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ニュースリリース 

２０１４年４月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活性化センターでは、東京都日本橋・日本橋プラザビル１階に「ふるさと情報コーナー」を設置

し、都道府県・市町村の観光・イベント等のパンフレット約 2600 種類を展示し、来訪者の皆様にご

自由にお持ち帰りいただいています。毎年、提供したパンフレットの状況をまとめ発表していますが、

平成25年度は、初めて、ベスト１００（市町村）を公開することにいたしました。（詳細は巻末リス

トを参照にして下さい。）総提供数は、308,491 部と、初めて30万部を突破し過去 高数となりまし

た。提供者ごとの内訳は次の通りです（図１参照）。 

 

図１ 提供数の内訳  

類   別 部 数 

都道府県・広域圏等の提供数 74,330 

市町村の提供数 228,384 

その他の提供数（アンテナショップ等） 5,777 

合計 308,491 

 

また、パンフレット別の提供数を集計しました。（ただし、年間を通して展示したパンフレットの

みを対象とし、月刊、季刊等は含みません。） 

今回の結果では、昨年度に引き続き観光地として有名な自治体のパンフレットに人気が集中しまし

たが、平成25年度の特徴的な動向は下記の通りです。 

 

【調査結果の特徴・トピック】 

１． トップは２年連続で札幌市、２，３位は京都市と仙台市が入れ替わりました。トップ１０の顔ぶ

れは、前年度とほぼ同じであった（図２参照）。 

 

図２ ベスト10の前年度比較 

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H25年度 札幌市 京都市 仙台市 神戸市 小樽市 箱根町 伊勢市 函館市 鎌倉市 京都市

H24年度 札幌市 仙台市 京都市 箱根町 函館市 鎌倉市 小樽市 金沢市 日光市 台東区

 

２． 宮城県仙台市（3,44,82,90 位）と京都府京都市（2,10,28,57 位）からは、４種類のパンフレッ

トがランクインしました。 

 

３． 静岡県は、１４種類（静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊豆市、伊豆の国

市、河津町）がランクインされました。富士山と美保の松原の世界文化遺産登録の影響と考えら

トップは 2 年連続 札幌市！ 静岡県が最多 14 種類ランクイン 

H25 年度 市町村人気パンフレット ベスト 100 位 

仙台市、京都市は４種類で最多、大河ドラマや式年遷宮も人気 
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れます。続いて、東京都９種類、神奈川県７種類、長野県６種類の順になっています（図３参照）。 

東京周辺で、週末気軽に出かけられる地域が人気でした。 

 

図３  人気パンフレット 都道府県別内訳 

都道府県名 種類 人気ランキング 市町村名 （）内は複数 

北海道 4 札幌市、函館市、小樽市、旭川市 

青森県 1 弘前市 

岩手県 2 盛岡市（２） 

宮城県 4 仙台市（４） 

山形県 2 鶴岡市、酒田市 

福島県 1 喜多方市 

茨城県 1 水戸市 

栃木県 3 足利市、日光市、那須塩原市 

埼玉県 3 川越市、熊谷市、秩父市 

千葉県 4 銚子市、市川市、館山市、木更津市 

東京都 9 文京区、台東区（３）、目黒区、渋谷区、豊島区、北区、武蔵野市 

神奈川県 7 横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、箱根町、湯河原町 

新潟県 1 新潟市 

石川県 2 金沢市 

福井県 1 勝山市 

山梨県 2 甲府市、北杜市 

長野県 6 長野市、松本市、上田市、安曇野市、軽井沢町、下諏訪町 

岐阜県 3 高山市（２）、海津市 

静岡県 14 

静岡市（３）、浜松市、沼津市（２）、熱海市、三島市（２）、富士宮（２）、 

伊豆市、伊豆の国市、河津町 

愛知県 2 名古屋市 

三重県 3 伊勢市（２）、志摩市 

滋賀県 1 彦根市 

京都府 5 京都市（４）、舞鶴市 

兵庫県 2 神戸市、姫路市 

島根県 3 松江市（２）、出雲市 

岡山県 1 岡山市 

広島県 1 広島市 

山口県 3 山口市、萩市（２） 

愛媛県 1 松山市 

高知県 1 高知市 

福岡県 1 福岡市 

長崎県 1 長崎市 

大分県 1 別府市 

宮崎県 1 高千穂町 

鹿児島県 2 南九州市、屋久島町 

沖縄県 1 那覇市、 

合計 100   
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４． 平成２５年に式年遷宮を迎えた三重県伊勢市（7，11位）、島根県出雲市（22位）は、上位に入

りました。出雲市の影響を受けて松江市（25,77位）も提供数を伸ばしています。 

 

５． 今年の大河ドラマ「軍師 官兵衛」の舞台である兵庫県姫路市は、プロモーション用のパンフレ

ットを作成して３２位に入りました。 

 

６． グルメパンフレットも人気で、仙台市の牛タン（44位）、盛岡市の麺マップ（62位）、沼津市の

カウンター寿司（64位）に入りました。 

 

７． 平成２５年度からスタートした、デザインと等が魅力的な、優良パンフレットを表彰する「ふる

さとパンフレット大賞」受賞団体は、受賞後、急激に提供数を伸ばしました。長崎県東彼杵町は、

高の伸び率で４倍となりました（図４参照）。 

 

図４ ふるさとパンフレット大賞 受賞団体 パンフレット提供数 

受賞団体名 H25年度 H24年度 前年比 

【大賞】福井県高浜町 184 50 368.0% 

【優秀賞】長崎県小値賀町 199 60 331.7% 

【奨励賞】福岡県糸島市 127 50 254.0% 

【審査員賞】     

兵庫県西宮市 184 設置無し  

長崎県東彼杵町 161 40 402.5% 

長野県木曽観光連盟 222 238 93.3% 

愛知県岡崎市 234 132 177.3% 

青森県藤崎町 143 52 275.0% 

合   計 1454 622 233.8% 

                            単位：部 

 

８． 平成２６年度の新規事業「地域パンフレット創造セミナー」 

魅力あるパンフレットを作成して、地域情報を発信するため、デザイナーや編集者等を招聘してセミ

ナーを年２回実施する。 

 

注）「ふるさとパンフレット大賞とは」 

 ふるさと情報コーナーに展示しているパンフレットで、人気観光地でなくても、デザイン、写真、

フレーズが魅力的なパンフレットを作成し、情報発信をしている団体を表彰した。 

詳細は、地域活性化センターホームページ内検索で「ふるさと情報コーナー」で検索してください。 
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平成２５年度市町村人気パンフレット ベスト１００  

※年間を通して展示したパンフレットが対象。月刊、季刊は含まない。 

 

順位 都道府県 団体 パンフレット名 提供数

1 北海道 札幌市 さっぽろ観光マップ 903

2 京都府 京都市 京都味の巡礼・匠の巡礼 703

3 宮城県 仙台市 仙台観光マップ 675

4 兵庫県 神戸市 おとな旅 神戸 641

5 北海道 小樽市 すぐそこ おたる。 615

6 神奈川県 箱根町 箱根観光マップ 584

7 三重県 伊勢市 ええじゃないかお伊勢さん 581

8 北海道 函館市 浪漫函館 ２０１３ 576

9 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 566

10 京都府 京都市 マップ 京都 565

11 三重県 伊勢市 あっちゃこっちゃ伊勢志摩 519

12 石川県 金沢市 金沢市観光ガイドブック 497

13 神奈川県 横浜市 はまっぷワイド 488

14 静岡県 静岡市 わお！マップ 静岡市 483

15 北海道 旭川市 あさひかわ 旭川ガイドマップ 482

16 福岡県 福岡市 福岡観光ガイドブック 474

17 石川県 金沢市 金沢市観光マップ 470

18 東京都 文京区 おさんぽくん 468

19 栃木県 日光市 ぐるり日光 459

20 沖縄県 那覇市 那覇じゃらん 456

21 静岡県 河津町 河津温泉郷 ルートマップ 450

22 島根県 出雲市 縁結びと神々の都  出雲 447

23 愛知県 名古屋市 ライブマップ名古屋 ２０１３－２０１４ 430

24 東京都 目黒区 めぐろ ＷＡＬＫ 420

25 島根県 松江市 松江観光マップ 406

26 静岡県 三島市 みしまっぷ 405

27 東京都 台東区 台東区観光パンフレット(浅草・浅草橋) 397

28 京都府 京都市 京都府木津川市 隠れた秘宝と出会う 395

29 山梨県 甲府市 昇仙峡マップ 388

30 東京都 台東区 台東区観光パンフレット(上野・谷中) 385

31 東京都 渋谷区 代官山・恵比寿 １００％ 381

32 兵庫県 姫路市 ひめじの官兵衛 見参！ 378

33 長野県 長野市 長野市ここから旅の始まり 367

34 広島県 広島市 ようこそ！広島へ 観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ 365

35 長野県 松本市 松本暮らし応援します 361

36 神奈川県 湯河原町 ゆがわら散策マップ 349

37 長崎県 長崎市 世界新三大夜景 348
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38 静岡県 沼津市 ＮＵＭＡＺＵ 346

39 山口県 萩市 萩 観光ガイド 342

40 埼玉県 秩父市 秩父 まるごとガイド 337

41 鹿児島県 屋久島町 世界自然遺産の島 屋久島 330

42 宮崎県 高千穂町 高千穂 329

43 静岡県 熱海市 

熱海ブランド事業「ＡＴＡＭＩ ＣＯＬＬＥ

ＣＴＩＯＮ Ａ－ＰＬＵＳ」＃２＃３ 328

44 宮城県 仙台市 牛たん焼き お店マップ 327

44 埼玉県 川越市 小江戸川越 散策マップ 327

46 静岡県 静岡市 るるぶ 特別編集   静岡市 323

47 茨城県 水戸市 水戸市 観光マップ 322

47 静岡県 浜松市 浜松観光マップ 322

49 長野県 軽井沢町 軽井沢 321

50 愛知県 名古屋市 いりゃ～せ 名古屋 319

51 山形県 鶴岡市 鶴岡 318

51 神奈川県 藤沢市 江の島イラストマップ 318

53 岐阜県 高山市 飛騨高山観光ガイドブック 315

54 栃木県 足利市 るるぶ 足利 314

55 静岡県 伊豆市 伊豆市観光パンフレット 313

56 静岡県 静岡市 ぷちりょこ静岡 308

56 京都府 京都市 嵐山 308

58 岩手県 盛岡市 

歩いて楽しむまち盛岡ガイドブック  

２０１２－２０１３ 305

59 鹿児島県 南九州市 今、ひらく歴史の息吹 「ちらん」 304

60 長野県 上田市 信州 上田 四季絵巻 300

60 静岡県 富士宮市 富士宮ロードマップ 300

62 岩手県 盛岡市 

めん都もりおか 麺マップ  

２０１３－２０１４ 298

62 新潟県 新潟市 新潟市観光miniマップ 298

64 青森県 弘前市 いいかも！！弘前 ひろさきガイドマップ 297

64 静岡県 沼津市 「カウンターで寿司食いねェ」チラシ 297

64 静岡県 富士宮市 四季彩々 富士宮市観光ガイド 297

67 静岡県 三島市 

三島市観光ガイドブック 

（湧水とせせらぎと歴史のまち三島） 293

68 滋賀県 彦根市 彦根 290

69 大分県 別府市 べっぷ 289

69 静岡県 伊豆の国市 ようこそ伊豆の国市へ 288

69 愛媛県 松山市 いで湯と城と文化のまち  松山 288

72 栃木県 那須塩原市 那須塩原市観光ガイド 285

72 千葉県 市川市 市川市観光ガイドブック 285

74 東京都 台東区 上野の山文化ゾーン ２０１４行事予定 283

75 山形県 酒田市 さかたさんぽ 酒田観光ガイドブック 282

75 京都府 舞鶴市 舞鶴観光ガイドマップ 282



6 
 

77 島根県 松江市 水の都松江 281

78 東京都 豊島区 豊島区観光ガイド としま 279

79 東京都 北区 北区観光ガイドマップ 季節めぐり 278

80 福井県 勝山市 総合チラシ 勝山おすすめ観光スポット 276

80 長野県 安曇野市 信州・安曇野 276

82 宮城県 仙台市 るーぷる仙台 275

82 三重県 志摩市 御食つ国 志摩  わお！マップ 275

84 福島県 喜多方市 

喜多方観光ぶらりんマップ まちなかめぐり

案内 274

85 神奈川県 川崎市 川崎市観光ガイドブック 川崎日和り 273

85 長野県 下諏訪町 歩きたい下諏訪 273

85 岐阜県 高山市 飛騨高山 ふるさと暮らし応援メニュー 273

88 岐阜県 海津市 海津市ぐるっとＭＡＰ 271

88 山口県 山口市 めぐって泊まろう 山口湯田温泉 271

90 宮城県 仙台市 仙台まるごとパス 270

90 千葉県 館山市 南房総 たてやま 270

90 山口県 萩市 萩を歩く 270

93 千葉県 銚子市 銚子 見聞録 265

93 高知県 高知市 ガイド高知 265

95 東京都 武蔵野市 むさしの観光まっぷ 264

95 神奈川県 小田原市 おだわら紀行 264

97 山梨県 北杜市 ほくと物語 262

98 埼玉県 熊谷市 るるぶ 熊谷 259

98 千葉県 木更津市 木更津徹底ガイド 259

100 岡山県 岡山市 岡山市観光ｶﾞｲﾄﾞ 258

 

☆ふるさと情報コーナー 所在地：東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザビル1階 

運営時間：１０時～１９時   休み：元旦 

URL: http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/   

 

【お問い合わせ先】一般財団法人 地域活性化センター 地域づくり情報課 

担当：畠田、津隈 TEL:03-5202-6139  メール：hatada@jcrd.jp  

 


