
農林水産部もうかるブランド推進課

『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト

③



『とくしまブランド魅力発信』プロジェクトの位置づけと目標

重点戦略 “ＩＣＴを利活用した農林水産業の振興”を
実現するもの

プロジェクトの目標（KGI）

 ＩＣＴを利活用して「とくしまブランド」の魅力を発信すること
による県産農林水産物の認知度の飛躍的向上

（平成３０年度までの目標）

県民からみたメリット

「もうかる農林水産業」の実現に寄与
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『とくしまブランド魅力発信』プロジェクト概要

【目標】県産農林水産物の認知度の飛躍的向上

【取組内容】

①首都圏において本県の意欲ある生産者が最新のトレンドを

捉え、クリエイター等との交流により新たな取組みを生み出す

拠点（ＨＵＢ）を整備する。

②徳島の「食・ひと・ライフスタイル」を核に魅力発信することで

「生産・販売・交流」の輪の拡大を図る。

③既存の各種ブランドサポーター制度を「とくしまブランド

サポーターズ（仮称）」へ一本化するとともに、ブランド

サポーターが発信する情報をＳＮＳ等を活用して県内外に

発信するシステムを構築する。
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『とくしまブランド魅力発信』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
山本 憲(もうかるブランド推進課)

管理責任者

 プロジェクト: 新居 徹也
（もうかるブランド推進課長）

協働事業の該当 なし

プロジェクト推進

・もうかるブランド推進課
販売・メディア戦略担当

ICTアーキテクチャー責任者: 情報システム課 山住専門幹

・美味いよ！とくしまブランド店
・とくしまブランド協力店
・地産地消協力店
・とくしまブランド特使
・とくしまブランド大使
・クチコミ応援隊
・とくしまソムリエ など

・若手農業者
・大学生
・クリエイター
・ＩＣＴ企業 など



『とくしまブランド魅力発信』プロジェクトの成果の評価指標

差別化
 メディアを活用した県産農林水産物のPR

 徳島の「食・人・ライフスタイル」を発信する拠点の拡大

継続性
 とくしまブランドの魅力を発信し続けることができる取組みを改善しながら
継続できるシステムと体制

4

(注*: 専門調査会による設定)

KPI

①

②

③



ＫＰＩ その１
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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

紹介回数 (回)
上段（設定）
下段（実績予定）

１９
１９

３０
２５

４０ ５０ ６０

① 国内外のメディアへの露出回数

② クールトクシマ発信拠点の拡大

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

発信拠点数（箇所)

上段（設定）
下段（実績予定）

７０
６９

１００
１０４

１６０ ２３０ ３００

③ 取組みを継続できるシステムと体制

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

スキルを得た職員数
上段（設定）
下段（実績予定）

３
３

３
３

３ ３ ３



実施スケジュール
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平成2７年度
平成２８
年度

平成２９
年度

平成３０
年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

Ｖｓ東京！とく
しまブランド
ギャラリー（仮
称）の創設

こだわりの
「食・人・ライ
フスタイル」に
よるクールトク
シマの情報発信

ブランドサポー
ターの活動強化
と情報発信

「食と農」
シンポジ
ウム

開設準備

とくしま縁日
（商談会）

「とくしまブランドサポーターズ」へ
の一本化

開設･運営

ＳＮＳ等を活用した情報発信

東京・大阪での
トップセールス

ギャラリーでの
商談会



平成２７年度におけるプロジェクトの取組内容

 ２７年度の取組内容

ｖｓ東京！とくしまブランドギャラリー（仮称）の創設
• 創設に向けた準備

「食・人・ライフスタイル」の情報発信
• 徳島「食と農」シンポジウムの開催（Ustream参加型）

• 首都圏の「こだわり店舗」で生産者と店舗等をつなぐ商談会

• 首都圏店舗におけるフェアの開催支援と情報発信

ブランドサポーターの活動強化と情報発信
• 既存サポーター制度の一本化

• SNSを活用した情報発信体制づくりと発信

 ２７年度予算（千円）

１６，６５０千円
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進捗状況・課題１
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■ｖｓ東京！とくしまブランドギャラリー（仮称）の創設

〇首都圏における、「食」をテーマとした情報発信と交流の拠点
＜機能＞
・飲食・・・県産食材＋徳島ならではの食べ方や演出
・物販・・・味わい、気に入った商品を購入できるマルシェ
・宿泊・・・相部屋を基本、安価なゲストハウス
・交流・・・県や運営管理者による交流イベント

〇今後の予定
・基本構想の策定
・物件探索
・賃借契約
・施設リノベーション
・管理運営

⇓

■課題：物件確保、交流の仕組みづくり

レストラン＆マルシェ

交流スペース

ゲストハウス

平成２８年度中の開設

（施設イメージ）



進捗状況・課題２
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■「食・人・ライフスタイル」の情報発信

〇商談会（とくしま縁日）の開催
こだわりを持つ首都圏のレストランのオーナーやシェフ等と
徳島県内の「食」や「ライフスタイル」を提案する生産者等をつなぐ

〇ブランディングツールの制作
生産物のブランド価値をかっこよく伝えるツールの制作

〇受発注システムの構築
クラウドの仕組みを活用した受発注システムの構築

■課題：とくしまブランドギャラリーを活用した濃密な交流の拡大

＜東京で濃密な交流＞

出品物を調理し，

バイヤーと生産者がテーブルを
囲んで試食・懇談→商談へ

＜遠隔地からPR＞

東京に来れない生産者も

テレビ会議システムを活用し，

バイヤーに商品説明・PR



進捗状況・課題３
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■ブランドサポーターの活動強化と情報発信

〇「徳島の食」の価値を伝えるブランドネームの制作

〇既存サポーター制度の一本化・・・「阿波ふうどスペシャリスト」
〇ＳＮＳやレシピサイトを活用した情報発信体制づくりと発信

■課題：「阿波ふうどスペシャリスト」のネットワーク化による情報拡散
Facebook Ｃｏｏｋｐａｄ



平成２８年度におけるプロジェクトの取組内容

 ２８年度の取組内容

とくしまブランドギャラリーの開設
• 物件確保 → 施設リノベーション → 開設

「食・人・ライフスタイル」の情報発信
• 「とくしまブランドギャラリー」での商談会や交流イベントの実施

• 首都圏店舗におけるフェアの開催支援と情報発信

ブランドサポーターの活動強化と情報発信
• SNSや実店舗を活用した情報発信

 ２８年度予算（千円）

３６３，７５４千円
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案件種別

 「vs東京」案件として（ ■該当あり・ □該当なし）

該当ありの場合の理由

• 平成２７年８月３日に策定された新ブランド戦略「挑戦するとくしま
ブランド戦略」に基づき、徳島の「大地」と「人の技」が育んだ「食
材」「食文化」がもたらす「食」の幸せといった「東京をはじめとした
大都市」にはない価値を首都圏に向けアピールしていくこととして
いる。

 「オンリーワン」案件として（ □該当あり・■該当なし）

 「ナンバーワン」案件として（□該当あり・ ■該当なし）
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参考情報URL等

 阿波ふうど

 Facebook https://www.facebook.com/awafood/

 Twitter https://twitter.com/awafood

 cookpad http://cookpad.com/kitchen/13005842

 とくしま縁日

 Facebook

https://www.facebook.com/%E3%81%A8%E3%81%8F%E3%81%97%E3%

81%BE%E7%B8%81%E6%97%A5-923012317783309/

 おどる宝島なっ！とくしま

 http://www.pref.tokushima.jp/takarajima/
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