の性格付けを協議。 
 

○平成２０年 
１月１２日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第一回：地元組織の具体化について）。 
１月２９日（火）茨城県庁にて、映画製作関係者と地元組織のあり方等について協議。 
２月 ７日（木）東京にて、映画製作関係者と支援組織の立ち上げについて協議。 
２月１６日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第二回：地元組織の具体化について）。 
２月２３日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第三回：地元組織の具体化について）。 
３月 １日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第四回：設立発起人会について）。 
３月 ３日（月）茨城県歴史館にて、「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立発起人会の開催。 
３月 ８日（土）偕楽園「夜・梅・祭」にて、「桜田門外ノ変」映画化支援に向けての事業概要紹介。 
３月１５日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第五回：事業計画の検討）。 
３月２２日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第六回：事業計画の検討）。 
３月２９日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第七回：事業計画の検討）。 
４月 ５日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第八回：事業計画の検討）。 
４月１２日（土）幕末と明治の博物館にて、支援の会設立準備会（第九回：事業計画の検討）。 
４月２０日（日）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十回：地方の元気再生事業など）。 
４月２７日（日）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十一回：地方の元気再生事業など）。 
５月１０日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十二回：地方の元気再生事業など）。 
５月１７日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十三回：地方の元気再生事業など）。 
５月３１日（土）な嘉屋にて、支援の会設立準備会（第十四回：サイトについて）。 
６月１４日（日）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十五回：サイトについて）。 
６月２８日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十六回：設立総会の準備）。 
７月１１日（金）内閣府より、平成２０年度「地方の元気再生事業」選定通知。 

 ７月１２日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十七回：設立総会の準備）。 
７月２６日（土）延年楼にて、支援の会設立準備会（第十九回：設立総会の準備）。 

 ８月 ２日（土）水戸芸術館ＦＭぱるるん特設スタジオから「桜田門外ノ変」映画化支援をＰＲ。 
  ８月 ５日（火）～６日（水）映画製作関係者と県北地域を視察、シナリオ・ハンティング。 
  ８月 ７日（木）茨城県立図書館視聴覚ホールにて、「桜田門外ノ変」映画化支援の会 設立総会 
 ８月 ７日（木）朝日新聞から取材を受ける 
 ８月 ９日（土）茨城新聞から取材を受ける 
 ８月１３日（水）讀賣新聞から取材を受ける 
８月２６日（火）事務局開設（茨城県三の丸庁舎）、ホームページ開設、ロゴマーク募集開始 
８月２７日（水）今週のとっておき情報（№１） 

  ９月 ３日（水）ＮＨＫ水戸「こんにちは いばらきわいわいスタジオ」出演 
９月 ３日（水）今週のとっておき情報（№２） 
９月 ６日（土）ＦＭぱるるん ぱるるんシネマ倶楽部にてＰＲ 

 ９月 ７日（日）茨城県立図書館視聴覚ホールにて、キックオフ・シンポジウム開催 
  ９月１０日（水）かわら版（創刊号）発行 

９月１０日（水）今週のとっておき情報（№３） 
９月１３日（土）いばらき若者塾（国民宿舎つくばね）にてレクチャー 

  ９月１６日（火）茨城大学サークル研修（女性青少年会館）にてレクチャー 
９月１７日（水）今週のとっておき情報（№４） 
９月２１日（火）歴史講座 水戸藩の成立～徳川頼房公就封４００年を前に～（常陸太田市） 
９月２２日（月）各種コンテスト開始（読書感想文、勝手にロケハン、勝手にキャスティング） 
９月２２日（月）事変関連・幕末の水戸藩関連情報大募集 
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９月２４日（水）今週のとっておき情報（№５） 
９月２５日（木）ＮＨＫ水戸「こんにちは いばらきわいわいスタジオ」出演 
９月２７日（土）歴史講演会 大日本史編纂と水戸藩（水戸市男女文化センターびよんど） 
９月２７日（土）ロゴマーク選考委員会（支援の会事務局） 

 ９月２８日（日）講演会「常磐共有墓地に眠る桜田烈士について」（水戸市）にてＰＲ 
 ９月３０日（火）映画プロデューサーによる講演会（茨城県三の丸庁舎）にてＰＲ 
１０月 １日（水）ロゴマーク決定 
１０月 １日（水）今週のとっておき情報「ロゴマーク決定」 
１０月 １日（水）水戸市観光振興部会にてレクチャー 
１０月 １日（水）茨城県総合福祉会館にてＰＲ 
１０月 ２日（木）かわら版（第二号）発行  
１０月 ４日（土）自然探訪 関東の嵐山・御前山で秋を見つけよう 
１０月 ４日（土）「明日の学校」にてレクチャー 
１０月 ４日（土）ＦＭぱるるん ぱるるんシネマ倶楽部にてＰＲ 
１０月 ５日（日）自然探訪 西金砂山の照葉樹林を訪ねよう 
１０月 ８日（水）今週のとっておき情報（№６） 
１０月 ９日（木）茨城放送「きたかんホットライン」出演  
１０月１０日（金）郷土の食文化に親しむ 郷土茨城の食文化を考える（中川学園料理教室）  
１０月１０日（金）茨城新聞から取材を受ける 
１０月１１日（土）自然探訪 花園神社と七ツ滝の秋 
１０月１２日（日）地域ごとの歴史講演会 幕末の動乱と水戸（水戸市男女文化センターびよんど） 
１０月１２日（日）歴史講座 水戸藩の始まりと徳川光圀 若き日の水戸黄門（常陸太田市） 
１０月１３日（月）これ使って！コンクール開始（盆栽、ぐい呑み、掛軸、一輪挿、小道具） 
１０月１５日（水）今週のとっておき情報（№７） 
１０月１７日（金）のぼり完成  
１０月１８日（土）水戸八景ツーリング～斉昭公の思いを風に～（水戸八景を自転車で巡る） 
１０月１９日（日）自然探訪 袋田の滝と月居山の自然を訪ねよう 
１０月２２日（水）ＮＨＫ水戸放送「いばらきわいわいスタジオ」出演 
１０月２２日（水）今週のとっておき情報（№８） 
１０月２４日（金）ポスター完成 
１０月２５日（土）自然誌講座 水戸周辺の自然～照葉樹林の植物～（水戸市びよんど） 
１０月２６日（日）歴史講演 水戸藩の天保の改革と徳川斉昭公（茨城県三の丸庁舎） 
１０月２６日（日）いばらき読書フェスティバル記念講演 桜田門外ノ変と水戸（茨城県立図書館） 
１０月２６日（日）いばらき読書フェスティバル ブースにてＰＲ（茨城県立図書館前） 
１０月２９日（水）今週のとっておき情報（№９） 
１１月 １日（土）水戸藩を偲ぶ史跡を歩く 幕末の県北地域を訪ねる 
１１月 １日（土）ＦＭぱるるん ぱるるんシネマ倶楽部にてＰＲ 
１１月 １日（土）茨城県三の丸庁舎における映画『ヴィヨンの妻』撮影現場にてＰＲ 
１１月 ３日（月）土浦映画まつり（土浦セントラルシネマ）にてＰＲ 
１１月 ４日（火）新潮社と協力体制についての協議 
１１月 ５日（水）今週のとっておき情報（№１０） 
１１月 ８日（土）自然誌講座 奥久慈の自然（常陸大宮市おおみやコミュニティセンター） 
１１月 ８日（土）足立区江北図書館での読書会にてＰＲ 
１１月 ９日（日）歴史講座 「桜田門外の変」とその背景（水戸市男女文化センターびよんど） 
１１月１０日（月）茨城県建設コンサルタンツ協会会報の記事掲載 
１１月１０日（月）茨城県主催企業誘致説明会にてＰＲ 
１１月１２日（水）観光ボランティア茨城県大会（茨城県立図書館）にてＰＲ 
１１月１２日（水）今週のとっておき情報（№１１） 
１１月１４日（金）かわら版（第三号）発行  
１１月１４日（金）愛媛県内子町にてレクチャー 
１１月１４日（金）郷土の食文化に親しむ 幕末の食文化を考える（中川学園料理教室） 
１１月１５日（土）自然探訪 磯と砂丘の自然（平磯～常陸海浜公園） 
１１月１５日（土）鹿嶋市勤労文化会館にてＰＲ 
１１月１９日（水）常磐大学にてレクチャー 
１１月１９日（水）今週のとっておき情報（№１２） 
１１月２２日（土）歴史講座 徳川斉昭公の人と生涯（水戸市男女文化センターびよんど） 
１１月２２日（土）自然誌講座 植物から見た県北の自然（ひたちなか市中央公民館） 
１１月２３日（日）水戸藩の史跡を巡り時代を偲ぶ 晩秋の偕楽園を歩く 
１１月２４日（月）水戸藩を偲ぶ史跡を歩く 「桜田門外の変」関連史跡を歩く 
１１月２５日（火）ＫＢＳ京都放送 笑福亭晃瓶のほっかほっかラジオにてＰＲ 
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１１月２６日（水）今週のとっておき情報（№１３） 
１１月２７日（木）潮来中央公民館主催バス見学会にてＰＲ 
１１月２９日（土）地域ごとの歴史講演会 幕末の動乱と那珂（那珂市総合センター らぽーる） 
１１月２９日（土）歴史講座 水戸黄門の虚像と実像～徳川光圀の生涯～（常陸太田市） 
１１月３０日（日）歴史講演会 「桜田門外の変」こぼれ話（水戸市男女文化センターびよんど） 
１１月３０日（日）水戸徳川家の宝物と史跡を訪ねる① 
１２月 １日（月）茨城県建設コンサルタンツ協会の会報に紹介記事を掲載 
１２月 ３日（水）今週のとっておき情報（№１４） 
１２月 ３日（水）～４日（木）シナリオ・ハンティング（水戸市～常陸太田市～大子町） 
１２月 ６日（土）自然誌講座 花園・花貫県立自然公園内の自然（高萩市総合福祉センター） 
１２月 ６日（土）地域ごとの歴史講演会 幕末の動乱と鹿行（潮来市中央公民館） 
１２月 ６日（土）ＦＭぱるるん ぱるるんシネマ倶楽部にてＰＲ 
１２月 ７日（日）歴史講座 徳川慶喜公と幕末の水戸藩（水戸市男女文化センターびよんど） 
１２月 ７日（日）水戸徳川家の宝物と史跡を訪ねる② 
１２月 ８日（月）かわら版（第四号）発行  
１２月 ９日（火）常陽芸文から取材を受ける 
１２月１０日（水）今週のとっておき情報（№１５） 
１２月１１日（木）新潟日報社から取材を受ける 
１２月１１日（木）ＦＭぱるるん ＤＥＭＥＺＯのオタフクラジオにてＰＲ 
１２月１２日（金）水戸藩幕末新聞（創刊号）発行 
１２月１２日（金）郷土の食文化に親しむ 郷土の食文化と素材を行かしたロケ弁当（中川学園） 
１２月１２日（金）ワープステーション江戸、千波湖畔視察 
１２月１３日（土）自然誌講座 動物からみた県北の自然（水戸市男女文化センターびよんど） 
１２月１４日（日）水戸徳川家の宝物と史跡を訪ねる③ 
１２月１７日（水）今週のとっておき情報（№１６） 
１２月１８日（木）東京新聞から取材を受ける 
１２月２３日（火）歴史講演会 史料でみる「桜田門外の変」～思想的背景～（茨城県立歴史館） 

 １２月２４日（水）茨城新聞から取材を受ける 
１２月２４日（水）今週のとっておき情報（№１７） 
１２月３１日（水）ＦＭぱるるん 特設スタジオ（泉町）にてＰＲ 
 

○平成２１年 
 １月 １日（木）滋賀彦根新聞に紹介記事を掲載 
 １月 ４日（日）新潟日報に紹介記事を掲載 
１月 ７日（水）監督・プロデューサー来水 
１月 ７日（水）かわら版（第五号）発行 
１月 ７日（水）今週のとっておき情報（№１８） 
１月１０日（土）～２５日（日）冬の回天神社・常磐共有墓地を訪ねる（スタンプラリー） 
１月１１日（日）歴史講演会 史料でみる「桜田門外ノ変」～政治的背景～(水戸市びよんど) 
１月１１日（日）水戸徳川家の宝物と史跡を訪ねる④ 
１月１２日（月）水戸の史跡を巡り時代を偲ぶ 冬の弘道館を訪ねる 
１月１４日（水）今週のとっておき情報（№１９） 
１月１７日（土）ユースアカデミーにてレクチャー 
１月２１日（水）今週のとっておき情報（№２０） 
１月２２日（木）江戸時代に学ぶロハス的な生き方（ロハス的な暮らしとは）（水戸市民会館） 
１月２２日（木）大洗海の大学にてレクチャー 
１月２３日（金）～２５日（日）回天神社で抽選会（スタンプラリー） 

 １月２５日（日）歴史講演会 天狗騒乱と幕末の水戸藩（水戸市男女文化センター びよんど） 
１月２８日（水）今週のとっておき情報（№２１） 
１月３０日（金）郷土の食文化に親しむ 秘伝・黄門料理の再現を試みる（中川学園料理教室） 
１月３１日（土）博物館巡りで見るその時代 「幕末と明治の博物館」を訪ねる（第１回） 
２月 １日（日）地域ごとの歴史講演会 幕末の動乱と日立（日立市民会館） 
２月 １日（日）水戸徳川家の宝物と史跡を訪ねる⑤ 
２月 ４日（水）かわら版（第六号）発行 
２月 ４日（水）水戸藩幕末新聞（第二号）発行 
２月 ４日（水）今週のとっておき情報（№２２） 
２月 ８日（日）地域ごとの歴史講演会 幕末の動乱と大子・常陸大宮（常陸大宮市大宮公民館） 
２月 ８日（日）水戸徳川家の宝物と史跡を訪ねる⑥ 
２月１１日（水）水戸藩の史跡を巡り時代を偲ぶ 冬の偕楽園を歩く 
２月１１日（水）今週のとっておき情報（№２３） 
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２月１３日（金）ＮＰＯ運営セミナーにてレクチャー 
２月１４日（土）博物館巡りで見るその時代 「幕末と明治の博物館」を訪ねる（第２回）  
２月１６日（月）江戸時代に学ぶロハス的な生き方（ロハス的な社会システムとは）（三の丸庁舎） 
２月１８日（水）今週のとっておき情報（№２４） 
２月１９日（木）おもてなしセミナー 第２回（大子町余暇開発センターやみぞ） 
２月２２日（日）地域ごとの歴史講演会 幕末の動乱と常陸太田（常陸太田市） 
２月２５日（水）今週のとっておき情報（№２５） 
３月 １日（日）城里商工会にてレクチャー 
３月 ３日（火）水戸藩幕末新聞（第三号）発行 
３月 ４日（水）今週のとっておき情報（№２６） 
３月 ６日（金）パンフレット完成（その壱 黄色版） 
３月 ７日（土）シンポジウム「映画化が創る茨城の未来」（茨城県立図書館） 
３月 ７日（土）かわら版（第七号）発行 
３月 ７日（土）夜・梅・祭にてＰＲ 
３月１１日（水）今週のとっておき情報（№２７） 
３月１８日（水）おもてなしセミナー 第２回（大洗）予定 
３月１８日（水）今週のとっておき情報（№２８） 
３月１９日（木）プロデューサー協議（赤坂） 
４月１１日（土）プロデューサー協議（水戸） 
４月２４日（金）かわら版（第八号）発行 
５月 １日（金）ロケハン、佐藤監督、プロデューサー協議（水戸） 

  ５月 １日（金）ロケーション・ハンティング（千波湖畔～弘道館） 
５月２０日（火）街路事業促進協議会にてレクチャー 
５月２０日（火）水戸こどもの劇場にてレクチャー 

  ５月２１日（水）内閣府より、平成２１年度「地方の元気再生事業」選定通知 
５月２８日（水）茨城大学にてレクチャー 
５月２９日（金）かわら版（第九号）発行 
６月 ８日（月）プロデューサー協議（椿山荘） 

  ６月 ９日（火）榎木孝明氏協議（水戸） 
６月１０日（水）今週のとっておき情報（№２９） 
６月１１日（木）プロデューサー協議（赤坂） 

  ６月１２日（金）～１３日（土）ロケーション・ハンティング（ワープステーション～水戸～大子） 
６月１５日（月）筑波学院大学にてレクチャー 
６月１７日（水）今週のとっておき情報（№３０） 
６月１９日（金）グリーンふるさと振興機構にてレクチャー 
６月２４日（水）今週のとっておき情報（№３１） 
６月２８日（日）プロデューサー協議（赤坂） 

  ７月 ２日（木）佐藤監督、プロデューサー協議（水戸） 
  ７月 ２日（木）茨城県立図書館視聴覚ホールにて、平成２１年度総会開催 

７月 ２日（木）プロデューサーの講演会 
７月 ２日（木）かわら版（第十号）発行 
７月 ２日（木）茨城県人会連合会懇親会でＰＲ（椿山荘） 
７月 ２日（木）茨城新聞広告賞 優秀企画賞を受賞 
７月 ８日（水）ロケハンを実施 
７月 ８日（水）今週のとっておき情報（№３２） 
７月１８日（金）割烹いづみ会にて講演 
７月２０日（日）とう粋庵にて講演 
７月２０日（日）水戸史学会総会にてＰＲ 

  ７月２８日（火）水戸市議会勉強会にて講演 
  ７月２９日（水）水戸西ＲＣにて講演 
  ８月 ７日（金）ふるさと大学にて講演 
  ８月 ８日（土）茨城大学社会教育主事講習にて講演 

８月 ８日（土）かわら版十一号を発行 
８月 ８日（土）、９日（日）水戸黄門まつりでＰＲ 
８月１４日（金）大子町花火大会と灯籠流しでＰＲ 

  ８月２２日（土）教育フォーラムにて講演 
  ８月２６日（水）茨城大学サークルリーダー研修会にて講演 

８月３０日（日）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（笠松運動公園陸上競技場） 
  ９月 ８日（火）水戸市赤塚商店会にて講演 

９月１０日（木）配給会社の東映と協議（茨城県庁） 
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９月１３日（日）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（笠松運動公園陸上競技場） 
  ９月１４日（月）あしたの学校にて講演 

９月１６日（水）東映京都撮影所協議（八重洲） 
９月２２日（火）水戸短編映像祭でＰＲ（水戸芸術館） 
９月２３日（水）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（笠松運動公園陸上競技場） 

  ９月２８日（月）テレビ局協議（六本木） 
９月２９日（火）今週のとっておき情報（№３３） 

１０月 １日（木）佐藤監督、東映、プロデューサーと橋本茨城県知事・加藤水戸市長を表敬訪問 
１０月 １日（木）映画『桜田門外ノ変』企画概要の発表（弘道館） 
１０月 １日（木）継続的な組織としての「一般社団法人いばらき映像文化振興協会」を設立 
１０月 １日（木）パンフレット完成（その弐 茶色版） 
１０月 ３日（土）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（笠松運動公園陸上競技場） 

 １０月１４日（水）県北生涯学習センターにて講演 
１０月１５日（木）今週のとっておき情報（№３４） 
１０月１７日（土）『桜田門外ノ変』ウォークを開催（東京・愛宕山～桜田門） 
１０月１７日（土）水戸徳川家当主斉正氏と佐藤純弥監督との対談（ＮＨＫ放送博物館） 
１０月１７日（土）佐藤監督、プロデューサー協議（品川・愛宕山） 
１０月１９日（月）獅山向洋彦根市長表敬訪問（彦根）・東映京都撮影所協議（京都） 
１０月１９日（月）～２２日（木）ロケハンを実施 
１０月２０日（火）オープンセット・記念展示館建設安全祈願祭を開催（千波湖畔ふれあい広場） 
１０月２０日（火）川崎プロデューサー協議（土浦） 
１０月２１日（水）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（笠松運動公園陸上競技場） 

 １０月２２日（木）人権擁護員総合研修会にて講演 
１０月２２日（木）今週のとっておき情報（№３５） 
１０月２３日（金）かわら版十二号を発行 

 １０月２６日（月）筑波大学にて講演 
１０月２７日（火）東映京都撮影所の松宮氏協議（水戸） 
１０月２８日（水）今週のとっておき情報（№３６） 
１１月 １日（日）第２回水戸八景ツーリングを開催 
１１月 １日（日）いばらき読書フェスティバル記念講演を開催（佐藤監督と脚本家の江良至氏） 
１１月 １日（日）佐藤監督、プロデューサー協議（水戸） 
１１月 ３日（火）オープンセット・展示館の概要と建設レポートをホームページ上にアップ 

 １１月 ４日（水）常磐大学にて講演 
 １１月 ４日（水）県北生涯学習センターにて講演 
１１月 ８日（日）歴史講座 第１回 『桜田門外ノ変』と水戸藩の領民を開催（水戸市） 
１１月 ８日（日）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（ケーズデンキスタジアム水戸） 

 １１月 ９日（月）みずほ研修会にてＰＲ 
１１月１０日（火）「開運！なんでも鑑定団」に支援の会スタッフが出演 
１１月１１日（水）ロケハンを実施 
１１月１１日（水）プロデューサー協議（水戸） 
１１月１４日（土）知道会にてＰＲ 

 １１月１６日（月）水戸市旅館業組合にて講演 
 １１月１７日（火）水戸ＲＣにて講演 
１１月１８日（水）メインロケハンを実施 
１１月１９日（木）東映ラインナップ発表会（東京會舘） 
１１月２１日（土）歴史講座 第２回 戊午の密勅と安政の大獄を開催（水戸生涯学習センター） 
１１月２１日（土）～２４日（火）水戸藩開藩４００年フェスティバルでＰＲ（茨城県三の丸庁舎） 
１１月２２日（日）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（ケーズデンキスタジアム水戸） 
１１月２３日（月）歴史講座 第３回 桜田烈士・大坂での動向を開催（水戸生涯学習センター） 
１１月２７日（金）大沢たかおさんの事務所、コア・インターナショナルを訪問（広尾） 
１１月２７日（金）北王子欣也さんの舞台鑑賞・楽屋訪問（天王洲アイル） 
１１月２８日（土）幕末映画祭 第１回 『おろしや国酔夢譚』を上映（茨城県立図書館視聴覚ホール） 
１２月 ３日（木）～５日（土）メインロケハンを実施 
１２月 ５日（土）歴史講座 第４回 吉村昭『桜田門外ノ変』執筆余話を開催（水戸市） 
１２月 ５日（土）水戸ホーリーホック戦でＰＲ（ケーズデンキスタジアム水戸） 
１２月 ６日（日）歴史講座 第５回 関鉄之介と大子を開催（大子町中央公民館） 
１２月 ７日（月）市町村支援組織の立ち上げに向けての会議を開催（茨城県庁） 

 １２月 ９日（水）水戸葵ＬＣにて講演 
 １２月１０日（木）水戸南ＬＣにて講演 
１２月１０日（木）かわら版十三号を発行 
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１２月１０日（木）配給会社の東映と協議 
１２月１２日（土）幕末映画祭 第２回『天狗党』を上映（茨城県立図書館視聴覚ホール） 
１２月１２日（土）、１３（日）メインロケハンを実施 
１２月１３日（日）歴史講座 第６回 海後磋磯之介と桜田門外の変（水戸生涯学習センター） 
１２月１５日（火）レジャー関係記者クラブにてＰＲ（砂防会館） 
１２月１８日（金）日活の佐藤社長と協議（茨城県庁） 
１２月２２日（火）支援の会臨時総会（茨城県開発公社ビル） 

 １２月２４日（木）メインロケハンを実施 
１２月２５日（金）大子町支援の会設立 

 １２月３０日（水）プロデューサー協議（友部） 
 
○平成２２年 

１月 ５日（火）オープンセットにて県報「ひばり」表紙撮影 
１月 ６日（水）制作プロダクション協議（調布） 
１月 ６日（水）かわら版（第十四号）発行 

  １月 ８日（金）制作会社協議（本郷）・東映協議（銀座）・出資者協議（広尾） 
  １月 ９日（土）プロデューサー協議（水戸） 
  １月１０日（日）オープンセット完成 

１月１０日（日）歴史講座 第７回 大津浜偉人上陸一件を開催（水戸生涯学習センター） 
１月１２日（火）東映京都撮影所協議（京都）・制作会社協議（四谷） 

  １月１３日（水）出資者協議（広尾） 
  １月１４日（木）オープンセット完成内覧会 
  １月１４日（木）～１７日（日）オープンセットを県内小中学生に無料開放 

１月１５日（金）～２月１５日（月）オープンロケセッでの美術ボランティア 
１月１６日（土）幕末映画祭 第３回『幕末太陽傳』の上映（茨城県立図書館視聴覚ホール） 
１月１６日（土）歴史講座 第８回 蓮田一五郎と桜田烈士（水戸生涯学習センター） 
１月１７日（日）オープンロケセットで専門学校学生学習会 
１月１９日（火）スタッフ顔合わせ・大沢たかお成功祈願・お墓参り 

  １月１９日（火）キャスティングなどの記者発表（県庁記者クラブ） 
１月１９日（火）橋本茨城県知事、加藤水戸市長を表敬訪問 

  １月１９日（火）水戸東ＬＣにて講演 
１月２０日（水）クランクイン（高萩にてロケ開始） 

  １月２２日（金）水戸北ＬＣにて講演 
１月２２日（金）出資者協議（水戸） 

  １月２３日（土）オープンロケセットロケ見学ツアー 
  １月３０日（土）川崎プロデューサー協議（水戸） 
  １月３１日（日）若松プロデューサー協議（水戸） 
  １月３１日（日）歴史講座 第８回 天狗党の軌跡をたどる（水戸生涯学習センター） 
  ２月 １日（月）～４日（木）オープンセットの雪化粧ボランティア 
  ２月 ３日（水）かわら版（第十五号）発行 
  ２月 ４日（木）城里町支援の会設立 

２月 ７日（日）撮影現場会見（水戸・千波湖畔のオープンロケセット） 
２月１３日（土）、１４日（日）大沢たかお主演『ラブファイト』を上映（水戸芸術館ＡＣＭ劇場） 

  ２月１５日（月）～１８日（木）オープンセットの後片付けボランティア 
  ２月１６日（火）水戸市観光産業振興会議にて講演 

２月１７日（水）オープンロケセットでの撮影終了 
  ２月１８日（木）オープンロケセット先行入場内覧会 
  ２月１８日（木）水睦会にて講演 

２月１９日（金）制作スタッフや出演者に対する慰労会 
  ２月２０日（土）オープンロケセット先行入場スタート 
  ２月２４日（水）茨城大学にて講演 

２月２８日（日）出資者協議（広尾） 
  ３月 ４日（木）東映協議（銀座） 
  ３月 ４日（木）水戸商工会議所西水戸ブロックにて講演 

３月 ５日（金）オープンロケセットに杵築市長来訪 
  ３月 ６日（土）幕末映画祭 第４回『壬生義士伝』を上映（茨城県立図書館視聴覚ホール） 

３月 ８日（月）出資者協議（広尾） 
  ３月１９日（金）大好きいばらき県民会議にて講演 
  ３月１９日（金）かわら版（第十六号）発行 

３月２５日（木）茨城県中小企業同友会にて講演 
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３月２７日（土）オープンロケセット入場者５万人達成 
３月２７日（土）オープンロケセットにて結婚式 
３月２７日（土）、２８日（日）オープンロケセットにて第一回幕末コスプレフェスティバル 

  ３月２８日（日）水中一高会下市会にて講演 
４月 ５日（月）～記念展示館 建設準備 
４月 ５日（月）～編集作業 
４月１５日（木）水戸好文ＲＣにて講演 
４月２６日（月）筑波学院大学にてレクチャー 
４月２６日（月）チラシ（Ｂ５）とポスター（Ｂ１）完成 
４月２８日（水）記念展示館竣工式・オープニングセレモニー・完成内覧会 

  ４月２９日（木）記念展示館グランドオープン 
  ４月２９日（木）オープンロケセットにて歴女・美甘子トークショー 
  ５月 ９日（日）オープンロケセットにて結婚式 
  ５月１４日（金）オープンロケセットにて自衛隊音楽隊演奏 
  ５月１７日（月）制作スタッフや出演者との打ち上げ・慰労会 
  ５月２２日（土）、２３日（日）オープンロケセットにて第二回幕末コスプレフェスティバル 

５月２７日（木）イオンホールにて講演会 
５月２８日（金）予告編（約６０秒）完成、マスコミ用パンフレット完成、国内全劇場へ予告編配布 

  ５月３０日（日）オープンロケセットにてしらとり太鼓 
  ６月 １日（火）茨城県県央公民館連絡会議にて講演 

６月 ８日（火）今週のとっておき情報（№３７） 
６月 ９日（水）オープンロケセット・記念展示館に米沢市長来訪 
６月１１日（金）今週のとっておき情報（№３８） 
６月１３日（日）オープンロケセット・記念展示間に入場者１０万人達成 
６月１５日（火）今週のとっておき情報（№３９） 
６月１７日（木）進捗状況等について記者発表（県庁記者クラブ） 
６月１９日（土）水戸市南部老人福祉センターにて講演 
６月２０日（日）オープンロケセットにて幕末キャンドルナイト 
６月２３日（水）今週のとっておき情報（№４０） 
６月２５日（金）今週のとっておき情報（№４１） 

 ６月２６日（土）、２７日（日）オープンロケセットにて第三回幕末コスプレフェスティバル 
６月２９日（火）今週のとっておき情報（№４２） 
６月３０日（水）プロモーションビデオ完成 
７月 １日（木）完成報告会・試写会について記者発表（県庁記者クラブ） 
７月 ３日（土）新潟ロケーションネットワークにて講演 
 
 
７月 ７日（水）かわら版（第十七号）発行 
７月 ９日（金）ゼロ号試写 
７月１４日（水）初号試写 
７月２５日（日）予告編（約９０～１２０秒）完成 
７月２５日（日）完成報告会、主題歌披露、完成試写会、祝賀パーティ開催（水戸） 
７月２５日（日）前売り鑑賞券の販売開始 
８月 ７日（土）オープンロケセットにてジャズコンサート 
８月 ７日（土）、８日（日）オープンロケセットにて第四回幕末コスプレフェスティバル 
 
 
９月上旬    東京にて完成試写会 
 
 

１０月上旬    茨城県内にて先行上映会 
 
 
１０月１６日（土）全国ロードショー 
 
 
 

○平成２３年 
  ３月３１日（木） 記念展示館 閉館 
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映画撮影について 
 
１月２０日（水）クランクイン 
 
◆１／２０（水）晴 高萩市上手綱・穂積家住宅 
◆１／２１（木）曇 一時 雨 大子町・久慈川河岸 城里町・那珂川河岸 水戸市・吉田神社 
◆１／２２（金）晴、２３（土）晴、２４（日）晴 水戸市千波町・オープンセット 
◆１／２５（月）晴 一時 曇 日立市大みか町・久慈浜海水浴場 
◆１／２６（火）晴 弘道館での撮影準備 ラッシュ上映（水戸市民会館） 
◆１／２７（水）晴 ～ ２８（木）曇 水戸市三の丸・弘道館 
◆１／２９（金）曇 一時 雨 かすみがうら市高倉・セゴビアゴルフクラブ 
◆１／３０（土）晴 水戸市千波町・オープンセット 
◆１／３１（日）曇 一時 晴 水戸市常磐町・偕楽園好文亭 
◆２／ １（月）曇 のち 雪 常陸大宮市諸沢（ふさの実家）ロケハン 
◆２／ ２（火）雪 のち 曇 一時 晴 行方市玉造甲・大塲家住宅 
◆２／ ３（水）曇 のち 雪 常総市大生郷町・坂野家住宅 
◆２／ ４（木）晴 オープンセット準備 ラッシュ上映（水戸市民会館）  
 
◆２／ ５（金）晴、６（土）晴、７（日）晴、８（月）晴、９（火）晴、１０（水）曇、 

１１（木）曇のち雪、１２（金）雪のち曇、１３（土）雪 水戸市千波町・オープンセット 
（２／ ７現場記者発表 ２／１１津村節子さん視察 ２／１３橋本茨城県知事視察） 

 
◆２／１４（日）晴のち曇、１５（月）雨、１６（火）曇のち雪、１７（水）曇 オープンセット 
◆２／１７（水）曇 ②那珂市戸・県民の森 
◆２／１８（木）雪 のち 曇 茨城町長岡・木村家住宅 
◆２／１９（金）～２０（土） 水戸市緑町・茨城県立歴史館 茂木家住宅 
 
◆２／２１（日）晴 のち 曇 日光へ移動 
◆２／２２（月）曇 ～２３（火）曇 栃木県日光市・日光江戸村 
 
◆２／２４（水）晴 取手へ移動 
◆２／２５（木）曇、２６（金）曇一時雨、２７（土）雨のち雪〈撮休〉、 
２８（日）雪のち雨のち曇 つくばみらい市南太田・ワープステーション江戸 
 
◆３／ ３（水）晴、４（木）曇、５（金）晴、６（土）曇、７（日）雨、８（月）晴、９（火）曇、 

１０（水）曇一時晴、１１（木）晴、１２（金）曇 東映太秦撮影所 
 
◆３／１４（日）晴、滋賀県高島市安曇川の河口 
◆３／１５（月）曇、１７（水）晴 東映太秦撮影所 
◆３／１８（木）曇のち雨 滋賀県大津市坂本本町にある日吉山荘 
◆３／１９（金）晴 京都市右京区嵯峨観空寺谷町の酵素温泉近く 
◆３／２０（土）晴、２１（日）晴 東映太秦撮影所 
 
◆３／２５（木）雨、２６（金）曇、２７（土）曇 千葉県栄町・房総のむら 
 
◆３／２８（日）曇一時晴 大子町袋田・袋田の滝 常陸大宮市諸沢・菊池昶邸 
 
◆３／３０（日）曇 千葉県栄町・房総のむら   クランクアップ 



 

 

水戸藩開藩四百年記念 

『桜田門外ノ変』映画化支援の会 

～映画づくり・ひとづくり・まちづくり～ 

 

基本資料 

 

 

 

 

 

 

平成２０年８月７日（木） 

 

 

 

水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 

       

  〒３１０－００１１  

水戸市三の丸１丁目５－３８ 茨城県三の丸庁舎 

           電話／ＦＡＸ：０２９－３０３－０３１０ 

メールアドレス info@mitoppo.jp 

           URL：www.mitoppo.jp 
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『桜田門外ノ変』映画化支援の会 設立までの経緯 
 

○平成１８年 １月２８日（土） 割烹魚周にて。 

     水戸藩をテーマとした映画づくりに関する意見交換。 

 

○平成１８年１０月１６日（月） 水戸京成百貨店な嘉屋にて。 

     映画づくり、ひとづくり、まちづくりを連動させたプロジェクトを企画。 

 

○平成１８年１１月 ７日（火） 割烹いずみにて。 

     水戸藩をテーマとした映画づくりと、それに関連したまちづくりに向けて協議。 

 

○平成１９年 ４月２６日（木） 銀座三越（ヒルズ）にて 

映画製作関係者と映画づくりの具体化について協議。 

 

○平成１９年９月２０日（木） 東京・新橋にて 

映画製作関係者と「桜田門外ノ変」と「若き日の水戸黄門」の映画化について協議 

 

○平成１９年１１月１３日（火） 茨城県庁にて 

     映画製作関係者と「桜田門外ノ変」の映画化について協議。 

 

○平成１９年１１月１８日（日） 水戸京成百貨店「な嘉屋」にて 

     吉村昭氏の小説「桜田門外ノ変」を原作とした映画づくりについて協議。 

 

○平成１９年１２月１３日（木） 水戸駅ビルエクセル（銀座ライオン）にて 

     映画製作関係者と「桜田門外ノ変」の映画化の性格付けについて協議。 

 

○平成２０年 １月１２日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第一回：地元組織の具体化について）。 

 

○平成２０年 １月２９日（火） 茨城県庁にて 

     映画製作関係者と地元組織のあり方等について協議。 

 

○平成２０年 ２月 ７日（木） 東京にて 

     映画製作関係者と支援組織の立ち上げについて協議。 

 

○平成２０年 ２月１６日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第二回：地元組織の具体化について）。 

 

○平成２０年 ２月２３日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第三回：地元組織の具体化について）。 

 

○平成２０年 ３月 １日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第四回：設立発起人会について）。 

 

○平成２０年 ３月 ３日（月） 茨城県歴史館にて 

設立発起人会の開催 

 

○平成２０年 ３月 ８日（土） 偕楽園での「夜・梅・祭」にて 

「桜田門外ノ変」映画化支援に向けての事業概要の紹介  
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○平成２０年 ３月１５日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第五回：事業計画の検討）。 

 

○平成２０年 ３月２２日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第六回：事業計画の検討）。 

 

○平成２０年 ３月２９日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第七回：事業計画の検討）。 

 

○平成２０年 ４月 ５日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第八回：事業計画の検討）。 

 

○平成２０年 ４月１２日（土） 幕末の明治の博物館にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第九回：事業計画の検討）。 

 

○平成２０年 ４月２０日（日） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十回：地方の元気再生事業など）。 

 

○平成２０年 ４月２７日（日） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十一回：地方の元気再生事業など）。 

 

○平成２０年 ５月１０日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十二回：地方の元気再生事業など）。 

 

○平成２０年 ５月１７日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十三回：地方の元気再生事業など）。 

 

○平成２０年 ５月３１日（土） な嘉屋にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十四回：サイトについて）。 

 

○平成２０年 ６月１４日（日） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十五回：サイトについて）。 

 

○平成２０年 ６月２８日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十六回：設立総会の準備）。 

 

○平成２０年 ７月１２日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十七回：設立総会の準備）。 

 

○平成２０年 ７月２６日（土） 延年楼にて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会設立準備会（第十九回：設立総会の準備）。 

 

○平成２０年 ８月 ２日（土） 水戸芸術館にて 

     ＦＭぱるるん特設スタジオから「桜田門外ノ変」映画化支援についてＰＲ。 

 

○平成２０年 ８月 ５日（火）～６日（水） 水戸～常陸太田～高萩～大子 

     映画製作関係者と「桜田門外ノ変」の舞台となった県北地域を視察。 

 

○平成２０年 ８月 ７日（木） 茨城県立図書館 視聴覚ホールにて 

     「桜田門外ノ変」映画化支援の会 設立総会 
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【マスコミ報道】 

 

○平成２０年 １月２２日（火） 朝日新聞 茨城版 

     コラム・ダウンロード「水戸藩の学問 世界遺産への道」 「桜田門外ノ変」映画化で機運 

 

○平成２０年 ２月２６日（火） 茨城新聞 一面トップ 

     「桜田門外の変 映画化」来月３日、県民の会立ち上げ 開藩四百年、県内ロケ 

 

○平成２０年 ３月 ４日（火） 茨城新聞 一面 

     「桜田門外の変」映画化 支援組織設立を確認 水戸で発起人会 

 

○平成２０年 ３月 ４日（火） 讀賣新聞 茨城版 

     「桜田門外ノ変 映画に」 県民ら「支援の会」設立へ 水戸藩開藩四百年 来秋ごろ全国公開 

 

○平成２０年 ３月 ４日（火） 朝日新聞 茨城版 

     「桜田門外ノ変」映画化を支援 水戸で発起人会 

 

○平成２０年 ３月 ４日（火） 産経新聞 茨城版 

     小説「桜田門外ノ変」 水戸の視点で映画化へ 支援の会発足 来年撮影開始 

 

○平成２０年 ３月 ４日（火） 東京新聞 社会欄 

     「桜田門外の変」映画化へ立つ 水戸開藩四百年機に有志ら「発起人会」 ０９年度公開へ支援 

 

○平成２０年 ３月 ４日（火） 日経新聞 社会欄 

     コラム・窓  

 

○平成２０年 ３月 ６日（木） 東京新聞 社説・発言 

     一喜一憂「水戸っぽと桜田門外の変」 

 

○平成２０年 ３月１２日（水） 常陽新聞 街角の話題 

     映画「桜田門外ノ変」制作へ 水戸藩開藩四百周年記念 支援の会が発足 

 

○平成２０年 ３月１５日（土） 茨城新聞 一面 

コラム いばらき春秋 

 

○平成２０年 ３月２１日（金） ベターライフ水戸 

     映画「桜田門外ノ変」制作へ オール茨城の支援活動 水戸で支援の会の設立発起人会 

 

○平成２０年 ５月 ２日（金） 茨城新聞 一面 

     再考 茨城の文化 第一部 守り伝える 「観光振興と郷土愛育成」 偕楽園と弘道館 

 

○平成２０年 ５月１５日（木） 茨城新聞 県央欄 

     「桜田門外ノ変」映画化で地域振興を図る 

 

○平成２０年 ７月 １日（火） 月刊ぷらざ 

     ぷらざinterview  旬なひと 粋なひと 

 

○平成２０年 ７月１２日（土） 茨城新聞 一面トップ 

     「活性化へ３件支援」 利根川舟運・水戸藩映画・つくば観光 国から計６６００万円 
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水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 
設立趣意書 

 

東照公の十一男、徳川頼房公が、常陸水戸二十五万石に封じられたのは、慶長十四年（1609年）

十二月十二日のことでした。来年、平成二十一年（2009年）は、それから四百年目にあたります。 

この記念すべき年を祝うイベントとして、どのようなものがふさわしいのか・・・私たちの水戸

藩に焦点をあてたイベントとして、何が期待されているのであろうか・・・。 

 

私たちは、水戸藩、それも幕末を舞台にした映画を作ろう、と考えました。そして、その記念映

画の題材を探し、行き着いたのが、吉村昭氏の小説『桜田門外ノ変』でした。 

吉村氏は幾多の歴史小説で知られますが、その実証的な筆致は、時代の一コマを切り取って、読

者の前に示してくれます。この『桜田門外ノ変』においても、関鉄之介という一人の水戸藩士の目

を通して、幕末の一時代が浮き彫りにされていきます。 

「桜田門外ノ変」は、この事件を機に、水戸藩に興った幕政改革をめざした学問・教育の思想が、

倒幕運動を引き起こし、幕末の日本に大きな転機をもたらしました。尊王攘夷の志士たちが、列強

との戦端を開き、さらには明治維新へと突き進んでいくための先駆けになりました。 

 

郷土の美しい風景を織り込みながら、水戸藩が最も熱く燃えた日々――安政五年（1858年）の「安

政の大獄」から安政七年（1860年）の「桜田門外ノ変」に至る二年間を題材にした、日本、そして

世界に向けた茨城発の『桜田門外ノ変』の映画化をめざします。この映画づくりと、それを起爆剤

としたまちづくり活動に、多くの地元の有志が関わることが出来るならば、必ずや茨城に、そして

日本に、新たな時代を切り拓く「空気」を醸成する可能性をも秘めています 

 

折りしも昨年の九月、茨城県と水戸市は共同で、弘道館や偕楽園をはじめとする水戸藩の史跡を

「水戸藩の学問・教育遺産群」として世界遺産暫定リストに登録するよう、文化庁に提案書を提出

しました。 
 水戸藩における学問・教育は、幕末の多くの志士たちがその思想に触れることで全国に広まり、

維新回天の大きな流れを生み出す原動力となりました。弘道館水戸学の果たした、封建から近代へ

の橋渡し、日本の夜明け、そしてアジアの夜明けを切り拓いた歴史的な役割や思想と、それら周辺

の歴史景観は、私たち茨城県民の誇りであると同時に、我が国の宝、世界の宝です。 
 
私たちは、郷土茨城の先人たちの思いが時空を超えて語りかけるこの遺産群の意味を、改めて見

つめ直す必要があります。 

 
このような思いから、私たちは「水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会」を設

立したいと思います。 

設立の暁には、茨城の新しい時代を拓く礎にならんことを願い、鋭意努力する所存でありますの

で、皆様方からのご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。郷土の子供たちは、活動を

進める私たちの背中を見ながら、そして、出来上がった映画を観ながら、「水戸っぽって、格好いい

ね！」「茨城って、いいね！」と囁き合ってくれるに違いありません。 

 

平成２０年３月３日  

 

水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 設立発起人 一同 

 



 
6 

『桜田門外ノ変』映画化の概要（案） 
 

【企画概要】 

 

 

     題    名    『桜田門外ノ変』        

 

 

     原  作     吉村 昭（新潮文庫）  

 

 

     脚  本     江良 至 

 

 

蓮田 市五郎 画 「桜田門外之変図」 （茨城県立図書館所蔵） 

 

 

 

吉村昭 「桜田門外之変」 自筆原稿 （茨城県立図書館所蔵） 
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【企画意図】 

 

東照公の十一男、徳川頼房公が、常陸水戸二十五万石に封じられたのは、慶長十四年（1609）十

二月二十二日のことでした。来年、平成二十一年（2009）は、それから四百周年にあたります。 

この記念すべき年を祝う映画は、どのようなものがふさわしいか――？ わたしたちは、記念映

画の題材を探し、行き着いたのが、吉村昭氏の小説『桜田門外ノ変』でした。吉村氏は幾多の歴史

小説で知られますが、その実証的な筆致は、時代の一コマを切り取って、読者の前に示してくれま

す。この『桜田門外ノ変』においても、関鉄之介という一人の水戸藩士の目を通して、幕末の一時

代が浮き彫りにされていくのです。 

主君である徳川斉昭公が安政の大獄で処罰されたとき、鉄之介とその同志たちは、強権政治の張

本人である井伊大老の暗殺を謀ります。そして幾多の困難のうえにそれを成し遂げる。 

事件に関わった人々の中には、自分たちを「赤穂浪士」になぞらえている人もいたとか。確かに、

そうした一面はあったでしょう。赤穂四十七士は、元禄という世相の中に、あえて武士の本分を問

いかけました。 

それに対して、桜田十八士は、欧米列強との安易な妥協に傾く幕府に、日本政府としての矜持を

取り戻させるべく、あえて大老暗殺という非常手段に訴えたのでした。それは、尊王攘夷の志士た

ちが、列強との戦端を開き、さらには明治維新へと突き進んでいくための先駆けになりました。 

水戸藩が最も熱く燃えた日々――安政五年（1858）の「安政の大獄」から安政七年（1860）の「桜

田門外ノ変」に至る二年間を中心にした『桜田門外ノ変』の映画化をめざします。 

来年その年かぎりの話題作ではなく、長年にわたって語り継がれる作品を創りあげたいのです。

二十一世紀の今日も、内患外憂に苦しむ日本をどうすれば救うことができるのか、真剣に悩む志士

の登場が期待されています。そのことを隠しテーマとして押えたうえで、作品パッケージとしては

「大型エンターテインメント時代劇」として製作、広範な層の観客の支持を得たいと思います。 

 

【主要登場人物】 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （注） 年齢は「桜田門外ノ変」が起こった年、安政七年 ＝ 万延元年（1860）の数え齢 

＝桜田十八士＝ 
関       鉄之介(37) 水戸藩郡務方       
森       五六郎(23) 小姓組                 
佐  野   竹之助(21) 小姓組                 
山  口   辰之介(29) 大番組               
黒  沢   忠三郎(31) 大番組               
大  関   和七郎(24) 大番組       
広  岡 子之次郎(21) 小普譜              
増  子   金  八(38) 小普請                
岡  部   三十郎(43) 小普請               
広  木   松之介(23) 評定所吏員            
蓮  田   市五郎(28) 寺社方手代     
森  山   繁之介(26) 矢倉奉行手代       
杉  山   弥一郎(37) 鉄砲方御用 
稲  田   重  蔵(47) 郡吏                 
鯉  淵   要  人(51) 神官                    
海  後 磋磯之介(33) 神官          
斎  藤   監  物(39) 神官                                   
有  村 次左衛門(23) 薩摩藩士           

 
高 橋  多一郎(47) 奥右筆頭取 襲撃首謀者 
金 子  孫二郎(57) 南郡奉行 襲撃首謀者 
加藤木  賞 三(47) 江戸詰与力 
木 村 権之衛門(36) 吟味役 
矢 野  長九郎(36) 矢倉奉行 
高 崎  猪太郎(37) 薩摩藩士 
堀 仲  左衛門(35) 薩摩藩士 
有 村  雄 助(28) 薩摩藩士 
徳 川  斉 昭(61) 水戸藩前藩主 老公 
徳 川  慶 篤(29) 水戸藩主 中納言 
会 沢  正志斎(79) 弘道館総裁 
藤 田  東 湖(－) 斉昭側近 
 
   ○ 
ふ      さ(25) 鉄之介の妻 
い      の(23) 鉄之介の妾 
       ○ 
井 伊  直 弼(46) 彦根藩主 大老 
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【時代背景】 

 

第九代水戸藩主徳川斉昭とその側近の藤田東湖は、天保時代に急進的な藩政改革を行なおうとし

て門閥派の反発を招き、彼らの讒言により幕府から隠居謹慎を命じられた。これに対して、東湖の

門下生を中心とする改革派は、斉昭の無実を幕府に訴え、嘉永二年(1849)に斉昭の藩政復帰がなっ

た。のち東湖の謹慎も解け、側用人に復帰している。 

時あたかもペリーの黒船が来航し、対外政策に先見の明ある斉昭の存在を、幕閣も無視できなく

なった。だが、幕政参与となった斉昭は、欧米列強との一戦も辞さない覚悟で外交交渉にあたるべ

きと硬論を吐き、彦根藩主井伊直弼ら譜代大名との間に対立が強まった。 

こののち、斉昭と東湖は、水戸藩の政治改革に着手し、兵器の製造、軍事軍制の改革強化を図っ

た。この時期、東湖は、西郷隆盛、橋本左内、吉田松陰ら各藩の志士と深く交わっている。水戸学

を元にした東湖ならではの尊王攘夷論は、志士たちに大きな影響を与えた。だが安政二年（1855）、

江戸を襲った大地震によって東湖は圧死した……。 

 

安政四年（1857）秋、米国総領事ハリスは幕閣に修好通商条約の締結を迫った。これ以上の弱腰

は欧米列強につけいられるだけとみた斉昭は、ハリスの提案を断固拒絶せよと建言した。だが、幕

閣は斉昭の意見を容れようとはしない。斉昭も渋々条約締結に同意しかけたが、このとき京都朝廷

が条約案への勅許を拒絶、政局は一挙に流動化した。 

この頃の幕府には、もうひとつの懸案があった。病弱な将軍家定の継嗣問題である。血統からい

えば紀州藩主徳川慶福が最有力であったが、国家危難の切所にあって年長かつ英明な一橋慶喜を将

軍継嗣に望む声が有志大名の間に多く、彼らは一橋派と呼ばれた。慶喜が斉昭の第七子であり、現

藩主徳川慶篤の弟であることから、水戸藩士の中にも慶喜に期待する者は多かった。  

 

だが、井伊直弼は、安政五年（1858）春に大老に就任するや、条約問題と将軍継嗣問題の強権的

解決をはかる。朝廷の勅許が降りないまま日米修好通商条約に調印、さらに慶福が後継に決定した

旨を一方的に発表したのである。 

斉昭、慶篤ら一橋派の諸侯は、江戸城に不時登城して井伊を責めたが、逆に不時登城を咎められ

て処罰された。斉昭は謹慎。慶篤、慶喜は登城停止である。その翌日、家定が急逝して、慶福改め

徳川家茂が十四代将軍となっている。一橋派の領袖である薩摩藩主島津斉彬はコレラを発病して亡

くなった。 

そんな中、井伊大老の強権政治に反発した水戸藩士と薩摩藩士が朝廷に工作、条約の無断調印と

一橋派諸侯の処罰を詰問する趣旨の勅書が朝廷から直接水戸藩へ出された。この勅書降下は幕閣を

震撼させた。これを一橋派の陰謀とみた井伊は、各藩藩士、さらに公卿にも追及の手をのばしてい

った。世にいう「安政の大獄」である……。 

 

 

 

 

 



 
9 

 
 

【ストーリー】 

 

関鉄之介は、文政七年（1824）に、水戸藩士関新兵衛の長男に生まれた。藩校弘道館においては

教授頭取会沢正志斎の元で水戸学を学び、尊王攘夷論におおいに共鳴した。嘉永六年（1853）、三十

歳のときに十二歳年下の妻ふさを迎え、安政三年（1856）には長男誠一郎が誕生している。 

同年、郡務方となった鉄之介は、藩の方針に沿って郷校の開設や農兵の組織化を図った。すでに

ペリーの砲艦外交に屈した幕府は日米和親条約を締結し、農民の間にも尊王攘夷の熱が広がってい

た。鉄之介の指導のもと、農兵は熟練を遂げ、藩首脳の前でみごとな交戦演習を披露した。 

 

安政五（1858）年夏、鉄之介は藩命により越後水原に出張した。水戸藩の宿願であった蝦夷開発

事業の事前調査を行なうため、現地に渡る手筈になっていた。だが、そこに藩主父子が井伊大老の

専断により処罰されたという急報が舞い込み、鉄之介は急遽江戸に引き返した。 

そこで鉄之介は、水戸藩尊攘派の指導者である高橋多一郎、金子孫二郎から、諸国遊説の旅に出

るよう命じられた。西南諸藩に勅書降下の経緯を伝え、朝廷を奉じて井伊政権と対決しようという

のが、高橋らの考えである。鉄之介は、矢野長九郎と共に越前、鳥取、長州を歴訪、各藩の尊攘志

士から義挙参加の盟約を取り付けて、勇躍水戸に戻った。 

安政六年（1859）五月、水戸藩の士民二千人が、藩主父子の不当処罰に抗議するため、江戸に向

かって水戸街道を上った。高橋の意を受けた鉄之介らが、士民を扇動したのである。だが藩当局は、

こうした示威行動は却って幕閣を硬化させるだけだと、必死に士民を鎮撫した。 

ここにおいて、水戸藩の尊王攘夷派は二つに分裂した。会沢正志斎ら鎮派は、勅書を朝廷に返納

して事態の収拾を図ることを慶篤に説き、併せて「軽々しい尊攘論は亡国のもと」だとして、高橋

ら激派を弾劾した。これには、正志斎の門下生であった鉄之介も、「先生は今になって攘夷を捨てる

のか」と憤った。 

八月末、一橋派に対する追罰が言い渡された。斉昭は国許で永蟄居、慶篤は差控、慶喜は隠居謹

慎である。併せて水戸藩士も処断された。鉄之介の友人である茅根伊予之介は死罪、鮎沢伊太夫は

遠島である。鉄之介は、井伊への復仇を心に誓った。 

その数日後、高橋、金子、鉄之介らは、薩摩藩士高崎猪太郎、堀仲左衛門と会合して、井伊大老

暗殺を謀議した。だが大老を討つには、天下のためという大義名分がほしい。鉄之介と高崎は、厳

戒下の京都に潜入して、青蓮院宮尊融法親王、前左大臣近衛忠熙に義挙趣意書を呈し、井伊大老討

伐の密勅降下を要請したのである。 

だが、京都が幕吏の厳戒下にある今、「帝への取次はとてもできない」と青蓮院宮らは言う。鉄之

介らの宿坊も、京都奉行所の捕り方に囲まれ、二人は命からがら逃れるしかなかった。 

十一月十二日、水戸藩当局は鉄之介の役職を解き、蟄居を命じた。士民に金を与えて、示威行動

を扇動したことが処罰の理由である。同日に高橋、金子らも処罰され、急進派の動きは完全に封じ

られたかのように見えた。 

だが、高橋らは、このときすでに井伊大老の襲撃計画を練り上げていたのである。前年の夏、水戸

藩江戸詰与力加藤木賞三の甥の安嶋俊次郎が、身分を偽って彦根藩邸に潜入、藩邸の内部事情を細

大漏らさず調べ上げていた。俊次郎の報告により、彦根藩邸への討ち入りは難しいことが分かった

ので、江戸城に登城する大老の行列を襲撃する構想がまとまりつつあった。 



 
10

 
 

 

 

これを受けて、安政七年（1860）一月、高橋の腹心である木村権之衛門が、有村雄助、有村次左

衛門兄弟ら薩摩藩の有志と江戸で会合した。そして、水戸藩有志が井伊大老を討ち、次いで薩摩藩

が京都で挙兵するという盟約を結んだのである。 

二月十八日、鉄之介は妻子に別れを告げて出奔、江戸に出た。高橋、金子も相前後して出奔して

いる。その中で、金子の一行には藩の追っ手がかかり、一行は尊攘派の郷士や富農の家に潜みつつ、

数日をかけて江戸の薩摩藩邸に入った。 

加藤木は幕命で水戸に蟄居の身であったが、高橋が望んでいた短銃の手配をつけると、人を遣っ

て薩摩藩邸に届けさせている。水戸薩摩両藩の志士たちに、草莽の人々の助けも加わり、決起の日

は迫りつつあった。 

鉄之介には江戸に女がいた。いのという女で二十三歳、以前は吉原の遊女であったが、身請けし

た旦那が病死したのち、遊女時代の客であった鉄之介と再会したのだ。日本橋北槙町のいのの家は、

いまの鉄之介には絶好の隠れ家であり、町人に変装した同志の者がしきりに出入りした。いのはそ

れを訝ったが、鉄之介は事実を明かさなかった。 

井伊大老襲撃は、三月三日と決まった。大名の定例の登城日であり、井伊も朝に藩邸を出て桜田

門から登城する。その途中を志士たちが要撃するのだ。実行部隊は関鉄之介以下十七人の水戸脱藩

士に、薩摩藩士有村次左衛門を加えた十八人。 

鉄之介は二日の昼にいのの家を出た。品川相模屋に同志の人々を集め、決別の宴を張った。指図

役として義挙の全責任を負わされたことで、鉄之介は緊張を隠せなかった。 

三月三日朝は大雪だった。十八人の刺客は品川愛宕山に集結、そこから桜田門に向かった。濠端

には登城する大名行列の見物客がいて、彼らのために茶店も出ている。十八人も彼らに紛れた。や

がて彦根藩上屋敷の門が開き、井伊の行列が現われた。供回りの徒士以上二十数名、足軽以下四十

数名。通り過ぎる徒士の大刀の柄が、雪除けの袋で包まれているのを見て、鉄之介は天運と勝利を

確信した。 

同志の一人が、直訴状を差し出すふりをして、行列に斬りかかる。短銃の発射音を合図に、他の

同志たちも一斉に抜刀して続く。だが、みな動転して、闇雲に刀をふりまわすばかり。同志も彦根

藩士も、視界が雪でさえぎられる中、同士討ちを演じる。鉄之介も斬り合いに加わりたかったが、

指図役としての立場を思い、必死に自制した。 

やがて有村次左衛門が駕籠に殺到し、井伊大老の体を引きずりだすと、その首を刎ねた。斬り合

いが始まって、この間わずかに三分である。 

十八人の同志のうち一人が闘死、四人が自刃、八人は自首して出た。義挙は成功したのである。

ただ、薩摩藩内では挙兵慎重論が藩論となったために、京都挙兵はならなかった。諸外国の侮りを

受けない日本の創設をめざして、朝廷を奉じた志士たちが明治維新を起こすのは、この八年後であ

る。 

関鉄之介は、明治維新を見ることなく、万延三年（1862）五月十一日、幕府評定所で死罪を言い

渡され、当日のうちに斬首された。死の直前、鉄之介の眼前に息子の誠一郎の顔が浮かんだ。 

                                         

（おわり） 
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水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 

推進したい事業について 
 

１．支援の会として、『桜田門外ノ変』の映画化のための製作委員会に参画、各種提案します 

○茨城の地域づくりや地域振興に貢献しうる映画づくりを実現するための提案を進めます 

  ・映画製作に関する各種提案 

        脚本や出演者などについての提案、オール県内ロケと地元出身俳優の起用の実現 

     ・製作過程や製作後における各種提案 

出演者の県内イベント起用の実現、成果としてのフィルムの地元活用の実現 

 

２．『桜田門外ノ変』の映画化を積極的に支援します 

  ○映画づくりを支援し、またそのインパクトを地域に還元するための活動を展開します 

     ・オール県内ロケ（弘道館、偕楽園を含む）の支援 

ロケ部隊の受け入れ、差し入れ等 

・エキストラのオーディションの実施 

   地元エキストラの選定 

 

３．映画づくりを盛り上げ、茨城を再発見する機運を醸成します 

   ○映画づくりを盛り上げます 

     ・ロケの進行と連動したインターネット（ブログ）情報の発信、各種イベントの実施 

   ○茨城を再発見する機運を醸成します 

     ・茨城の歴史、自然、文化を再発見する気運の情勢、情報提供、各種イベントの実施 

   ○１００万人の映画鑑賞運動を展開します 

    ・１００万人の方々に映画を鑑賞いただくためのキャンペーンの実施 

・１００万人の方々とともに茨城を考えるキャンペーンの実施 

 

４．映画づくりのための協力金・出資金・協賛金などを募集します 

   ○協力券による協力金の募集、出資希望者や協賛希望者の募集を行います 

 

５．そして、まちづくり、ひとづくりへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
支援の会 

 
 
１００万人 
の再発見 

 
 

まちづくり 
ひとづくり 

 
映画の 
完成 

機運醸成・茨城再発見 

積極的な製作支援 

製作委員会

に参画 
映画製作 

協賛金等の募集 
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水戸藩開藩四百年記念  『桜田門外ノ変』映画化支援の会 
推進体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     製作委員会へ参画    出資希望者等紹介   制作支援   ライセンスの一部 
                                   
 
 
 
                                     支援 
                                    
 
                                    
 

 
                                      
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○姉妹都市などとの連携 

・・・重慶（朱舜水）、アナハイム、敦賀市、彦根市、高松市、鹿児島市などとの協力関係。 

・・・鹿児島市、山口市、会津若松市などとの協力関係。 

○全国の県人会も動員して 

・・・全国の茨城県人会との連携。 

 
 
 
 
 
 
                          
                        
 
 
 
 
 
      

       
 

水戸藩開藩四百周年記念 

『桜田門外ノ変』映画化支援の会 

 

 
 
 
 

映画製作委員会 

水戸藩開藩四百年記念 
『桜田門外ノ変』映画化支援の会 

実行委員会 
 
 

 
 
 
 

ひとづくり 
まちづくり 
へ 

 
事務局 

 

地 方 の 
元  気 
再生事業 

寄 付 金 
協 力 金 

各種団体 
の支援 

人的支援 

企業協賛 

個人投資 

銀行融資 

そ の 他 

公的資金 
制作会社 

配給会社 

そ の 他 

・製作委員会へ参加 
・映画づくりを積極的支援 
・気運醸成、茨城再発見へ 
・協力金、出資金、協賛金募集 
・ひとづくり、まちづくりへ 

 
機運醸成 

 
茨城再発見 

県内ロケ支援 
エキストラ募集 

 
地域支援の会 

 

 
会員・特別会員 
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水戸藩開藩四百年記念  『桜田門外ノ変』映画化支援の会 
スケジュール 

 
１． 設立総会までのスケジュール 

 

平成２０年 ２月上旬～下旬       発起人をお願いしたい方々への依頼 

 

平成２０年 ３月 ３日（月）      設立発起人会 

 

平成２０年 ３月 ８日（土）      夜・梅・祭にてプロジェクトの発表 

 

平成２０年 ３月中旬～５月下旬     プロジェクトの具体的内容検討 

 

平成２０年 ６月上旬～７月中旬     設立に向けて、委員をお願いしたい方々へのお声掛け 

 

平成２０年 ８月 ７日（木）      設立総会、同時にプロジェクト活動開始 

 

 

２．映画づくりに関するスケジュール（想定） 

 

 映画『桜田門外ノ変』 

 

    平成２１年 春頃     クランク・イン 

 

    平成２１年 暮れ頃    地元での先行上映 

 

    平成２２年 正月過ぎ   全国公開 

 

 映画『若き日の水戸黄門』 

 

    平成２２年 春      クランク・イン 

 

    平成２３年        全国公開 

 

 

３．支援の会の活動の目安 

 

 支援の会の活動は、基本的には平成２２年年明けに想定される『桜田門外ノ変』の映画の全国公開の

成功と、それに関連する事業を中心とすることから、平成２２年３月までを活動の目途とする。それ

以降の活動については、本会の目的である「茨城県民が郷土の歴史的・文化的価値を再認識し，地域

への誇り，郷土愛を醸成し，ひとづくり，美しいまちづくり，地域のホスピタリティの向上に発展さ

せ，もって地域の活性化に貢献する」ことに照らし、今後、検討してゆくこととする。 
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水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 
設置要綱 

    （設置） 
第１条 「桜田門外ノ変」の映画化の機運醸成と製作支援を通して，旧水戸藩を中心とした茨城県を，

日本全国はもとより全世界にＰＲし，訪れた人々にこの地域の素晴らしさを体感してもらうととも

に，茨城県民の多くが郷土の歴史と文化、自然資源の価値を再認識し，地域への誇り，郷土愛の醸

成につながるよう，また，ひとづくり，美しいまちづくり，地域のホスピタリティの向上に発展さ

せ，地域の活性化に貢献できるよう，水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会（以
下「支援の会」という。）を置く。 

 
    （所掌事項） 

第２条 支援の会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 
    （１） 『桜田門外ノ変』の映画化のための製作委員会への参画に関すること 

    （２） 『桜田門外ノ変』の映画化の支援に関すること 

    （３） 映画づくりの機運醸成と茨城再発見に関すること 

    （４） 映画づくりの協力金・出資金・協賛金等の募集支援に関すること 

（５） その他支援の会の目的を達成するために必要と認めること 

 

    （組織） 
第３条 支援の会は，別表１に掲げる実行委員会をもって組織・運営する。 
 

    （委員の任期） 
第４条 支援の会実行委員会の委員の任期は，平成２２年３月３１日までとする。 
 

    （役員） 
第５条 支援の会の役員として，委員の互選により会長，副会長及び監事を置く。 
２ 会長は，支援の会の会務を総理し，支援の会を代表する。 
３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指

名する副会長が，その職務を代理する。 
４ 監事は，支援の会の業務執行及び財産の状況に関する監査を行う。 
 

（名誉役員） 
第６条 支援の会実行委員会に，名誉会長及び名誉顧問等を置くことができる。  
２ 名誉会長及び名誉顧問等は，支援の会実行委員会の推薦を受け，会長が委嘱する。 
３ 名誉会長及び名誉顧問等は，重要な事項について，会長の諮問に応ずるほか，会長に対し，意見

を述べることができる。 
４ 名誉会長及び名誉顧問等の任期については，第４条の規定を準用する。 
 

 （会員） 

第７条 支援の会は，支援の会の目的を達成するために会員を募集することができる。 

２ 会員の種類は，次の各号に掲げる２種とする。 

    （１） 一般会員（支援の会の趣旨に賛同し，その活動を支援する個人・団体） 

    （２） 特別会員（会の趣旨に賛同し，その活動を支援する水戸藩並びに事変関係者・関係団体） 

 

    （総会） 
第８条 総会は，役員及び委員をもって構成する。 
２ 総会は，会長が招集し，会長はその議長となる。 
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３ 総会は，次に掲げる事項を審議し，決定する。 
（１） 設置要綱に関すること 
（２） 支援の会の活動等の基本となる計画に関すること 
（３） 事業計画及び予算に関すること 
（４） 事業報告及び決算に関すること 
（５） その他会長が必要と認める事項に関すること 
４ 総会は，必要があると認めるときは，関係者に会議への出席を求め，意見を聴くことができる。 

  ５ 総会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議場の決するところによる。 

 
 （地域支援の会） 
第９条 支援の会は，地域ごとの支援活動を円滑に進めるための支援会（以下「地域支援の会」とい

う。）を置くことができる。 
２ 地域支援の会は，支援の会の趣旨に賛同し，その活動を支援する地域の個人・団体をもって構成

する。 
３ 地域支援の会に地域支援の会会長及び副会長を置き，地域支援の会会長には会長の推薦する者を

もって充て，副会長は地域支援の会会長が地域支援の会会員の中から指名する。 
４ 地域支援の会の会議は，必要に応じて地域支援の会会長が招集し，地域支援の会会長はその議長

となる。 
５ 地域支援の会は，次に掲げる事項を審議し，決定する。 
（１） 総会から委任された事項に関すること 
（２） その他会長が必要と認める事項に関すること 
６ 地域支援の会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴く

ことができる。 

７ 地域支援の会における会議，活動等に関する結果，経過等は，適宜，総会に報告するものとする。 
 

 （会長の専決処分） 

第１０条 会長は，総会を招集するいとまがないとき，又は簡易な事項については，その議決すべき事

項について，これを専決処分することができる。 

２ 会長は，前項の規定により専決処分したときは，これを次の総会において報告しなければならない。 

 

    （事務局） 
第１１条 支援の会の事務を処理するため，事務局を置く。 
２ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

 

 （経費） 

第１２条 支援の会の経費は，補助金，寄付金その他の収入をもって充てる。 

 

 （会計年度） 

第１３条 支援の会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。ただし，

支援の会を設立した日の属する会計年度は，支援の会を設立した日から平成２１年３月３１日

までとする。 

 

    （委任） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか，支援の会の運営について必要な事項は，会長が別に定める。 
 

      附 則 
    この要綱は，平成２０年８月  日から施行する。 
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水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 

実行委員会 委員 
                                （◎は設立発起人） 

◎狩野  安 元参議院議員・日本更生保護女性連盟 会長 

◎加藤 浩一 水戸市長 

◎人見 實徳 茨城文化団体連合 会長 

◎幡谷 浩史 大好きいばらき県民会議 理事長 

◎加藤 啓進 茨城県商工会議所連合会 会長・水戸商工会議所 会頭 

◎沼尻  博 茨城県商工会連合会 会長 

◎幡谷 祐一 茨城県中小企業団体中央会 会長 

◎関  正夫 茨城県経営者協会 会長 

◎中山 義雄 社団法人茨城県観光物産協会 副会長・社団法人水戸観光協会 会長 

◎林  耕芳 社団法人茨城県観光物産協会 副会長 

◎和田祐之介 偕楽園公園を愛する市民の会会長・社団法人水戸観光協会 顧問 

 

市野沢 弘 茨城県農業協同組合中央会 会長 

       友末 忠徳 財団法人茨城新聞文化福祉事業団 理事長 

 

 樫村 千秋 日立市長 

      中川  清 土浦市長 

      横田 凱夫 石岡市長 

      小倉 敏雄 下妻市長 

 大久保太一 常陸太田市長 

      草間 吉夫 高萩市長 

      豊田  稔 北茨城市長 

      山口 伸樹 笠間市長 

      本間 源基 ひたちなか市長 

       柗田 千春 潮来市長 

       三次真一郎 常陸大宮市長 

       小宅 近昭 那珂市長 

       冨山 省三 筑西市長 

      坪井  透 かすみがうら市長 

      坂本 俊彦 行方市長 

      島田 穣一 小美玉市長 

      小林 宣夫 茨城町長 

      小谷 隆亮 大洗町長 

      金長 義郎 城里町長 

      村上 達也 東海村長 

綿引 久男 大子町長 

佐川 卓政 財団法人グリーンふるさと振興機構 理事長 

 

佐藤 和夫 茨城県学校長会 会長 

五味田 優 茨城県高等学校長協会 会長 

菊池龍三郎 茨城大学 学長 

岩崎 洋一 筑波大学 学長 

髙木  勇夫 常磐大学 学長 

鈴木 研二 茨城キリスト教大学 学長 

野尻 俊明 流通経済大学 学長 

三石 善吉 筑波学院大学 学長 

 

別表１ 
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小山 哲夫 茨城県立医療大学 学長 

大沼 直紀 筑波技術大学 学長 

髙塚 千史 つくば国際大学 学長 

角田 幸紀 茨城工業高等専門学校 校長 

額賀 良一 茨城女子短期大学 理事長 

田中 睦啓 水戸短期大学 学長 

  大久保博之 学校法人リリー文化学園 理事長 
 

       石川 哲夫 財団法人茨城県国際交流協会 理事長 

原中 勝征 社団法人茨城県医師会 会長 

       小峯  光 財団法人茨城県老人クラブ連合会 会長 

加納 昌子 茨城県女性団体連盟 会長 

桜井  姚 茨城県地域女性団体連絡会 会長 

     深谷めぐみ 茨城県青年団連盟 会長 

所  功雄 社団法人青少年育成茨城県民会議 会長 

中川 輝夫 茨城県子ども会育成連合会 会長 

竹本 俊一 日本ボーイスカウト茨城県連盟 理事長 

相馬 時子 社団法人ガールスカウト日本連盟茨城県支部 支部長 

       廣瀬 昭雄 ロータリークラブ ガバナー 

立原 祐司 ライオンズクラブ 地区ガバナー 

若林 純也 社団法人日本青年会議所関東地区茨城ブロック 会長 

 

     金澤 克憲 茨城県商店街振興組合連合会 会長 

       村田  實 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 

       林  義行 日本旅行業協会関東支部茨城県地区 会長 

       須田 哲雄 茨城県バス協会 会長 

       新井  昇 茨城県ハイヤー協会 会長 

       土屋 忠巳 東日本鉄道株式会社 水戸支社長 

 

清瀬 和彦 茨城県企画部長・地域づくり団体茨城県協議会 会長 

       細谷 茂治 茨城県商工労働部長 

 

      岡島  毅 讀賣新聞社 水戸支局長 

西川 祥一 朝日新聞社 水戸総局長 

岸井 雄作 毎日新聞社 水戸支局長 

杉山  広 産経新聞社編集局 水戸支局長 

吉原 康和 東京新聞 水戸支局長 

谷貝 明信 日本経済新聞社 水戸支局長 

小田部 卓 株式会社茨城新聞社 代表取締役社長 

菊田  宏 株式会社常陽新聞新社 代表取締役社長 
山口  潔 日本放送協会（ＮＨＫ） 水戸放送局長 
土肥 公仁 株式会社茨城放送（ＩＢＳ） 代表取締役社長 

小川 啓子 水戸コミュニティ放送株式会社（ＦＭぱるるん） 代表取締役 

 

事 務 局   三上 靖彦 特定非営利活動法人 茨城の暮らしと景観を考える会 代表理事 
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水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 

具体的な活動内容（地方の元気再生事業）について 
 

１．地方の元気再生事業の活用 

 

  【地方の元気再生事業】 

持続可能な地方再生の取組を抜本的に進めるため、地域住民や団体の発意を受け、地域主体の様々

な取組を立ち上がり段階から包括的・総合的に財政支援する制度。政府の地域活性化統合本部が公募

し、全国から１，１８６件の応募があり、そのうち１２０件が採択された。 

 

  【支援の会の活動に対する支援】 

 

 

水戸藩開藩四百年（H21）を記念して企画されている『桜田門外ノ変』の映画化を起爆剤に、旧水戸

藩エリアを対象に、活性化に向けた多様な取組をモデル的・実験的に実施する。話題性が高く地域資

源を内外にアピールできる映画づくりとの連動で、地域を再発見する多様な取組に対し、人々の関心

と参加意欲を高め、地域への愛着と誇りの醸成につなげる。 

また、地域の多様な主体による取組に対しても、映画づくりとの関連性を示す名称を冠にすること

や、旧水戸藩の中心であり県都でもある水戸市との連携を強化することで、幅と深みのある地域活性

化に向けた相乗効果を実現する。 

旧水戸藩の歴史や文化、自然などの地域資源の再発見、地域の人々の郷土愛や誇りの醸成は、映画

の完成後も、活性化事業への、地域の人々による主体的継続的取組につながる。これらの取組によっ

て、地域の人々が自信を持って地域を語れるようになり、さらに、外部からの認知度やイメージ、ブ

ランド力もアップし、全国からの観光客の拡大、一層の地域活性化につながる。 

この実験的試みの成果は、県内で実施されている多数のロケにも適用し、それぞれの地域の活性化

につなげ、茨城県全体としてのイメージアップ、ブランド力の向上につなげる。そして、茨城県全体

を、映画づくりを起爆剤とした地域活性化モデル県として、全国に発信する。 

 

地方の元気再生事業を活用した『桜田門ノ変』映画化支援の会の活動概要 

 

20年度                                             21年度                22年度以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥他事業との相互連携 

 

⑦情報の受発信 
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２．事業計画 

 

取組① 地域発案型映画づくりの具体化に関する取組 

○プロデューサーや制作会社との連絡･調整活動  

 

取組② 地域資源の再発見に関する取組 

○シンポジウムの開催 

     1.キックオフ・シンポジウム（平成２０年９月７日） 

     2.いばらき読書フェスティバル２００８記念講演会（平成２０年１０月２６日） 

     3.『桜田門外ノ変』映画化が創る茨城の未来（平成２１年３月７日） 

○江戸文化歴史検定茨城会場の運営（平成２０年１１月３日） 

○郷土カルタづくり 

○歴史講演会 

     1.郷土史の専門家による連続講座 

      「桜田門外ノ変 その背景を探る～水戸藩の系譜～」その１：水戸藩の始まりと光圀公（３回） 

      「桜田門外ノ変 その背景を探る～水戸藩の系譜～」その２：幕末の水戸藩（３回） 

     2.郷土史の専門家による講演会 

      「桜田門外ノ変の時代～幕末の水戸藩～」（６回） 

     3.郷土史の専門家による地域ごとの講演会 

      「桜田門外ノ変の時代～幕末の水戸藩～」地域ごとのテーマによる講演会（６回） 

○歴史を訪ねる 

     1.専門家の案内で県立歴史館、徳川博物館、幕末と明治の博物館、県立図書館を巡る 

      「桜田門外ノ変～博物館巡りで見るその時代～」（６回） 

     2.専門家の案内で弘道館・偕楽園・回天神社を巡る 

      「桜田門外ノ変～水戸の史跡を巡り時代を偲ぶ」（６回） 

     3.専門家の案内で郷土の史跡を訪ねる 

      「桜田門外ノ変～水戸藩を偲ぶ史跡を歩く」（水戸城下と県北地域） 

     4.水戸八景ツーリング（100ｋｍ） 

      「桜田門外ノ変 斉昭公の思いを風に～水戸八景ツーリング～」（平成２０年１０月１８日）。 

○自然と文化講演会 

     1.ロハスの専門家による連続講座 

      「桜田門外ノ変の時代～江戸の生き方に学ぶ～」（６回） 

     2.自然・文化の専門家による講演会 

      「桜田門外ノ変 桜田烈士士を育んだ県北の自然」（６回） 

○自然と文化に親しむ 

     1.専門家と景勝地や自然に親しむ 

      「桜田烈士を育んだ県北の自然を訪ねる」（５回）  

2.さとやま楽校の楽しみ 

       グリーンふるさと振興機構の主催する「さとやま楽校」の協力によって開催（６回） 

     3.専門家と郷土の食文化に親しむ「ロケ部隊に食べさせたい美味しい郷土料理」 

       テーマを設けた郷土料理のレクチャーと実習（３回）    
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○映画関連イベントなど 

     1.ロケ地での映画関係者との交流会 

      「桜田門外ノ変～映画関係者と語る夕べ 」（２回） 

     2.ロケ地巡りツアー 

      「桜田門外ノ変 プロデューサーと一緒にロケ地巡り」（平成２１年２月） 

     3.映画づくり進捗報告会 

      「『桜田門外ノ変』映画化支援～進捗状況報告～」（６回） 

 

取組③ 映画の原作(吉村昭原作)活用に関する取組 

○本屋さんタイアップ事業 

     1.原作感想文コンクール「『桜田門外ノ変』原作読書感想文コンクール」 

     2.ロケ地推薦コンクール「『桜田門外ノ変』～原作を読んで勝手にロケハン！コンテスト」 

     3.俳優推薦コンクール「『桜田門外ノ変』～原作を読んで勝手にキャスティング！コンテスト」 

     4.この場面でこれ使って！コンクール 第一弾「『桜田門外ノ変』～この場面でこの盆栽を！」 

     5.この場面でこれ使って！コンクール 第二弾「『桜田門外ノ変』～この場面でこのぐい呑みを！」 

     6.この場面でこれ使って！コンクール 第三弾「『桜田門外ノ変』～この場面でこの掛軸を！」 

     7.この場面でこれ使って！コンクール 第四弾「『桜田門外ノ変』～この場面でこの花瓶を！」 

     8.この場面でこれ使って！コンクール 第五弾「『桜田門外ノ変』～この場面でこの小道具を！」 

○事変関連・幕末の水戸藩関連情報募集   「映画『桜田門外ノ変』関連情報大募集！」 

○コンクールの表彰式  

      「『桜田門外ノ変』映画化支援コンクール表彰式」（平成２０年１２月） 

 

取組④ 映画のロケ支援に関する取組 

○ロケ地推薦 

      「ロケ地推薦コンクール」応募箇所を中心に下見し、制作会社に推薦する。 

○ロケ準備 

     1.地元のエキストラ募集、オーディション 

     2.地元の俳優オーディション 

     3.ロケ準備、受け入れ体制作り 

○ロケ支援 

     1.ロケ部隊受け入れ                     

     2.炊き出し支援（地元の食材提供）、差し入れ  

     3.地元の小道具提供 【全２０種類】 

 

取組⑤ 人材育成に関する取組 

○人材育成：地域活性化のためのアドバイザー研修、インストラクター講習（４回）。 

○接遇研修：タクシー事業者や旅行業者への接遇研修。マナーと事業に対する説明（２回）。 
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取組⑥ 他事業との相互連携に関する取組 

○連携促進のための連絡･調整活動 

 

取組⑦ 情報の受発信に関する取組 

○ロゴ募集 

○ホームページ開設 

○機運醸成ツール作成（パンフレットやのぼり旗、ポスター） 

○各種イベントチラシ作成 

○かわら版作成（７回） 

○当時を模した新聞作成（３回） 

○各種説明会開催（２回） 

○常駐スタッフ１名による広報活動 

 

 

 

 

３．収支予算 

 

 

   収入の部 

 

助成金収入                    24,265,929円  地方の元気再生事業 

     寄付                           0円 

     その他                          0円 

 

   収入合計                        24,265,929円 

 

   支出の部 

 

     取組①地域発案型映画づくりの具体化に関する取組   200,000円  連絡・調整活動 

     取組②地域資源の再発見に関する取組        7,263,580円  73種類のイベント 

     取組③映画の原作（吉村昭原作）活用に関する取組   846,340円  10種類のイベント 

     取組④映画のロケ支援に関する取組         1,500,000円  ６種類の活動 

     取組⑤人材育成に関する取組             441,906円  ６回のセミナー 

     取組⑥他事業との連携に関する取組         1,000,000円  連絡・調整・連携活動 

     取組⑦情報の受発信に関する取組          11,779,770円  チラシ・パンフ印刷等 

     取組⑧その他（とりまとめ）             504,485円  効果測定・まとめ等 

          消費税                       733,314円 

 

   支出合計                       24,269,395円 
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水戸藩開藩四百年記念 『桜田門外ノ変』映画化支援の会 
皆様方への協力依頼事項 

 
１．『桜田門外ノ変』映画化と関連イベントのＰＲをお願いいたします。  

皆様には、それぞれの機関の会報誌や口コミなどの、さまざまな機会を通し、映画づく

りに関することや、関連イベントに関すること、エキストラ募集、そして映画鑑賞につい

て、ＰＲをお願いできれば幸いです。 
話題を作って盛り上げることが、製作会社や配給会社を盛り上がることにつながり、素

晴らしい映画が出来上がることにもつながります。 
 

 
２．支援の会の開催するイベントへの共催、後援などのご協力をお願いします。  

支援の会では、短期間にたくさんのイベントを開催します。それぞれのイベントに対し、

皆様からの共催、後援、会場借用などについて、ご協力をお願いいたします。 
それぞれの事業ごとに、個別にご相談させていただきますので、その際にはよろしくお

願いいたします。 
 
 
３．地域支援の会づくりへのご協力をお願いいたします。  

支援の会の活動を、より広い範囲で、よりたくさんの方々からの支援によって進めるた

めには、地域ごとの支援の会（地域支援の会）が必要となります。 
皆様には、是非、それぞれの地域ごとの支援の会の設立にご協力をお願いいたします。 

 
 
４．出資希望者、協賛希望者のご推薦をお願いいたします。  

映画の製作については、製作会社や配給会社が中心となって進めていくこととなります

が、地元茨城としても、資金的な面で協力できれば、と考えております。 
皆様からは、是非、この映画製作に出資、あるいは協賛していただける個人、または企

業をご推薦いただけると幸いです。 
 
 

５．事務局を開設しました。  
     茨城県三の丸庁舎に、「支援の会事務局」を開設しました。 

お近くにお運びの際には、是非お立ち寄りください。 

 

      ・事務局の住所：〒310-0011 水戸市三の丸１丁目５－３８ 茨城県三の丸庁舎 

      ・電話／ＦＡＸ：０２９－３０３－０３１０ 

      ・URL：www.mitoppo.jp 
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