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観光振興係 

大西 基 

件 名 全国やきとリンピック in長門の開催について 

 

１. 開催日時・場所等 

日 時：平成 30年 9月 1日（土） 10：00～18：00 

平成 30年 9月 2日（日） 10：00～16：00 

場 所：山口県長門市東深川 1000-157 山口県漁業協同組合湊支店魚市場 

駐車場：湊魚市場周辺 約 1,000台／フジ長門店 約 1,000台（無料シャトルバス運行） 

公共交通機関：ＪＲ臨時便 5便（9/1.2両日） 

 

２. 主 催  全国やきとリンピックｉｎ長門実行委員会 

（委員長＝末永明典（すえながあきのり）／深川養鶏農業協同組合組合長） 

 

３. 出店者（やきとり店）１９店 

■全や連理事店 

焼とり たつみ（北海道美唄市）、やきとり ひびき（埼玉県東松山市）、焼とりや ち

くぜん総本店（山口県長門市）、焼とり 鉄砲（福岡県久留米市） 

■全や連会員 

今治焼鳥 まる屋（愛媛県今治市）、鳥小屋（広島県三次市）、やきとり番長Ⓡ（長野県

上田市）、串蔵（山口県山口市）、やきとりの一平本店（北海道室蘭市）、やき鳥 歩ム 

自由が丘（東京都）、全色本店（フルカラー）（沖縄県那覇市）、ぐんけい農園（宮崎県

宮崎市） 

■その他出店 

米澤牛 Dining べこや（山形県米沢市）、深川養鶏農業協同組合（山口県長門市）、なが

と本陣（山口県長門市）、ふじむら精肉店（香川県）、にわか亭（福岡県久留米市）、炭

火串焼 オレたちの絆（福岡県久留米市）、農事組合法人 福栄組合（福岡県久留米市） 

 

４. 同時開催 

ながと物産市場（物産店・飲食ブース） 

 大会に合わせ、隣接会場にて長門の物産や飲食等を販売する物産市場を設置。 

（出店者） 

長門市地産・地消推進委員会、チームＮＧＴ（ラーメン）、クレイン（パスタ）、仙

崎蒲鉾組合（練り物）、ターカリー（カレー）、仙崎海士（海産物）、６３Ｄネット

（ピッツァ）、青海島いわがき育成研究会（岩がき）、花膳・くいどうらく（弁当）、

仙崎青年会（かき氷） 

 



 

４.ステージイベントほか 

9月 1日（土）10：00 開会式・販売開始 

10：30 吹奏楽パフォーマンス 

（仙崎中学校、深川中学校、三隅中学校＋楽々団による合同演奏） 

11：30 バトングループパフォーマンス 

12：00 タイゾー ものまねライブ 

13：30～ 県内アマチュアバンドによる演奏 

 

9月 2日（日）10：00 開会式・販売開始～県内アマチュアバンドによる演奏 

12：00 タイゾー ものまねライブ 

13：00 長門ストリートダンス愛好会 ダンスパフォーマンス 

13：30 重村綾二アコースティックライブ 

14：30 県内アマチュアバンドによる演奏 

15：30 楽々団（市内吹奏楽愛好会）パフォーマンス 

みすゞ少年少女合唱団～フィナーレ 

■その他の企画として 

ラグビーワールドカップ 2019TM に向けた長門市のＰＲブース（9/1.2）、熊本・周防

猿回しの会によるチャリティーライブ（9/1.2）、日赤・街頭献血（9/1.2）、サエラ・

展示ブース（9/1.2）、フィリップモリス・喫煙所提供/展示ブース（9/1.2）、ハウス

食品によるＰＲコーナー（9/2）、長門市金融懇談会による各社ＰＲブース（9/1.2）、

ＤＪパフォーマンスブース（9/1.2） 

 

５.関連行事 

  ・やきとりタウン自治体意見交換会   

日時：８月３１日（金）17：00～  

場所：長門市物産観光センター 

   内容：やきとりタウンを推進する行政担当者が集まり意見交換を行います。 

  ・やきとリンピック前夜祭       

日時：８月３１日（金）18：30～20：00  

場所：山口県漁協湊魚市場 

   内容：各出店者が大会への意気込みを発表し、相互の交流を行います。 

※取材は可能ですが一般の方の参加はできません。 

  ・イタリア交流事業 ※詳細別紙    

日時：９月１日（土）～９月３日（月） 

内容：第１１回大会の開催地イタリアフィレンチェからイタリア国立料理学校

SAFFI の生徒らが長門市で開催する全国やきとリンピックに合わせて来日し、交流

事業を実施する。 

 

６．本事業について問い合わせ   

第１２回全国やきとリンピック in長門実行委員会  

事務局：田村 電話０８０（５２３３）７８１２ 

 

※開会式の取材は警備の都合上腕章着用でお願いします。 

 



 

参考資料 

【やきとリンピックとは】 

ご当地やきとり、それは日本各地で多種多彩に発展してきたやきとり文化の証。そのご

当地やきとりの中でも、年に一度、誉れ高き全国の名店が一同に会し、やきとりの魅力を

競い合う一大イベント。世界に通じるやきとりを目指して、日本各地のやきとり店が協調

して豊かなやきとり食文化を全国・世界に PRし、やきとり全体のイメージアップとファン

の拡大を図ることを目的に始まったムーヴメント。（第 1回大会は 2007年（平成 19年）福

島市） 

2017年、イタリア・フィレンツェで開催され、大好評のうちに幕を閉じた「第 11回 世

界やきとリンピック 2017 in フィレンツェ」。 

2018年、再び日本を会場に、全国からやきとりの名店が集結し、味と技を競います。舞

台は、山口県・長門市。子どもから大人まで「やきとり食文化」が深く根づく長門市で、

「やきとり」を通して、また新たなドラマが生まれます。 

この「やきとりルネッサンス」のムーヴメントに、是非、ご参加ください！ 

 

過去の開催都市 

2007年（平成 19年） 第 1回大会 開催場所 福島市 

2008年（平成 20年） 第 2回大会  開催場所 室蘭市 

2009年（平成 21年） 第 3回大会  開催場所 長門市 

2010年（平成 22年） 第 4回大会  開催場所 今治市 

2011年（平成 23年） 第 5回大会 開催場所 久留米市 

2012年（平成 24年） 第 6回大会  開催場所 福島市 

2013年（平成 25年） 第 7回大会  開催場所 美唄市 

2014年（平成 26年） 第 8回大会  開催場所 長門市 

2015年（平成 27年） 第 9回大会  開催場所 東松山市 

2016年（平成 28年） 第 10回大会 開催場所 上田市 

2017年（平成 29年） 第 11回大会 開催場所 イタリア・フィレンツェ 

※長門市は 2009年、2014年に続いて４年ぶり３回目。 

 

【全国やきとり連絡協議会とは】 

名 称  全国やきとり連絡協議会 （略称 全や連） 

英語名称 JAPAN YAKITORI ASSOCIATION 

設 立  2006年 1月 1日 

所在地  東京都千代田区有楽町 2 丁目 3-5 aune 有楽町 5F やきとりスタジアム

東京内 

電 話  03-6263-9483（広報事務局 株式会社ひびき内 担当:佐山） 

活動内容 

・日本各地のやきとり店や店主の協調による豊かな「やきとり食文化」の発展 

・やきとリンピックのプロデュースを通じたやきとりファン拡大と地域振興 

・やきとりスタジアム東京のプロデュースを通じた「焼き師」の社会的地位の向上 

・「やきとりの日（8月 10日）」「やきとり川柳」の企画による、「やきとり食文化」

の認知浸透 

・「セカチョウ（世界一長いやきとり）」の公式ルール設定と公式審判員の派遣 

 

 



 

日本人にとって馴染み深い、大衆食である「やきとり」。食材や部位・味付け・調理法の

違いなど、実に多様な「やきとり」が存在しているものの、それを意識している人は、実

はそれほど多くはありません。しかし、郷土固有の歴史や風土で育まれた「ご当地やきと

り」のブームや、ニューヨークやパリにおいて外国人シェフによる「やきとり屋」が誕生

するなど、近年「やきとり食文化」への社会的評価や関心が高まってきています。 

全国やきとり連絡協議会は、「やきとりは日本が誇る和食の代表である」と定義し、食文

化としての価値を国内外へ発信・普及していくために、全国のやきとり屋が手を取り合い、

設立されました。やきとり、世界へ。その挑戦が「やきとり屋」業界全体の発展となり、

子供たちが憧れる職業となっていくための活動に取り組んでいます。 

 

【各地のやきとりの特徴】 

山口県の地鶏長州黒かしわ（串蔵・ながと本陣）をはじめ、会津地鶏（やき鳥 歩ム）、

宮崎地鶏（ぐんけい）、はかた地鶏（福栄組合）が地鶏の味を競う。 

 

鶏以外の食材として、米澤牛（べこや）、宮崎牛（にわか亭）は牛肉を使ったご当地やき

とり。豚では北海道産豚肩ロース（一平）と沖縄あぐー豚（全色本店・フルカラー）、埼玉

県東松山市の豚を使った「かしら串」（ひびき）は全国的にも有名。 

 

部位を楽しむやきとりとしては、鶏のもも肉、内蔵（金かん、玉道、ハツ、レバー、砂

肝、セセリ）皮を刺したもつ串（美唄）、更に「ダルム」は豚の直腸を下処理して味付けし

て串で提供される久留米ご当地メニュー 

 

食べ方・味付けの特徴として、信州上田市は「美味だれ（おいだれ）」というタレの付け

方で、香ばしいやきとり。福岡県で定番の「鶏皮」は余分な脂をとり除いてから食べやす

くするため、細かく切って串に刺して提供。一方で同じ鶏皮でも調理方法の異なる今治の

「鶏皮焼」はせっかちな今治人の気質に合わせて考案され、鉄板の上で焼かれる鳥皮を、

熱した重しを使ってプレスし「焼く」「蒸す」「揚げる」で程良く油を抜き、旨みを残した

個性的な食感が特徴。 

 

骨付鶏は香川県丸亀市で古くから食べられている郷土料理。独自のスパイスで漬け込ん

だ骨付きの鳥もも肉を丸々一本調理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

全国やきとリンピック in長門 イタリア交流事業について 

 

１．概要 

 平成 29 年 10 月 20 日、21 日に第１１回目としてイタリアフィレンチェでやきとリンピ

ックの世界大会を開催。会場となったイタリア国立料理学校 SAFFI と全国やきとり連絡協

議会の交流がスタートし、校長先生の「生徒に異文化（他国）の勉強をさせたい」との考

えから、長門市で開催する全国やきとリンピックに合わせて来日する。 

 第１２回全国やきとリンピック in 長門実行委員会では、全国やきとり連絡協議会及び長

門市と連携し、長門市の観光や特産品の認知度向上、また人的交流の絶好の機会であるこ

とから、イタリアとの交流事業を予定している。 

 

２．滞在予定 

  ８月２０日（月） 日本着（関西国際空港） 和歌山県海南市（漆器づくり体験など） 

  ８月２２日（水） 静岡県三島市（スカイウォークと富士山観光など） 

  ８月２４日（金） 東京 （政府関係者訪問など） 

  ８月２５日（土） 埼玉県東松山市・川越市 

（やきとり工場研修、日本酒蔵・醤油蔵体験、学生間交流など） 

  ８月３１日（金）～ ９月３日（月） 長門市 ※長門市での活動詳細は下記 

９月 ４日（火） 関西国際空港移動 日本発 

 

３．来日者 

イタリア国立料理学校 SAFFI の先生および生徒 

  引率教員２名（校長含む）、生徒８名（男３、女５）の合計１０名が来日 

【学校概要】19 世紀の政治家、活動家であるアウレリオ・サッフィが設立に尽力し、開

校から 2 年後の 1887 年に王立技術学校となる。イタリアにおいて最も古く権威ある国立

調理師学校。飲食やサービス業を志す生徒が学び、専門知識のみならず一般教養や人格

教育を重んじている。 

 

４．後援団体（予定含む） 

在日本イタリア大使館 

埼玉県 埼玉県川越市 静岡県三島市 山口県長門市 

(一社)埼玉県物産観光協会 川越商工会議所 公益社団法人小江戸川越観光協会 

香川調理製菓専門学校 全国やきとり連絡協議会 Support Our Kids 

 

５．長門市での交流事業内容 

    a)やきとリンピック実地研修  

日 時：９月１日（土）10：00～・２日（日）10：00～ ※下記時間を除く 

場 所：第１２回全国やきとリンピック in 長門会場  

内 容：長門市の誇るやきとり食文化を全国発信する「やきとリンピック」

での、SAFFI生徒たちの実地研修 

b)地元高校生との販売交流会 

日 時：９月１日（土）10：00～14：00 

場 所：第１２回全国やきとリンピック in 長門会場  

内 容：大津緑洋高校日置校舎の生徒と一緒にピザづくりを行い、協力しあ

って来場者に販売を行いながらお互いの交流を図る。 



 

c)こけし作りワークショップ  

日 時：９月１日（土）14：00～16：00 

場 所：山口県漁協湊支店 ２階和室  

内 容：大内塗を元にイタリアの童話ピノキオをモチーフとした「こけし」

作りのワークショップ。長門市の子どもたちを交えて開催。 

d)長門市内観光地視察 

     ・センザキッチンおよび青海島観光汽船 

日 時：９月２日（日）15：30～17：30 

     ・元乃隅稲成神社 

日 時：９月３日（月）10：20～11：00 

     ・大寧寺 

日 時：９月３日（月）12：00～14：30 

内 容：元乃隅稲成神社等の長門市内の観光地を巡り、アンケート等に協力

し情報提供を行う。大寧寺では座禅体験を行い精進料理で会食。 

e)地元高校生との文化交流 

日 時：９月３日（月）15：00～16：40 

場 所：大津緑洋高校 水産校舎（15:00～15:30）大津校舎（15:40～16:40） 

内 容：水産校舎での施設見学。その後、大津校舎に場所を移して、大津緑

洋高校の生徒と交流会を行う。交流会では地元と紹介クイズや折り

紙による交流、そうめん流し等を予定している。 

    f)ホームステイ 

      期間中の宿泊先として俵山地区の農家等で民泊を行う（9月 1、2日、3世帯）。 

    g)記録映像等の作成 

      学生等が行う文化交流の様子を記録映像等に収め、HP 等で発信。 

 

※天候・その他の事情により内容が変更となる場合があります。 

 

６．本事業について問い合わせ   

第１２回全国やきとリンピック in 長門実行委員会  

事務局：田村 電話０８０（５２３３）７８１２ 

 

 


