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三重県戦略企画部広聴広報課 

 

“やっと・・・三重がみえてキター♪”” 

三重県「移住促進ＰＲ動画“ミエタカラ”」を公開！ 
三重県伊勢志摩で再就職（Ｉターン）を目指す男女 6 人の物語。 

チャン・カワイ、小椋久美子、ザブングル加藤、美しすぎるリアル海女に、 

観光大使として初出演・インスタフォロワー240 万人の『柴犬まる』も登場！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
★ドキュメントシーン＠三重県伊勢志摩「ISEYASHIKI」   ★スタジオシーン 

 

三重県（知事：鈴木英敬）は、移住促進、特に I ターンをテーマとしたＰＲ動画「ミエタカラ」を、3 月 24 日

（木）より、YouTube（「つづきは三重で」公式チャンネル）で公開しました。 

動画は、架空の人気観察バラエティ番組「ミエタカラ」（提供：三重県）のスペシャル版という設定です。 

「ミエタカラ」は、都会からやってきた男女 6 人が、三重県伊勢志摩で共同生活しながら、三重ならではの豊

かな自然や人の温かさに見守られながら再就職をめざしていく姿を伝えていく番組です。 

今回は、主人公が、挫折しながらも漁師として三重で生きていくことを決意し、共同生活を卒業するまでのシ

ーンをまとめたものです。 

 

★YouTube チャンネル「つづきは三重で」：

https://www.youtube.com/channel/UCdP1dFJ_zNO8sx4nKKEeHmQ 

★「つづきは三重で」公式サイト：http://www.mie30.jp/ 

 

●内容・ストーリー 

Ｉターンを支援するために、県が企画した架空の人気テレビ番組「ミエタカラ」。 

番組の募集で集まった男女が三重で共同生活し、再就職（Ｉターン）を目指します。 

番組の舞台は三重県伊勢志摩。県が提供するのは、さまざまな再就職先と、オシャレな古民家「ISE YASHIKI」。 

再就職が決まったら、卒業して「ISE YASHIKI」を出るのがルールです。 

 

登場人物は、都会からやってきた、さまざまな事情を抱える 6 人の男女です。 

今回の内容は、強烈なキャラクターである主人公の浅井純平（通称：JP）が、他のメンバーと出会い、挫折や

恋愛を経験しながら、三重で漁師として生きていくことを決意し、「ISE YASHIKI」を卒業するまでのシーンをま

とめた「JP 卒業スペシャル！！」です。 

 

なお、この番組は、「ISE YASHIKI」で共同生活する 6 人のドキュメントシーンと、その様子を観察トークす

るスタジオシーンで構成されています。スタジオシーンでは、三重ゆかりのタレントや現役海女さんたちが、6

人にツッコミを入れながら視聴者の感想を代弁していきます。 

 

 

 



●出演者の紹介（ドキュメントシーン） 

 

 

 

 

 

 

 

浅井純平（JP）（28 才） 出身地：東京都 

元宅配寿司のスタッフ。海外放浪癖があり、帰国した 

らクビになっていた。『ISE YASHIKI 』にはなんとな 

く参加。三重で漁師を目指す。 

 

[CAST]島田惇平 

俳優集団「劇☆男（ゲキダン）」「恵比チリ DAN（仮）」

として活動。舞台「Birth」「MEMENTO MORI」ほか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上伸一（イノッチ）（23 才） 出身地：東京都 

保険会社に勤めていたが、人間関係に悩んで退職。 

自分を変えたいと思い、参加。 

三重では老舗旅館のスタッフを目指す。 

 

[CAST]猪野広樹 

ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」、ミュ

ージカル「薄桜鬼」、ＴＶ「世にも奇妙な物語」、ＣＭ

「全国農業協同組合連合会」など。 

 

 

 

 

 

 

 

野上 彰（36 才） 出身地：大阪府 

元 I T 企業の社長だが、事業の幅を広げすぎて失敗。 

バツイチ。今までと全く違うジャンルの仕事にしよう

と、三重では農業に挑戦。 

 

[CAST]奥村アキラ 

TV「美女と男子」「SP ドラマ『緊急取り調べ室』」「行

列のできる法律相談所」「スカッとジャパン」ほか。Ｃ

Ｍ出演など。 

 

 

 

 

 

の？ 

 

 

久野輪子（25 才） 出身地：東京都 

元コールセンター勤務。とある事情で会社に居づらく 

なり退職。お客様と直に接する仕事に就きたくなり、 

老舗和菓子店の接客スタッフに。 

 

[CAST]安藤輪子 

映画「悪夢探偵２」「超能力研究部の 3 人」「友だちの

パパが好き」ＴＶ「芙蓉の人」舞台城山羊の会「水仙

の花」等に出演。 

 

 

 

 

 

 

 

川本沙耶（２３） 出身地：東京都 

元アパレルデザイナー。水着のデザインが得意。 

ひょんな勘違いをきっかけに海女を目指す。 

 

[CAST]片岡沙耶 

グラビアアイドル。ＴＶ「ドラマ！7 人のアイドルゴ

ーゴー！」、舞台「熱いぞ!猫ヶ谷!!」ほか。子役時代よ

りドラマ・ＣＭ出演など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

二宮公美（27 才） 出身地：東京都 

元キャビンアテンダント。バリバリ働いていたが、 

自分にあった仕事か疑問でやめた。 

海が好きで、水族館での就職を目指す。 

 

[CAST]瀧内公美 

映画「グレイトフルデッド」、「BAR 神風」、ＴＶ「美

女と男子」など。６月には映画「日本で一番悪い奴ら」

の公開も控えている。 

 

 

 

 

 



●出演者の紹介（スタジオシーン） 

「つづきは三重で」PR 動画第１弾「三重Ｕターンサミット」に出演した、チャン・カワイ、小椋久美子、そして

新たにザブングル加藤歩も加わった賑やかな顔ぶれです。笑いと涙のトークも見逃せません。また、元ミス伊勢

志摩の美しすぎる海女・中川静香が地元を代表したトークで盛り上げます。さらに、インスタグラムフォロワー

数 240 万人で、都道府県初の犬の観光大使として「みえの国観光大使」に就任した、世界中に愛される柴犬まる

も初出演です。 

 

チャン・カワイ 

1980 年 三重県名張市出身。三重県名張市観光大使、みえの国 

観光大使として活動中。お笑いコンビ「W エンジン」のボケ担当。 

2015 年 1 月 31 日、「愛妻の日」に入籍。多数の TV 番組に 

レギュラー出演する他、映画やドラマ、ミュージックビデオ 

などにも起用され、人気を博す。 

 

小椋久美子 

1982 年 三重県三重郡川越町出身。みえの国観光大使。バドミント 

ンダブルスで、北京オリンピック 5 位入賞、全日本総合バドミントン 

選手権では 5 連覇を達成。現在は解説や講演、子供たちへの指導を 

中心にバドミントンを通じてスポーツの楽しさを伝える活動を 

行っている。 

 

加藤歩 

1974 年 三重県四日市市出身。四日市観光大使・みえの国観光 

大使として活躍中。お笑いコンビ「ザブングル」のボケ担当。 

ブサイク芸人 No.1 に選ばれたこともあるが、2009 年に結婚 

し現在では二児のイクメン。多数の TV・ラジオ番組にレギュ 

ラー出演する。 

 

中川静香 

1991 年三重県鳥羽市出身。鳥羽市観光キャンペーンガールと 

して活躍中。2012 年に第 57 代「ミス伊勢志摩」にも選ばれる。 

海女の一家に生まれ、祖母・母と全国的にも珍しい三世代海女 

さん。「海女文化保存活動」をはじめ、伊勢志摩や海女文化の 

PR 活動にも力を入れている。 

 

 

柴犬まる 

2007 年生まれ。2015 年に都道府県で初となる犬の観光大使と 

して「みえの国観光大使」に。東日本大震災をきっかけに写 

真投稿を行うようになり、Instagram で現在フォロワー数が 

約 240 万人で日本トップ 5 にランクインするほどの人気。数々 

の本も出版され、世界中の人々に愛されている。 

 

 

●「つづきは三重で」とは？ 

地方創生・人口減少対策にチャレンジする三重県は、「選ばれる自治体」としての県の認知度向上・イメージアッ

プを図るため、昨年 9 月にプロモーション企画「つづきは三重で」をスタートしました。 

企画のキャッチコピーである「つづきは三重で」は、ターゲットが持つ、夢や希望を実現するための解決策が、

「三重を選ぶ」ことであり、その「つづき」のステージは三重にあるよ！というメッセージです。 

昨年９月に第 1 弾となる移住促進ＰＲ動画「三重Ｕターンサミット」を公開しました。 

★YouTube チャンネル「つづきは三重で」：

https://www.youtube.com/channel/UCdP1dFJ_zNO8sx4nKKEeHmQ 

★「つづきは三重で」公式サイト：http://www.mie30.jp/ 



●自治体のＰＲ動画ですけど、それがなにか？

動画では、今の若者達のリアルな生活シーンを映し出しました。 

元アパレルデザイナーの沙耶が自分でデザインした水着を着て、 

メンバーの前で披露したり、恋愛上手なイノッチと公美のキスシーン 

など、これ本当に自治体の PR 動画ですか？ 

というシーンが満載です。 

 

 

●“美しすぎるリアル海女さん“と“可愛すぎる柴犬“が夢の共演！！ 

スタジオシーンでは、日本一海女(あま)が多い三重県鳥羽市に生まれ、 

その容姿から美しすぎる海女として注目を集める中川静香さん 

が出演。また、Instagram のフォロワー数約 240 万人！愛くるしい 

表情で世界中の人から愛される“柴犬まる“が登場します。 

今年の活躍期待度 No1 のコンビです！ 

 

・中川静香-公式ｻｲﾄ：http://www.ael-ent.com/ama.html 

・柴犬まる-公式ｻｲﾄ：http://shibainumaru.com/ 

・柴犬まる-公式ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ：https://www.instagram.com/marutaro/ 

 

 

●本物の海女さん達の協力出演 

本物の海女さん達も多数協力出演。 

「こんな真冬に海に入るのははじめて」と言いながらも寒風吹き抜ける中で、 

真冬の海に入っていただきました。 

 

 

●三重に興味を持ったら移住・交流ポータルサイトへ 

動画を見て三重に興味を思ったら移住・交流ポータルサイト「ええとこやんか三重」

（http://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/）で、仕事・空き家、移住体験者談をチェックして下さい。 

県内 18 市町の移住相談窓口担当者の顔写真・連絡先などもあります。 

 

・移住・交流ポータルサイト「ええとこやんか三重」（http://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/） 

 

 

 

●主なロケ地 

○ISEYASHIKI（和名：伊勢屋敷） 

動画の舞台「ISEYASHIKI」は築 140 年の古民家を改築中で 

ゲストハウスとしてオープン予定です。 

オーナー自身も大阪から三重に移住。伊勢志摩には今なお 

築百数十年を超える古民家も多く有りますが、高齢化の波と 

ともに空き家も多く、各自治体では移住者希望者へ紹介も 

行っています。 

(所在地)三重県度会郡南伊勢町 

★動画中のポイント 

JP が漁師になることを決意したきっかけの絶品お刺身を 

ふるまうバーのマスターは、当古民家のオーナーです。 

今回、特別出演いただきました。 

 

 

 

 

 

 



○夫婦岩（二見海岸）★JP が輪子に告白する場所 

夫婦岩は古来より日の出遙拝所として知られてきました。 

沖合約 700ｍ先には猿田彦大神縁りの興玉神石（霊石） 

が鎮まり、そこは降臨する神の依り代であり、常世の国 

から神が寄りつく聖なる処と言われています。夫婦岩はこの 

興玉神石と日の出を遙拝する鳥居とみなされています。 

男岩は高さ 9ｍ、女岩は高さ 4m で、夫婦岩を結ぶ大注 

連縄(おおしめなわ)は１本の長さ 35ｍで男岩に 16ｍ、 

女岩に 10m 張られていて、その間は 9ｍあります。 

5～7 月、夫婦岩の間から日の出を見ることが出来る。 

(所在地)三重県伊勢市二見町江 575(二見興玉神社内) 

★動画中のポイント 

ご縁の神様が奉られる場所で主人公の純平が輪子に 

告白するシーンで登場する。告白の結果は…(乞うご期待！) 

 

 

○鳥羽水族館 ★公美の就職先 

飼育種類数、日本一！！ 

約 1,200 種 3 万点もの海や川の生きものを飼育しています。 

特に日本で唯一飼育しているジュゴンは必見。 

2015 年 3 月には開館 60 周年を記念して体験型新ゾーン 

「奇跡の森」OPEN！水辺で暮らすネコ「スナドリネコ」を 

日本の水族館で初めて展示し、ゾーン内には滝や吊り橋も。 

(所在地)三重県鳥羽市鳥羽３-３-６ 

★動画中のポイント 

自治体 PR 動画として前代未聞シーンのマル秘カット！！ 

公美がイノッチと水槽の前で…（乞うご期待♡） 

 

 

○はちまんかまど ★沙耶の就職先 

鳥羽の本物の海女が利用する海女小屋。海女小屋体験や 

海女ちゃん変身サービスが人気のスポットです。 

漁場のすぐそばの本物の海女の小屋で、海女さんの楽しい 

話を聞きながら、取れたての伊勢志摩の海の幸を召し上が 

っていただけます。海女小屋のカマドを囲み、海女達が目 

の前で手焼きするこの上ない贅沢をぜひ堪能して下さい。  

(所在地)三重県鳥羽市 畔蛸町 3-3 

★動画中のポイント 

NHK「あまちゃん」好きの沙耶が勘違い！？ 

三重の海女さんに興味を持ち、持ち前の明るさを武器に 

3 世代の年齢差がある海女さんグループに溶けこんでゆく。 

 

 

 

 

○おかげ横丁 ★メンバーの遊び場 

伊勢神宮内宮の門前町の中程に、伊勢路の代表的な建築物が 

移築・再現されています。この地方の魅力が凝縮されている 

ので、三重の老舗の味、名産、歴史、風習、人情まで、一度 

に体感できる。毎日がお祭のような賑やかさ中に、どこか 

懐かしいゆったりとした時間が流れる癒しの場。 

(所在地)三重県伊勢市宇治中之切町５２ 

★動画中のポイント 

おいしい物を食べると距離も接近する！？ 

JP と輪子、イノッチと公美と沙耶！？の距離が 

接近する。 

 



 

○ないぜしぜん村 ★彰の就職先 

温州みかんをはじめ季節ごとの各種みかんやジュースなどの 

加工品を取り揃えています。季節限定でみかん狩りや、 

みかんジュース作り体験、田植え・稲刈りなどの農業体験が 

楽しめます。また、みかんだけでなく地元の特産品も販売し 

ていて新企画商品が次々と展開されています。南伊勢ブラン 

ド認定商品も取り扱っていますので、ぜひお試しください。  

(所在地）三重県度会郡南伊勢町内瀬１５３７−８ 

★動画中のポイント 

会社を売って三重にやってきた彰。 

JP との会話がきっかけで、農園でみかんを収穫している。 

 

 

○御福餅本店 ★輪子の就職先 

江戸時代創業 270 余年の歴史をもつ老舗の和菓子屋。 

御福餅本家は夫婦岩表参道沿いで 132 年の歴史を持ちます。 

なめらかな小豆あんでたっぷり包んだやわらかいもち。 

また、７～９月中旬の期間限定で、本店、伊勢支店にて 

御福餅のこだわりのあんこを使用したアイスキャンデー・ 

御福マックも地元で人気の品です。  

(所在地)伊勢市二見町江 197-1 

★動画中のポイント 

お客さんとのふれあいを通して、笑顔を取り戻す輪子。 

職人さんの手仕事の様子が見られます。 

 

 

○老舗旅館 浜千代館 ★イノッチの就職先 

白砂青松を庭に持ち、潮の香漂う清閑な海辺の宿。 

ゆったりとした旅を心暖まるおもてなしでお出迎え。 

お楽しみのお料理も旬の海の幸を御堪能頂き旅心をより 

一層盛り上げてくれます。 

(所在地)三重県伊勢市二見町茶屋 537-26 

★動画中のポイント 

電話営業が苦手なイノッチも、ISEYASHIKI の生活で 

恋愛上手な自分を再確認！？人と触れ合える老舗旅館を 

就職先に選んだ。 

 

 

●制作スタッフ 

プロデューサー         ：山本晃久 

監督・脚本           ：大江崇允 

1981 年、大阪府生まれ。映画監督、脚本家。20 歳で舞台芸術を始め、03 年に菊池開人らと共に「旧劇団スカイフィッシュ」を旗

揚げ。監督作品は、『美しい術』（09 年初監督）で CINEDRIVE2010 監督賞受賞、『適切な距離』（11 年）で第 7 回 CO2 大阪市長

賞（グランプリ）受賞、第 2 回ハノイ国際映画祭長編コンペディション部門ノミネート（12 年）、フランクフルト「ニッポンコネ

クション（日本映画祭）」Vision 部門ノミネート（13 年）、『かくれんぼ』（11 年）第二回大阪アジアン映画祭インディフォーラム

部門出品。 

 

 

監督・編集           ：田吹佑輔 

1981 年、大分県生まれ。ミュージックビデオ・ショートムービーなど幅広く演出する傍ら映画制作にも取り組む。「サークルＫサン

クス」「ＪＲ東日本」「味の素」「朝日新聞」「へーベルハウス」など大手のＣＭディレクターとしても活躍し、主な監督作品には 09 年

『停留所』で札幌国際短編映画祭コンペティション入賞、14 年セルフドキュメンタリー『NEW 籍』で RICOH GR SHORT MOVIE 

AWARD 金賞受賞、15 年『もうひとつの京都』で SHORT SHORT FILM FESTIVAL 2015 観光映像大賞などがある。株式会社オ

ニオン所属。 



助監督             ：畑井雄介 

撮影              ：池田直矢、各務真司、鈴木雅也（スタジオシーン） 

撮影助手            ：熊谷美央 

照明              ：古橋孝映（スタジオシーン） 

美術              ：高橋努 

ラインプロデューサー      ：半田健 

制作主任            ：天野恵子、平野蔵人 

制作応援            ：宮川亮 

編集助手            ：鈴木理 

MA                ：浅梨なおこ（アベニール) 

録音              ：宗晋瑞、大保達哉（スタジオシーン） 

作曲              ：フジモトヨシタカ 

スタイリスト          ：岡澤喜子 

ヘアメイク           ：松本隼（スタジオシーン） 

メインキャスト         ：加藤歩、小椋久美子、チャンカワイ、中川静香（元ミス伊勢志摩）、柴犬ま

る（スタジオシーン） 

島田惇平、安藤輪子、猪野広樹、瀧内公美、片岡沙耶、奥村アキラ 

 

●本件に関する問い合わせ 

三重県戦略企画部広聴広報課 担当：岡本、中山 

TEL：059-224-2031 

E-Mail：koho＠pref.mie.jp 


