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とくしまクリエイティブプロジェクトの位置づけと目標

重点戦略

“映像産業分野の新事業創出”を実現するもの

“実践的な人材の育成

プロジェクトの目標（KGI）

クリエイティブ企業やクリエイターの集積により地域を

活性化させる。（平成３０年度までの目標）

県民から見た利便性:

新たな分野のビジネスチャンス拡大

雇用機会の創出
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とくしまクリエイティブプロジェクト概要
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とくしまクリエイティブプロジェクト推進体制図
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プロジェクトリーダー
國安 治(企業支援課)

管理責任者

 プロジェクト: 住友 信二 企業支援課長

協働事業の該当 なし

補佐: 吉成 潤一（企業支援課）
津田 嘉秀（企業支援課）

技術的アドバイザー: 情報システム課 山住専門幹

アニメ関連事業連携
• ユーフォーテーブル有限会社

ＩＣＴ関連事業連携
・徳島文理大学
・四国大学
• 阿南工業高等専門学校
• 穴吹カレッジ
• クリエイター

４Ｋ関連事業連携

• 株式会社プラットイーズ

• 株式会社えんがわ

• ケーブルテレビ徳島株式会社

• 株式会社テレビ鳴門

• 株式会社ニューメディア

• 四国放送（株）



とくしまクリエイティブプロジェクトの成果の評価指標

差別化
 新規産業の創出によるビジネスチャンスの拡大・・・(経済性)

 クリエイター、クリエイティブ関連企業の集積・・・（経済性）

 実践的な人材育成による人材の確保・・・（経済性）

継続性
 スーパーハイビジョンに関する国のマイルストーンに対応して事業実施

 長期的なビジョンで人材育成支援事業を行う

横展開
 ものづくり企業など異業種とのコラボレーションを推進

県民による総合評価
 クリエイティブ関連事業者数
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(注*: 専門調査会による設定)

*

KPI

①



目標・目標値（ＫＰＩ）

①クリエイティブ関連事業者数（延べ）
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

クリエイティブ関連
事業者数（延べ）

２００

２００

２２０

（２２０）

２３０ ２４０ ２５０設定

実績

注: 上段は設定値（KPI）、下段は実績値。括弧内は年度内見込み数



実施スケジュール（平成２７年度）
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◆30.12
運用開始

平成26年度

平成27年度

２８年度 ２９年度 ３０年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

マイルストーン

４K８Ｋの推進

クリエイティブ人材

の育成

あらゆる世代に対するデジタルコンテンツの普及・啓発

高度なクリエイティブ人材の育成に関する人材育成・発掘

スーパーハイビジョン（４K・８K）に関する地域基盤確立の促進

見本市でのPR

（Inter BEE）

４Ｋコンテンツ制作

４Kフォーラム，

映画祭の開催

徳島県中高生プログ
ラミングセミナー・合宿

デジタルコンテンツ養成塾

デジタルコンテンツ

人材発掘セミナー

◆29.1
法改正

デジタルコンテンツ

人材発掘セミナー



 ２７年度の取組
とくしまクリエイティブ推進事業
・デジタルクリエイター人材発掘セミナー

・デジタルクリエイター養成塾

徳島クリエイティブ産業育成プロジェクト事業
・クリエイティブな力の活用（デザイン会議，デジタルアート展の開催）

・アプリ開発支援（オープンデータ・ビッグデータを活用したアプリ開発）

・クリエイティブ人材の発掘・育成（scratch，unityを活用したプログラミングセミ
ナー，ＷＥＢ，４Ｋ，３ＤＣＧ等の講座）

とくしま４Ｋ試験放送実証実験事業（交付金）
４Ｋ徳島映画祭，ライブ中継，４Ｋコンテンツ制作，４Ｋアーカイブの構築，４Ｋロー
カル放送，InterBEEへの出展

とくしまデジタルアート推進事業（交付金）
デジタルとアートを融合させた作品の制作展示

 ２７年度予算（千円）
１６１，３００千円
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平成２７年度におけるプロジェクトの取組内容



平成２７年度の進捗状況・課題１(As Of H28年2月17日)

徳島県デジタルコンテンツ人材育成事業

・デジタルコンテンツビジネス入門セミナー（映像編）
【日程・参加者】8月28日，9月8,17,18日（四国大学） 参加者：5企業6名，学生4名

大学においても４Ｋカメラなどの機材導入が図られるなど，セミナーをきっかけとして，大学の

インフラ環境が変わりつつある。

【実施概要】http://www.our-think.or.jp/digital/?p=5835

・デジタルコンテンツビジネス入門セミナー（３Ｄデザイン編）
【日程・参加者】12月16,22日 （穴吹カレッジ） 参加者：3社，学生10名

本県に今までなかった分野のセミナーが開催できたことにより，新たにこの分野への関心を

高めることが出来た。

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6066

・デジタルコンテンツビジネス入門セミナー（ＷＥＢ編）
【日程・参加者】9月17,18日 （徳島文理大学） 参加者：8社14名，学生18名

企業と学生が同じチームで開発することにより，相乗効果で新しい発想が生まれるなどの

効果があった。

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=5839
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平成２７年度の進捗状況・課題１(As Of H28年2月17日)

徳島県デジタルコンテンツ人材育成事業

・徳島県中高生プログラミングセミナー・合宿
【日程・参加者】6月14,21日（初級編） 中学生17名

7月20日，8月9,27日（中級編） 高校生・高専生18名

8月18～20日（合宿） 参加者：高校生・高専生18名

【実施概要】 http://www.our-think.or.jp/digital/?p=5719

http://www.our-think.or.jp/digital/?p=5829

・デジタルクリエイター養成塾
【日程・参加者】7月～9月（入門編） 参加者：24名（小学生6名，中学生13名，高校生5名）

6月～9月（上級編） 参加者：12名（中学生5名 高校生7名）

卒塾生から平成２６年に初めてプロのアニメーターが誕生した。

【実施概要】http://www.our-think.or.jp/digital/?p=5815

・デジタルクリエイター人材発掘セミナー
【日程・参加者】 5 月 4日 参加者：165 名

10月11日 参加者：200名

参加者からは，将来を考える上で参考になったとの声が聞かれた。

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=5893
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平成２７年度の進捗状況・課題１(As Of H28年2月17日)

徳島県デジタルコンテンツ人材育成事業

オープンデータ・ビッグデータ利活用セミナー
【日程・参加者】１１月19日 参加者：17名

１月29日 参加者：27名

３月５日 参加者：未定

ビジネスチャンスの創出や県内中小企業の活性化等につなげるため，オープンデータ・ビッ
グデータを活用したアプリの開発など先進的な取り組みを実施した。

【実施概要】 https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6094

https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6058

４Ｋ人材育成事業（緊急雇用）

４Ｋ人材を育成するため，ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴを組み合わせた人材育成・就業支援プログラムを
実施した。（研修終了後，２名を正規雇用）
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平成２７年度の進捗状況・課題２(As Of H28年2月17日)

とくしま４Ｋ試験放送実証実験事業

・徳島４Ｋプロモーション動画制作事業
【制作本数】 3本（PV）＋4本（30分バージョン）

【実施概要】http://www.our-think.or.jp/digital/?p=5842

・４Ｋ徳島映画祭２０１５ｉｎ神山＆とくしま４Ｋフォーラム２０１５
【日程・参加者】12月4～6日（神山町），約2,900人

【公式ホームページ】http://4kforum.jp/

・４Ｋライブ中継
阿波市～アスティとくしま間を４Ｋで生中継した。

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=5881

とくしまデジタルアート推進事業
・デジタルアート作品の制作・展示

公募により，チームラボが制作することが決定。

あすたむらんど徳島にて2月27日から展示。

課題なし
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平成２８年度における取組予定

 ２８年度の取組予定

徳島クリエイティブ産業育成プロジェクト事業
・ ４Ｋ推進
４K徳島映画祭，４Ｋ地域放送，ライブ中継，４Ｋコンテンツ制作，４Ｋアーカイブ，
InterBEEへの出展等を実施

・クリエイティブな力の活用

ＬＥＤ・デジタルアートミュージアム
デザインシンキング講座
とくしまデザイン会議

・コンテンツ開発支援
アプリ開発

・人材育成

ゲームクリエイター養成講座

デジタルクリエイター人材発掘セミナー
デジタルクリエイター養成塾
デジタルコンテンツビジネス入門セミナー＆ワークショップ

 ２８年度予算額
１６６，０００（千円）
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案件種別

 「vs東京」案件として （ □該当あり・ ☑該当なし）

 「オンリーワン」案件として （ ☑該当あり・□該当なし）

該当あり場合の理由

・「４Ｋ先進県・徳島」として，「伝送実験」や「４Kコンテンツ制
作」，「４K徳島映画祭の開催」など他県に先駆けた内容を
積極的に展開し，全国に大いにアピールしている。

 「ナンバーワン」案件として （ ☑該当あり・ □該当なし）

該当あり場合の理由

・「４Ｋ先進県・徳島」として，「伝送実験」や「４Kコンテンツ制
作」，「４K徳島映画祭の開催」など他県に先駆けた内容を
積極的に展開し，全国に大いにアピールしている。
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