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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
秋山 敏二(企業支援課)

管理責任者

 プロジェクト: 山川 誠 企業支援課長

協働事業の該当 あり

補佐 矢口奈央子（企業支援課）
橋本 達也（企業支援課）
以西 俊博（企業支援課）

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

• 四国放送株式会社



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

 ４Ｋ８Ｋ関連事業者数
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(注*: 専門調査会による設定)

*

KPI

①

➁



目標・目標値（ＫＰＩ）

①クリエイティブ関連事業者数（延べ）

➁４Ｋ８Ｋ関連事業者数（延べ）

継続性（人材育成）

・クリエイティブプログラマー養成講座受講経験者1名が，H29に初の起業（ウェブコンテンツ開発）
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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

２３０

２４０

２４０

２５０設定

実績

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

４Ｋ８Ｋ関連事業者
数（延べ）

１０

１２

１２

１４

１４

１６設定

実績



実施スケジュール（平成２９年度）
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◆H30.12
４K８K

実用放送開始

平成２６年度
is

平成２７年度 平成２８年度
平成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

高度なクリエイティブ人材の育成・発掘

あらゆる世代に対するデジタルコンテンツの普及・啓発

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

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

デジタルコンテンツ

人材発掘セミナー

映画祭の

開催

４Ｋコンテ

ンツ制作

見本市で

のPR

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

養成塾

人材発掘

セミナー

セミナー・

合宿
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



スーパーハイビジョン（４Ｋ・８Ｋ）をめぐる状況
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 総務省 ４Ｋ・８Ｋ推進のロードマップ

 平成30年12月1日より、ＢＳ・ＣＳで４Ｋ・８K実用放送開始（８Ｋ1局、４Ｋ８局予定）

 ４Ｋテレビ 薄型テレビ国内出荷額の7割突破（H27.10単月）

50型で5万円台の製品も登場

 ８Ｋテレビ販売開始 70型で100万円（税別）

 既設のアンテナ・ケーブル・チューナー等が対応していないため、設備更新が必要。
個別対応が不要なケーブルテレビへの加入需要も見込まれる。

（総務省HPより）



 ２９年度の取組
 とくしまクリエイティブ産業育成プロジェクト事業

 ４Ｋの推進

４Ｋ徳島国際映画祭，４Ｋライブ中継，４Ｋコンテンツ制作，４Ｋアーカイブの
運営，InterBEEへの出展

 クリエイティブな力の活用

ＬＥＤデジタルアート，デザイン会議，デザインフォーラム，デザインシンキン
グ講座の開催

 コンテンツ開発支援

オープンデータ・ビッグデータを活用したアプリ開発

 人材育成
ゲームクリエイター講座，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入門セミナー・ワークショッ
プ（ＷＥＢ，４Ｋ，デザイン）

 ２９予算（千円）
１７５，０００千円
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平成２９年度におけるプロジェクトの取組内容



平成２９年度の進捗状況・課題１(As Of H30年2月21日)

４Ｋの推進

・４Ｋ徳島国際映画祭２０１７
昨年度に続き３回目の映画祭開催（徳島県内からもドローン空撮作品が受賞）

【日程・参加者】 11月25，26日（神山町） 参加者：約4,800人

【公式ホームページ】http://4kforum.jp/

・４Ｋライブ中継
8月15日 「ケーブル４Ｋ」チャンネルで阿波おどりのライブ中継を実施

8月19, 20日に「まるごと徳島ｄａｙ」を実施

・４Ｋ放送「徳島４Ｋチャンネル」の運営
全国初のＩＰ方式による徳島ローカル４Ｋ放送「テレビトクシマ４Ｋ」の運営

・徳島アーカイブスの運営
県内で制作した映像コンテンツをストックし、活用するアーカイブを運営

・InterBEE2017出展
４年連続の出展

【日程】11月15日～17日，幕張メッセ

課題なし
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http://4kforum.jp/


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
「チームラボ徳島県文化の森」

【日程・場所】3月20日～6月30日 徳島県文化の森総合公園（徳島市内）

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6656

・クリスタルユニバース （3/20～6/30)

・Graffiti Nature-動かない山，動かせる湖 （4/29～6/30)

・文化の森に憑依する滝 (3/20～常設) 入場者数約36,600人

「巨大！つながるブロックのまち」

【日程・場所】12月16日～1月31日 海洋自然博物館マリンジャム（海陽町竹ヶ島）

入場者数約2,100人

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6739

「とくしまＬＥＤ・デジタルアートフェスティバル」

【日程】2月9日～2月18日 徳島市と協働 で実施 来場者数約35万人

課題なし
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平成２９年度の進捗状況・課題２(As Of H30年2月21日)

https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6656
http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6718


クリエイティブな力の活用

・デザイン＆ブランディングセミナー
【日程・参加者】10月23日（入門編） 参加者：20名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6749

・プロのクリエイターと一緒に商品のリブランディング講座
【日程・参加者】11月20日、27日、12月4日、11日 参加：県内企業3社

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6758

・デザインフォーラム
【日程・参加者】3月15日 定員：県内デザイナー・一般参加者 定員80名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6806

課題なし
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平成２９年度の進捗状況・課題３(As Of H30年2月21日)

http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6714
http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6714
http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6714


平成２９年度の進捗状況・課題４(As Of H30年2月21日)

人材育成

・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】9月5,7,11,12日（四国大学） 参加者：企業8名、学生7名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6735 

・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14,15日 （徳島文理大学） 参加：企業11名、学生11名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6728 

・デジタルコンテンツビジネス入門セミナー（デザイン編）
【日程・参加者】2月27,28日（穴吹カレッジ） 定員：10企業

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6755 

課題なし
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http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6718
http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6718
http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6718


平成２９年度の進捗状況・課題５(As Of H30年2月21日)

人材育成

・クリエイティブプログラマー養成講座・合宿
【日程・参加者】5月14日，21日，28日， 6月18日，25日， 7月9日，22日，

8月19～21日（合宿）， 8月9日， 9月16日， 10月1日，29日，

11月5日，19日， 12月9日，23日 参加者：28名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6689

Unityインターハイ 入賞（3年連続）

・クリエイティブプログラマー養成講座女子部・合宿
【日程・参加者】5月14日，27日， 6月17日， 24日， 7月8日，17日，

8月19～21日（合宿） 8月5日，26日， 9月18日，23日， 10月14日，

11月4日， 12月16日 参加者：15名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6700

とくしまＬＥＤ・デジタルアートフェスティバルへプロジェクションマッピング出展

課題なし
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https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6689
https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6700


平成２９年度の進捗状況・課題６(As Of H30年2月21日)

人材育成

・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:44名 , 6月～9月（上級編） 参加者：9名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6714

・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 6日 参加者：150名 , 10月9日 参加者：122名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6718

https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6794

コンテンツ開発

・ＩｏＴ・ＡＩ革新セミナー
【日程・参加者】10月27日 参加者35名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6760

【日程・参加者】12月7日 参加者25名

【実施概要】https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6776

課題なし
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http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6714
http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6718
http://www.our-think.or.jp/digital/?p=6718
https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6700
https://www.our-think.or.jp/digital/?p=6700


 ３０年度の取組
 クリエイティブ産業育成プロジェクト事業

 ４Ｋ・VR推進
４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭，４Ｋライブ中継の実施， ４Ｋ・VRコンテンツ制作，

４Ｋアーカイブスの拡大，InterBEEへの出展

デジタルアートの創造
ＬＥＤデジタルアートミュージアム，４Ｋプロジェクションマッピング

若手クリエイターへ発表の場を提供

 とくしまインダストリー４.０を支える人材育成
ＩｏＴ，ビッグデータ，ＡＩ，VRなどを活用したワークショップの開催，

アニメ，ゲーム，プロジェクションマッピング等クリエイターの育成，

デザインシンキングの浸透

 ３０年度予算（千円）
１１０，０００千円
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平成３０年度におけるプロジェクトの取組内容



案件種別
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 「vs東京」案件として （ ☑ 該当あり・ □該当なし）

該当あり場合の理由

・４Ｋの推進やデジタルアートの創造，とくしまインダストリー4.0を担う人
材の育成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。

 「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の推進やデジタルアートの創造，とくしまインダストリー4.0を担う人
材の育成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の推進やデジタルアートの創造，とくしまインダストリー4.0を担う人
材の育成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。


