しまね映画祭と映画塾の推移

年

しまね映画祭
開催
会場数
市町数
8
8

和暦

回数

テーマ

1992 平成4

第1回

環境

1993 平成5

第2回

環境・アジア

9

10

1994 平成6

第3回

愛・環境

13

1995 平成7

第4回

平和・環境

1996 平成8

第5回

1997 平成9

しまね映画塾
上映
作品数
24

上映回数 入場者数

回数

開催地

シナリオ応募数 制作作品数

塾生数

62

14,148

48

100

19,966

14

64

142

24,309

14

15

74

147

21,011

環境・共生

18

18

56

131

20,907

第6回

環境・家族

18

18

52

130

23,852

1998 平成10

第7回

環境＋開催地ごと
にサブテーマ

22

22

53

146

22,618

1999 平成11

第8回

環境

23

23

57

172

24,386

2000 平成12

第9回

環境

23

26

72

171

17,358

2001 平成13 第10回

環境

20

24

51

131

14,199

2002 平成14 第11回

環境

19

22

47

109

18,571

2003 平成15 第12回

環境

19

21

48

116

11,961

第1回

頓原町

10

20

2004 平成16 第13回

環境

19

22

55

114

12,858

第2回

平田市

11

45

2005 平成17 第14回

環境

13

20

52

93

10,000

第3回

木次町

44

12

88

2006 平成18 第15回

環境

12

18

45

93

8,528

第4回

安来市

55

13

97

2007 平成19 第16回

環境

15

18

46

87

8,618

第5回

出雲市大社町

76

12

97

2008 平成20 第17回

環境

12

16

39

76

9,670

第6回

松江市美保関町

72

12

92

2009 平成21 第18回

環境

10

11

41

79

8,598

第7回

大田市

45

9

75

2010 平成22 第19回

環境

10

13

36

72

8,989

第8回

津和野町

50

9

65

2011 平成23 第20回

環境

10

12

35

64

5,417

第9回

安来市

63

10

90

2012 平成24 第21回 環境・生命（いのち）

8

12

34

71

7,395

第10回

大田市三瓶町

57

12

95

2013 平成25 第22回

環境

10

12

36

67

5,923

第11回

益田市

34

10

73

2014 平成26 第23回

環境

10

12

36

60

6,004

第12回

松江市宍道町

45

8

75

2015 平成27 第24回

環境

9

11

36

61

6,036

第13回

邑南町

50

9

88

2016 平成28 第25回

環境

9

11

32

56

7,712

第14回

雲南市

56

10

79

2017 平成29 第26回

環境

10

13

36

66

7,188

第15回

大田市大森町・仁摩町・温泉津町

39

8

71

2018 平成30 第27回

環境

11

14

28

57

3,613

第16回

浜田市

58

7

55

2019 令和１ 第28回

環境

11

14

25

51

4,162

第17回

隠岐の島町

52

8

44

2020 令和２ 第29回

環境

9

12

24

45

3,700

第18回

リモート開催

35

11

52

2021 令和３ 第30回

環境

181

1301

第19回

2022 令和４ 第31回

第20回
集計

1,282

2769

357,697

しまね映画祭データ（1992-2020）

第 1 回しまね映画祭(1992 年)
テーマ：「環境」県下 8 市町で開催
テーマ映画：「四万十川」「木を植えた男」「ザ・スタンド」
開催期間：1992 年 9 月 12 日〜9 月 27 日
上映回数：24 作品、62 回上映
ゲスト：恩地日出夫・清川虹子・千葉茂樹・石田桃子
主唱：しまね映画祭’92 企画委員会
協力：日本映画俳優協会
グローバルフォーラム芸術会議しまね協賛
入場者数：14,148 人

第 2 回しまね映画祭（1993 年）
テーマ：「環境・アジア」県下 9 市町で開催
テーマ映画：「許されざる者」「ラスト・オブ・モヒカン」「乳泉村の子」
開催期間：1993 年 9 月 11 日〜10 月 11 日
上映回数：48 作品、100 回上映
ゲスト：松林宗恵・財津一郎・香川京子・佐野史郎・池田敏春
主唱：しまね映画祭’93 企画委員会
協力：日本映画俳優協会
協賛：中国電力株式会社・パイオニア LDC
しまね EXPO’93 くにびきメッセオープン協賛事業
入場者数：19，966 人

第 3 回しまね映画祭（1994 年）
テーマ：「愛・環境」県下 13 市町で開催
テーマ映画：「さらば我が愛」「ガイアシンフォニー」
開催期間：1994 年 9 月 10 日〜10 月 16 日
上映回数：64 作品、142 回上映
ゲスト：司葉子・星由里子・財津一郎・橋本以蔵・廣木隆一・野村祐人
主唱：しまね映画祭実行委員会
共催：各開催地の実行委員会・市町村・公共ホール等
協賛：中国電力株式会社・パイオニア LDC 株式会社・株式会社アミューズビデオ・
島根県国民年金課
協力：日本映画俳優協会
入場者数：24，309 人
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第 4 回しまね映画祭（1995 年）
テーマ：「平和・環境」（戦後 50 年・映画誕生 100 年）県下 14 市町で開催
テーマ映画：「地球交響曲第二番」
開催期間：1995 年 9 月 1 日〜10 月 22 日
上映回数：74 作品、147 回上映
ゲスト：高島忠夫・松林宗恵・篠田正浩・司葉子・東原三郎・栗木原毅・水野晴郎
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・島根県戦後 50 周年記念事業・株式会社アミューズビデオ・
島根県国民年金課
協力：日本映画俳優協会
後援：島根モンゴル友好協会
入場者数：21，011 人

第 5 回しまね映画祭（1996 年）
テーマ：「環境・共生」県下 18 市町で開催
テーマ映画：「絵の中のぼくの村」
開催期間：1996 年 9 月 14 日〜10 月 27 日
上映回数：56 作品、131 回上映
ゲスト：水野晴郎・是枝裕和
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・株式会社アミューズビデオ・アミューズソフト販売株式会社・
島根県国民年金課
協力：日本映画俳優協会
入場者数：20，907 人

第 6 回しまね映画祭（1997 年）
テーマ：「環境・家族」県下 18 市町で開催
テーマ映画：「地球交響曲ガイアシンフォニー第三番」
開催期間：1997 年 10 月 1 日〜11 月 23 日
上映回数：52 作品、130 回上映
ゲスト：北川れい子・司葉子・市川準
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・アミューズソフト販売株式会社・島根県国民年金課
協力：日本映画俳優協会
入場者数：23，852 人
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第 7 回しまね映画祭（1998 年）
テーマ：「環境」＋「開催地ごとにサブテーマ」県下 22 市町村で開催
テーマ映画：「萌の朱雀」
開催期間：1998 年 9 月 17 日〜11 月 22 日
上映回数：53 作品、146 回上映
ゲスト：仙頭直美・佐藤真・飯塚聡
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・アミューズソフト販売株式会社・キリンビール
協力：日本映画俳優協会
入場者数：22，618 人

第 8 回しまね映画祭（1999 年）
テーマ：「環境」県下 23 市町村で開催
テーマ映画：「ＳＡＦＥ」「ひろし君は空がすき」「長江悠々」
開催期間：1999 年 9 月 9 日〜11 月 23 日
上映回数：57 作品、172 回上映
ゲスト：是枝裕和・佐野史郎・平山秀幸・奥寺佐渡子・北川れい子・辻井啓伺・
山田アキラ・松林宗恵
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・キリンビール
協力：日本映画俳優協会
入場者数：24，386 人

第 9 回しまね映画祭（2000 年）
テーマ：「環境」＊県下 23 市町村で開催（当初は 24 会場を予定）
テーマ映画：フレデリック・パックの世界（６作品）
推奨映画：「筑後川」「土を喰らう」
開催期間：2000 年 9 月 9 日〜11 月 26 日
上映回数：72 作品、171 回上映
ゲスト：真野きりな・日下部孝一・錦織良成・宮村優子・ORienta
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・キリンビール
協力：日本映画俳優協会
入場者数：17，358 人
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第 10 回しまね映画祭（2001 年）
＜映画「白い船」制作協力＞
テーマ：「環境」＊県下 20 市町村で開催
テーマ映画：「キャラバン」「ダイオキシンの夏」
開催期間：2001 年 9 月 6 日〜11 月 24 日
上映回数：51 作品、131 回上映
ゲスト：北川れい子・宮島秀司・勝部義夫・矢崎充彦・高田宏太郎・錦織良成・
中村麻美・濱田岳・山田アキラ
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・キリンビール
協力：日本映画俳優協会
入場者数：14，199 人

第 11 回しまね映画祭（2002 年）
テーマ「環境」＊県下 19 市町村で開催
テーマ映画：「森の学校」「老人と海」
開催期間：2002 年 9 月 7 日〜11 月 17 日
上映回数：47 作品、109 回上映
ゲスト：瓜生忠久・芳賀日出男・錦織良成・奥村公延・佐々部清・神山征二郎・北川れい子
主唱：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・キリンビール・（財）島根ふれあい環境財団２１
協力：日本映画俳優協会
入場者数：18,571 人

第 12 回しまね映画祭（2003 年）
テーマ「環境」＊県下 19 市町で開催
テーマ映画：「おばあちゃんの家」「草ぶきの学校」「WATARIDORI」
開催期間：2003 年 9 月 5 日〜11 月 24 日
上映回数：48 作品、116 回上映
＜しまね映画塾 頓原町でスタート!＞
ゲスト：北川れい子・中村麻美・錦織良成・横山雅志・小野リョウ
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：（財）島根県文化振興財団
協賛：中国電力株式会社・キリンビール・（財）島根ふれあい環境財団２１
協力：国土交通省斐伊川神戸川総合開発工事事務所・国土交通省出雲河川事務所・
山陰中央新報社・日本映画俳優協会
入場者数：11,961 人
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第 13 回しまね映画祭（2004 年）
テーマ「環境」＊特選邦画 6 本 県下 19 市町で開催
テーマ映画：「美しい夏キリシマ」
開催期間：2004 年 8 月 10 日〜11 月 22 日
上映回数：55 作品、114 回上映
＜しまね映画塾 in 平田＞
ゲスト：錦織良成・田中まこ・児玉譲・黒木和雄・北川れい子・景山理・松林宗恵・
梶山弘子・神山征二郎・比留間由哲・掛須秀一・平野俊一
県民文化祭事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：（財）島根県文化振興財団協賛：中国電力
株式会社・キリンビール株式会社・（財）島根ふれあい環境財団２１
協力：国土交通省松江国道事務所・山陰中央新報社・TSK メディアワーク・
島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会
入場者数：12,858 人

第 14 回しまね映画祭（2005 年）
テーマ「環境」＊県下 13 市町で開催
テーマ映画：「村の写真集」「火火」
開催期間：2005 年 9 月 10 日〜11 月 20 日
上映回数：52 作品、93 回上映
＜しまね映画塾 in 木次＞
ゲスト：錦織良成・アドゴニー・ロロ・高橋伴明・角松敏生・景山理・北川れい子・関口勇哉
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・（財）島根ふれあい環境財団 21・キリンビール株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会・
TSK メディアワーク
入場者数：10,000 人

第 15 回しまね映画祭（2006 年）
テーマ「環境」＊県下 12 市町で開催
テーマ映画：「亀も空を飛ぶ」
開催期間：2006 年 9 月 9 日〜11 月 19 日
上映回数：45 作品、93 回上映
＜しまね映画塾 in 安来＞
ゲスト：黄川田将也・片岡未由葵・錦織良成・太田喜久男・椎川忍・北川れい子・関口勇哉
主催：しまね映画祭実行委員会
県民文化祭参加事業
協賛：中国電力株式会社・キリンビール株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会・
山陰中央テレビ・TSK エンタープライズ
入場者数：8,528 人
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第 16 回しまね映画祭（2007 年）
テーマ「環境」＊県下 15 市町で開催
テーマ映画：「不都合な真実」
開催期間：2007 年 9 月 8 日〜11 月 18 日
上映回数：46 作品、87 回上映
＜しまね映画塾大社＞
ゲスト：長谷川初範・錦織良成・アドゴニー・ロロ・坪田正・坪田陽子・中江裕司・青山草太・
北川れい子・関口勇哉
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・青少年育成島根県民会議・キリンビール株式会社
松江開府 400 年祭推進協議会・山陰中央新報社
協力：島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会・山陰中央テレビ・TSK エンタープライズ
入場者数：8,618 人

第 17 回しまね映画祭（2008 年）
テーマ「環境」＊県下 12 市町で開催
テーマ映画：「アース earth」
開催期間：2008 年 9 月 13 日〜11 月 16 日
上映回数：39 作品、76 回上映
＜しまね映画塾 in 美保関＞
ゲスト：錦織良成・北川れい子・関口勇哉
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
協賛：中国電力株式会社・青少年育成島根県民会議・キリンビール株式会社・山陰中央新報社
協力：島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会・山陰中央テレビ・TSK エンタープライズ
入場者数:9,670 人

第 18 回しまね映画祭（2009 年）
テーマ「環境」＊県下 10 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「バオバブの記憶」
開催期間：2009 年 9 月 12 日〜11 月 21 日
上映回数：41 作品、79 回上映
＜しまね映画塾 in 大田＞
ゲスト：本橋成一・錦織良成・北川れい子・関口勇哉
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：中国電力株式会社・青少年育成島根県民会議・山陰中央新報社
協力：島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会・山陰中央テレビ・TSK エンタープライズ・
NHK 松江放送局
団体サポーター：株式会社さんびる・太平ビルサービス株式会社
入場者数:8,598 人
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第 19 回しまね映画祭（2010 年）
テーマ「環境」＊県下 10 市町 13 会場で開催
テーマ映画：「オーシャンズ」
開催期間：2010 年 9 月 11 日～11 月 20 日
上映回数：36 作品、72 回上映
＜しまね映画塾 in 津和野＞
ゲスト：錦織良成・北川れい子・橋本光恵・LiLiCo
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：森鴎外生誕 150 周年記念事業実行委員会・島根県文化団体連合会
特別協賛：中国電力株式会社・青少年育成島根県民会議
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：8,989 人

第 20 回しまね映画祭（2011 年）
テーマ「環境」＊県下 10 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「ビューティフル アイランド」
開催期間：2011 年 9 月 10 日～11 月 20 日
上映回数：35 作品、64 回上映
＜しまね映画塾 in 安来＞
ゲスト：海南友子・錦織良成・小泉凡・藤岡大拙・北川れい子
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：5,417 人

第 21 回しまね映画祭（2012 年）
テーマ「環境・生命（いのち）」＊県下 8 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「こつなぎ」「エンディングノート」
開催期間：2012 年 9 月 8 日～11 月 25 日
上映回数：34 作品、71 回上映
＜しまね映画塾 in 三瓶＞
ゲスト：鳥越俊太郎・錦織良成・青柳翔・北川れい子・日下部元孝
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：島根県・中国電力株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：7,395 人
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第 22 回しまね映画祭（2013 年）
テーマ「環境」＊県下 10 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「おおかみこどもの雨と雪」
開催期間：2013 年 9 月 7 日～11 月 23 日
上映回数：36 作品、67 回上映
＜しまね映画塾 in 益田＞
ゲスト：奥華子・小山薫堂・FROGMAN・芦屋小雁・錦織良成・北川れい子
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：5,923 人

第 23 回しまね映画祭（2014 年）
テーマ「環境」＊県下 10 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「世界の果ての通学路」
開催期間：2014 年 9 月 7 日～11 月 30 日
上映回数：36 作品、60 回上映
＜しまね映画塾 in 宍道＞
ゲスト：錦織良成・青柳翔・甲本雅裕・長岡成貢・FROGMAN・結城豊弘・北川れい子・日下部元孝・
河添達也
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：島根トヨペット株式会社・株式会社テクノプロジェクト
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：6,004 人

第 24 回しまね映画祭（2015 年）
テーマ「環境」＊県下 9 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「みんなの学校」
開催期間：2015 年 9 月 12 日～11 月 29 日
上映回数：36 作品、61 回上映
＜しまね映画塾 in 邑南＞
ゲスト：真鍋俊永・錦織良成・AKIRA・北川れい子・日下部元孝
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：セコム山陰株式会社・セコムジャスティック山陰株式会社・松江フォーゲルパーク
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：6,036 人
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第 25 回しまね映画祭（2016 年）
テーマ「環境」＊県下 9 市町 11 会場で開催
テーマ映画：「ふたりの桃源郷」
開催期間：2016 年 9 月 10 日～11 月 23 日
上映回数：32 作品、56 回上映
＜しまね映画塾 in 雲南＞
ゲスト：佐々木聰・錦織良成・小林直己・北川れい子・日下部元孝
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：株式会社さんびる
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：7,712 人

第 26 回しまね映画祭（2017 年）
テーマ「環境」＊県下 10 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「この世界の片隅に」
開催期間：2017 年 9 月 30 日～11 月 23 日
上映回数：36 作品、66 回上映
＜しまね映画塾 in 石見銀山・仁摩・温泉津＞
ゲスト：コトリンゴ・錦織良成・北川れい子・日下部元孝
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：株式会社さんびる・セコム山陰株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：7,188 人

第 27 回しまね映画祭（2018 年）
テーマ「環境」＊県下 11 市町 14 会場で開催
テーマ映画：「いただきますみそをつくるこどもたち」「カレーライスを一から作る」
開催期間：2018 年 9 月 29 日～11 月 25 日
上映回数：27 作品、52 回上映
＜しまね映画塾 in 浜田＞
ゲスト：樋口泰人・錦織良成・北川れい子・日下部元孝
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：株式会社さんびる・セコム山陰株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：3,613 人
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第 28 回しまね映画祭（2019 年）
テーマ「環境」＊県下 11 市町 14 会場で開催
テーマ映画：「山懐に抱かれて」
開催期間：2019 年 9 月 28 日～11 月 24 日
上映回数：25 作品、51 回上映
＜しまね映画塾 in 隠岐の島町＞
ゲスト：錦織良成・北川れい子・日下部元孝
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：株式会社さんびる・セコム山陰株式会社・隠岐汽船株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・山陰中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：4,162 人

第 29 回しまね映画祭（2020 年）
テーマ「環境」＊県下 9 市町 12 会場で開催
テーマ映画：「花のあとさき ムツばあさんの歩いた道」
開催期間：2020 年 9 月 19 日～11 月 28 日
上映回数：24 作品、45 回上映
＜しまね映画塾（リモート開催）＞
ゲスト：錦織良成・甲本雅裕・戸田菜穂・北川れい子・日下部元孝
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：株式会社さんびる・セコム山陰株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・TSK さんいん中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：3,700 人

第 30 回しまね映画祭（2021 年）
テーマ「環境」＊県下 市町 会場で開催
テーマ映画：「」
開催期間：2020 年 9 月 日～11 月 日
上映回数： 作品、 回上映
＜しまね映画塾＞
ゲスト：
県民文化祭参加事業
主催：しまね映画祭実行委員会
共催：島根県文化団体連合会
特別協賛：株式会社さんびる・セコム山陰株式会社
協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・TSK さんいん中央テレビ・
TSK エンタープライズ・エフエム山陰
入場者数：
人
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