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映画「のぼうの城」に湧く行田市

オール行田で取り組む地域活性化
行田市には、全国に誇れる名所がある。
古墳時代を象徴する『さきたま古墳群』
、
そして全国の約８割を生産していた地域
の一大産業である『足袋』
、戦国時代初
期に築かれた関東七名城の一つ『忍城』
だ。その忍城に新たな歴史が加わった。
映画『のぼうの城』公開である。今、公
開を間近に控えて市内は活気に湧き、地
元経済の活性化に向けた取り組みが繰り
広げられている。映画公開に向けた行田
市の現状をレポートする。
市役所ロビーに立て掛けられている
『のぼうの城』
のポスター

秩父鉄道の行田市駅を降りて、中心市街地
を歩くと『のぼうの城』公開をアピールする
仕かけが至る所で目につく。商店街では『よ
うこそ行田市へ』というのぼり旗とともに、
映画のポスターが貼り出され、映画の舞台と
なった忍城址にも『忍城』の文字が書かれた
旗が風にはためいている。いよいよ、待ちに
待った『のぼうの城』の公開が間近だという
雰囲気が伝わり、市民の映画公開に寄せる期
待の強さを感じた。
『のぼうの城』は当初、昨秋には公開され
る予定だった。しかし、３月に東日本大震災
が発生し、津波で多くの人々の命が奪われた。
実は『のぼうの城』
には、その津波を連想させ
るシーンがあることから、映画制作会社では
敢えて公開を自粛し、一年間先送りにした経
緯がある。公開延期の知らせを受けた行田市
は、
市民ともども一度は落胆したものの、
公開
が中止となったわけではないことから、気を
取り直しての一年間、行田市の売り込みをさ
らにパワーアップさせることにした。
その代表的な取り組みが、市民や市内商工
業者らによる『おもてなし大作戦』だ。全国
で映画を観た人たちが、行田市に興味を持ち
そして行田市に行ってみよう、という気持ち

になると予想。実際に訪れた観光客を目いっ
ぱい歓迎するため、いま全市を挙げた オー
ル行田 で取り組んでいる。最初におもてな
し機運が高まったのが市内の飲食店で、既に
映画公開の発表直後から始まっていた。例え
ば、行田食品衛生協会と行田商工会議所、行
田市観光協会が協力して『飲み食い処マップ
行田』を発行、訪れた観光客に配布して市内
での飲食を満喫してもらっている。マップに
は、中華や和食レストランをはじめ蕎麦屋、
割烹料理店、居酒屋など６
２店舗を掲載、最近
では地図を片手にまち歩きをする観光客が目
立って増えてきた。マップに紹介している店
だけでなく、市内の各店舗では独自に『のぼ
うの城』にちなんだメニューを開発、観光客
の目と舌を楽しませている。さらには、団体
ツアー客を受け入れるため、市内の５店舗で
１
０
０人以上の団体客が収容できるよう態勢を
整えた。
飲食に限らず、土産物用として新たなネー
ミング、パッケージを施した商品も売り出さ
れている。その土産物には漬けものからお煎
餅、菓子、雑貨など豊富で、既存の商品をア
レンジしたものから新たに開発したものまで
様々。中でも、創業から１
３
５年の歴史を誇る
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忍城五人衆の漬物を
販売している飯田屋
商店
（写真上）
とブッ
クカバーをパッケー
ジにした漬物の詰合
せ商品

漬物製造の飯田屋商店（飯田哲一社長）では、
原作本のカバーイラスト表紙（上巻）をデザ
インしたパッケージで、
『忍城五人衆・のぼ
う漬詰合せ』を目玉商品として販売を始めた。
映画制作会社から特別にデザイン使用の許可
を得たもので奈良漬やたまり漬、みそ漬けな
どが詰め合わさっている。同社によると、１
０
月からは関東圏内の郵便局で『ふるさと小
包』として販売されることが決まり、１
２月末
まで扱うと言う。
グッズ関係で目を引くのが『忍城オリジナ
ル蒔絵シール』で、城主成田家の家紋や主役
の成田長親、甲斐姫などのデザインが揃って
いる。１柄５
０
０円の販売で携帯電話などに貼
り付けることができ、行田観光の土産物とし
て注目されそうだ。このほか、行田市商店連
合会では、土・日・祝日に忍城址の敷地内に
『忍城おもてなし売店』を設置して、市内特
産品などの販売も始めている。
ところで、行田市が『のぼうの城』の制作
を知ったのは、２
０
０
９年６月のこと。映画制作
会社のプロデューサーら関係者５人が同市を
訪問、行田市郷土博物館や丸墓山、石田堤を
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案内した際に映画
化の話を聞いたと
言う。翌７月にな
って、犬童一心監
督が行田市を訪れ
映画化のスタート
が切られたことか
ら、
「順 調 に 制 作
忍城オリジナル蒔絵シール
が進んで早くクラ
ンクインしてくれ
ることを願った」と市観光プロジェクト推進
室は話す。制作が始まってからは、市の学芸
員による史実説明や映画に関する地図、郷土
芸能などの資料提供、市内ロケでの撮影場所
交渉、エキストラ・ボランティアスタッフの
手配、スタッフの宿泊先紹介など労を惜しま
ず全面的に協力してきた。
その結果、映画制作は問題なく進み無事に
クランクアップ、いよいよ公開を待つだけと
なったが、延期の報せが行田市に届く。しか
し、市当局は延期に落ち込むことなく「全国
に行田市をアピールできる時間が余計にでき
たとポジティブにとらえ、さらに事前 PR 活
動の充実に動き出した。PR 活動は既に、
２
０
１
０
年７月から『忍城おもてなし甲冑隊』の結成
で始まり、２
０
１
１年１月には映画会社から提供
されたポスター８
０
０枚を市内各所に掲示。６
月になると、小説のカバーイラスト成田長親
と石田三成の図柄を田んぼアートにして宣伝、
今後は市内の NPO 法人が独自イベントとし
て『関東コスプレ大会』
の開催を計画している。
こうした全市を挙げての PR 活動で、行田
市を訪れる観光客が目に見て増加してきた。
一つのデータで示すと、映画制作が話題とな
ってから忍城御三階櫓にある郷土博物館の入
館者数が２
０
０
９年度に５万３，
４
０
２人だったのが、
２
０
１
０年度には６万３，
３
２
４人に、さらに２０
１
１年
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度には７万３，
０
９
１人と毎年約１万人増えてい
るほどで、本年度はさらに入館者数が増加す
る見込みだと言う。
増加する観光客の利便性を良くするため、
行田市では新たに交通インフラを整備するな
ど、受け入れ態勢も整えている。市内へのも
う一つの玄関口でもある JR 行田駅で、同駅
を発着点にしている市内循環バスに観光拠点
循環コースを新たに設定、さらに９月からは
土・日・祝日に限って行田観光シャトルバス
の運行も始めた。バスだけでなく、自転車で
市内を回遊できるようにと、レンタサイクル
を用意している。JR 行田駅や古代蓮の里売
店、行田市観光ガイドステーションなど６カ
所で午前９時から午後４時まで無料で貸し出
すシステムで、全国的に無料で自転車が乗り
降りできるのは珍しい。また、利用者の負担
を軽くする電動自転車もあり、こちらは一日
５
０
０円で利用できる。
観光客が道に迷わぬように案内看板も整備
している。地元のロータリークラブで秩父鉄
道行田市駅から忍城址までの看板を設置、市
も JR 行田駅から忍城址まで案内看板を設け
るなど官民一体となって整備を進めてきた。
さらに、忍城址には観光客の休憩用にとテー
ブルやイスを設置し、トイレなどへの案内看
板を増設するなど、観光客が不自由しないよ
うに利便性を向上させている。
全市を挙げた オール行田 でのおもてな
し大作戦のキーステーションとなるのが、行
田市商工センター内にある『観光情報館ぶら
っとぎょうだ』で、今年４月に開設された。
同情報館には休憩コーナーがあり土産物も販
売しているほか、市内の観光スポットの説明
も行っている。同情報館だけでなく市内には
３
３カ所の『見処案内所』もあり、担当者が懇
切丁寧に市内の見所を案内して積極的に情報

今年４月に開設された
観光情報館「ぶらっと
ぎょうだ」＝行田市商
工センター

観光情報館には
映画にちなんだ
土産物も販売さ
れている

を提供。それを支える市民に対しては、１
０月
に『行田検定』を実施し、市民総ガイド化を
図っていく。
映画の公開効果で行田市は盛り上がるが、
問題は終了後のことで、全国的にアップした
知名度を保ちながらさらなる観光客の増加に
どうつなげていくのか、加えて湧きあがった
市民の熱を地域の持続的活性化にどう結び付
けていくのかである。市では引き続き『忍城
おもてなし甲冑隊』を存続させることを検討、
マスコミなどで取り上げてもらうほか、映画
ゆかりの地以外の古代蓮や足袋蔵、利根大堰
などの観光資源を PR して引き続き観光客誘
致に進めていくと言う。
さらに、地元経済の振興でも映画を契機に
新しく開発された新商品や新メニューだけで
なく、今後も消費者ニーズに合わせた物産品
の開発を促し、行田特有のブランド商品化を
目指していくことにしている。市観光プロジ
ェクト推進室では、
「映画の公開で増加した
観光客から見た 外から目線 が今後のまち
づくりに役立つ」と話し、
「良いものはどん
どん取り入れて行田市の発展につなげたい」
と、
『のぼうの城』公開を最大限活用してい
く方針だ。
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映画「のぼうの城」に湧く行田市

公開を前に工藤正司行田市長に聞く

いよいよ行田市を舞台にした映画『のぼうの城』が１
１
月に全国一斉に公開されます。昨年３月の東日本大震災
の発生から、公開を１年見送った話題の映画で、行田市
民はもとより全国の映画ファンが心待ちにしていた大作
です。いま行田市は、この『のぼうの城』公開を前に市
全体が盛り上がり、市民の心も湧いている状況で、特に
映画を観た人々に行田市を訪れてほしいと、おもてなし
の心で観光客を受け入れる準備が整いました。そこで、
陣頭指揮に当たる工藤正司市長に映画『のぼうの城』の
魅力や観光客の誘致策、さらにはまちづくりへの取り組
みについてお聞きしました。
「今は満を持して映画公開を待っている」
と話す工藤正司市長

松本 昨年秋に公開予定だった「のぼうの
城」がいよいよ公開されますが、今の気持ち
をお聞かせください。
工藤市長 今の気持ちを率直に言いますと、
約１年延期されて良かったと思っています。
全国に行田市をアピールする時間を余計に頂
き、全市を挙げて盛り上げる期間を得たとい
う気持ちで、昨年はポジティブに延期を受け
止めていました。今は満を持して公開を待っ
ているという気持ちでいっぱいです。
松本 映画公開は行田市にとって、どのよ
うな影響を与えるのでしょうか。
工藤市長 映画は１
１月２日に全国公開され
るわけですが、作品の舞台となった当市にと
っては、大きなターニングポイントになると
思っています。
ですから、映画を通して全国の多くの人た
ちに当市に興味を持って頂きたい。そして、
実際に当市に足を運んで映画ゆかりの地をは
さきたま
じめ、全国に誇る埼玉古墳群や足袋蔵、グル
メなど様々な当市の魅力を知って頂きたいと
願っています。オール行田による『おもてな
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（聞き手

松本博之調査事業部長）

し』で、観光客の皆様をお迎えする準備は既
に整っていますから。
松本 埼玉県民であれば、映画の舞台とな
った忍城が行田市の中心市街地にあることは
知っていますし、歴史好きな方は戦国時代末
期に戦場となったことも承知していますが、
映画のストーリーを少し教えてください。
工藤市長 そうですね、詳しく話してしま
うと映画を見る興味を失わせてしまいますの
で（笑）
、ごく簡単に説明しましょうか。時
は戦国時代末期で、天下統一を目前にした豊
臣秀吉が、最後まで抵抗する小田原・北条氏
を攻めることになりました。その戦の中で、
秀吉の命を受けた石田三成率いる２万の大軍
が、北条氏の支城である忍城に押し寄せ、城
を水没させる水攻めをしたのです。しかし、
わずか５
０
０人足らずで守る城兵は降伏せず、
水攻めに耐えて城を守り抜いたという、史実
を基にした攻防戦を映画は描いています。こ
の行田市を含めて関東一帯は、古くから坂東
武者としてその勇猛さを知られていますが、
まさに忍城の武者は坂東武者の典型的な見本

だったわけです。
松本 石田三成の忍城水攻めは、秀吉の備
中高松城での水攻めを真似たと言われていま
すが、
結局は失敗した…と。
その史実を基にし
た映画であれば、
見所も随分と多いでしょうね。
工藤市長 ええ、十二分にあります。映画
の制作会社によりますと、日本映画の歴史を
塗り替える壮大なスケールで描かれる大規模
な合戦シーンや、両軍のキャラクターたちが
織り成す濃密な人間ドラマなど、誰もが楽し
める見所満載の作品に仕上がりました。まさ
に老若男女のすべての方々までが楽しめる内
容で、約２時間２
０分の間は目が離せないこと
でしょう。

忍城は市のシンボル、市民の誇り
松本 ところで、映画のタイトルにある『の
ぼうの城』の忍城は、行田市にとってあるい
は市民にとって、どのような存在なのでしょ
うか？
工藤市長 忍城は映画でも描かれている通
り、
『浮城』という別名がありまして、１
５世
なり た しもうさのかみあきやす
紀後半の室町時代に成田下総 守 顕泰によっ
て築城され、明治時代に取り壊されるまで、
忍藩１
０万石の要として栄えていました。現在
の『忍城御三階櫓』は、天守閣がなかった忍
城の中心的建築物で、１
９
８
８年に再建され、現
在は郷土博物館の展示室の一部になっていま
す。その忍城は当市のシンボルであり、
『忍
城御三階櫓』の再建と同時に整備された忍城
址は市民の憩いの場となっています。築城当
時から関東七名城の一つに数え上げられ、江
戸時代には北の守りの城として重要視されて
いたこともあり、市民にとっても忍城は全国
に誇れる存在と言えるでしょう。
松本 市民も映画の公開を楽しみに待って

いると思いますが、工藤市長ご自身はどのよ
うに楽しみにしていますか？
工藤市長 一言では言い表せませんね。と
にかく、
キャスティングが凄いのですよ。
主役
の野村萬斎さんをはじめ脇役も有名な役者さ
んばかりで、
ジャンルを超えた国内屈指の豪華
キャストが顔をそろえているのですから。こ
れはもう大ヒット間違いないですね。と言う
ことは、全国の大勢の人がこの映画を見れば、
それに比例して行田市も注目を集めることに
なりますので、その事も楽しみにしています。
あと、映画の最後の部分、エンドロールに
は現在の行田市の風景が流れることになって
いますが、中心市街地だけでなく石田軍が陣
を張った古墳群周辺も含まれ、それを観た人
たちが行田市を訪ねてみたいと思って頂ける
のではないかと、本当に公開を心待ちにして
います。
松本 聞くところによりますと、市民の
方々も映画に出演したとか…。
工藤市長 ええ、そうなのですよ。エキス
トラとして６
０人を募集したのですが、募集か
らわずか３日間でその５倍近くの応募があっ
て、急いで締め切りました（笑）
。
予想はしていたのですが、皆さん募集の開
始を待っていたようで「良い思い出になる」

復元された忍城御三階櫓は行田市のシンボル
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忍城 城内

と喜んでいました。エキストラ出演した市民
の皆さんは、映画の中で自分自身を見つけら
れるか楽しみにしているでしょうね。
松本 先ほど、映画を観た人たちが行田に
興味を抱き大勢の人に訪れて頂いた時には、
オール行田で『おもてなし』をするとのお話
がありました。そのための準備はもう既に整
っているのでしょうか？
工藤市長 ええ。
『のぼうの城』の映画化
に合わせて、２
０
１
０年７月に主人公となる成田
家の武将たちをモデルに『忍城おもてなし甲
冑隊』を結成しました。その甲冑隊は、現在
の『忍城御三階櫓』がある忍城址を拠点にし
て観光客へのおもてなしや演舞パフォーマン
スなどを披露。市内外でも観光 PR 活動やホ
ームページで、行田の見所あるいはグルメな
どの情報発信を行っています。
松本 行田という市を全国に売り出すには
『のぼうの城』は絶好の良い機会で、知名度
アップには欠かせませんね。
工藤市長 まったくその通りで、甲冑隊な
どはその大役を十分に果たしている存在でし
ょう。毎回、演舞パフォーマンスの見せ方を
工夫していますので、土・日曜日や祝日の日
には、忍城址に３
０
０人を超す観光客が訪れる
ようになりました。テレビやマスコミで取り
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上げられるたびに話題を呼び、追っかけ隊
まで組織されているほどです。市のホームペ
ージにも甲冑隊の活動を紹介していますが、
ブログのアクセス回数では歴史好き部門で全
国第３位になるほどで、行田市の知名度アッ
プに貢献していることは間違いありません。
今後も、イベントで要請があれば全国各地に
甲冑隊を派遣させるなどして、あらゆる機会
をとらえて、行田市の情報発信に努めていき
たいと思っています。

映画公開をステップに観光客を誘致
松本 行田市の地名がアップすれば、観光
客も比例して増えることが期待されますが、
工藤市長ご自身は、この行田市の観光につい
てどのようにお考えですか？
工藤市長 私としては、日本の歴史を通し
て様々な観光資源があり、全国に自慢のでき
る市だと自負しています。古墳時代の埼玉古
墳群や古代蓮を皮切りに、中世では今回の映
画に代表される忍城、さらに近代になると足
袋の街として栄えた歴史遺産があり、その時
代ごとに代表的な観光資源が豊富にあるのは
全国でも珍しいのではないでしょうか。住ん
でいると意外と分からないもので、私や市民
がまだ知らない観光資源というのがまだ眠っ
ているかもしれません。そうした観光資源を
市民と一緒にもう一度、見直して発掘してい
くことも必要だと考えています。
松本 映画の公開は観光客の増加に大きな
インパクトを与えそうですが、その観光客の
誘致で何か対策とか、方策を考えているので
しょうか。
工藤市長 そうですね。いろいろと観光客
誘致の施策を取りまとめましたが、紙幅の関
係もあるでしょうから主な誘致策を挙げます

特 集

と、まず市内に点在する観光スポットをスム
ーズに楽しめるように、市内循環バスを活用
して主な拠点を回遊できるようにしました。
また、古代蓮の開花時期には、JR 行田駅と
古代蓮の里を結ぶシャトルバスの運行も行っ
ています。バスだけでなく自転車で市内を観
光できるように、観光レンタサイクルも導入
して、観光客の皆さんに使いやすいようなシ
ステムにしました。また、先ほども話題にな
りました、人気のある『忍城おもてなし甲冑
隊』の継続活動や秩父鉄道さんによるラッピ
ング列車の運行、あるいは行田観光バスツア
ーも実施していきます。鉄道会社とは JR 東
日本と秩父鉄道と連携した『駅からハイキン
グ』などを開催して集客を図っていきますが、
民間事業者の協力を最大限に頂きながら食事
や土産物の品揃えを充実させ、とにかくオー
ル行田によるおもてなしを展開して観光客を
誘致していきます。
松本 現在も県内外から多くの観光客が訪
れていますが、当面どのくらいの観光客数を
目標としているのでしょうか。
工藤市長 現在、行田の入込観光客数は年
間で約１
０
０万人が訪れていますが、そのうち
６
０〜７
０万人が埼玉古墳群に集中しています。
何故かというと、小・中学校での社会科見学
があるからで、それ以外の純然たる観光客数
の底上げを図りたいですね。映画関係者によ
りますと、一般的にご当地映画が上映された
場合、観客動員数の１
０−２
０％の人が作品の舞
台となった場所を訪れているとのことです。
今回の『のぼうの城』では全国で３
０
０万人の
観客動員を見込んでいることなので、取らぬ
狸の皮算用になりますが、約５
０万人に行田を
訪れて頂けないかと望んでいます。そうなれ
ば、来年は１
５
０万人の入込観光客数の達成も
実現できるかもしれません。

松本 映画の公開で盛り上がった行田市が、
公開終了後に冷めてしまっては困ります。そ
こで、最後に公開後の『のぼうの城』をどの
ような方法で、まちづくりにつなげていくの
でしょうか？
工藤市長
人が集い、モノが動いて こ
そ、街に賑わいと活力が生まれると考えてい
ます。
『のぼうの城』は数か月ほどで公開は
終わりますが、映画の効果を最大限に活用し
ながら、 行田ならではの魅力あふれる 情
報をこれまで以上に積極的に発信し、行田に
何度も訪れてくださるリピーターを確保して、
さらなる観光客の誘致に努めて交流人口を増
加させていくつもりです。まだまだ、この行
田には街を活性化させる資源が豊富ですから
大丈夫でしょう。例えば、
『のぼうの城』に
登場する甲斐姫という人物がいますが、この
甲斐姫だけでも１本の映画ができるほど魅力
的な素材で、NHK の大河ドラマの主人公と
して売り込みたいぐらいですよ。映画の公開
が終わっても、街を活性化させる材料は豊富
にありますので、どうぞこれからも行田市を
応援してください。
松本 本日はお忙しいところ、ありがとう
ございました。

勢揃いして観光客を出迎える『忍城おもてなし甲冑隊』
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