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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。

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
前田 隆司(企業支援課)　　　　

管理責任者
　

プロジェクト　　　出口　 修　企業支援課長
アーキテクチャー　佐光 広格　スマート県庁推進課 業務改革・セキュリティ担当室長
　

補佐　 土肥 奈穂子（企業支援課）

          井川 真貴子（企業支援課）　　

ＩＣＴ関連事業連携
・徳島大学
・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と評価指標

差別化
 クリエイティブな力を活用した新しい産業の創出による　　　　　　　　　　　

ビジネスチャンスの拡大

 クリエイター，クリエイティブ関連企業の集積

 実践的な人材育成による人材の確保

継続性　

 ４Ｋ・ＶＲ先進地としての地域基盤確立のための取組みを継続して実施

 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

 ４Ｋ・ＶＲ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（累計）

➁４Ｋ・ＶＲ関連事業者数（累計）

※　人材育成の成果

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

・クリエイティブプログラマー養成講座受講生が，Unityインターハイ2018で優勝

　　　　　さらに、令和元年12月に｢Nintendo Switch｣用ゲームソフトとして商品化
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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

令和

元年度

令和２年度

4～6月 7~9月 10~12月 1～3月

国のロード

マップ

　　　　

４K・ＶＲ

の推進

クリエイティ

ブ人材の

育成

実施スケジュール（令和２年度）
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◆H30.12
　４K８K
実用放送開始

「若手人材」の発掘・育成　　「企業人材」の充実と高度化

スーパーハイビジョン（４K・８K）・ＶＲに関する地域基盤確立の促進

国際放送機器展でのPR

（Inter BEE）

４Ｋコンテンツ制作

４Ｋ映画祭の開催

デジタルコンテンツ・ＡＩビジネス入門セミナー＆ワークショップ

デジタルクリエイティブプログラマー養成講座・合宿

デジタルクリエイター人材発掘セミナー・養成塾

４Ｋコンテン

ツ制作支援

【中止】４Ｋコンテンツ

制作支援

　【出展中止】国際放送機器

展でのPR　（Inter BEE）

【中止】 デジタルクリエイティブ

プログラマー養成講座・合宿

【中止】 デジタルクリエイター

人材発掘セミナー・養成塾

【一部中止】デジタルコンテンツ・

ＡＩビジネス入門セミナー＆ワークショップ

４Kフォーラム

の開催

４Ｋ・ＶＲ映画祭

の開催

【開催方法変更】４Ｋ・ＶＲ映画祭

オンライン開催



令和２年度におけるプロジェクトの取組内容
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クリエイティブ産業育成事業（※約４割の事業を実施）

【実施分】
１　４Ｋ・ＶＲ先進地徳島の発信
　　　　　・ Web上で誰もが利用できる徳島４Ｋ・ＶＲアーカイブスの運営
　　　　【開催方法変更】
　　　　　・ インターネット上にバーチャルな「４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭会場」を構築しオンラインで開催
　　　　　　 また、新たに、高校生を対象とした「４Ｋ・ＶＲ映像制作ワークショップ」を開催

３　デザインを活用した「商品・サービス」の高付加価値化
　　　 　　・ デザイン力の活用に向け、企業とクリエイターとのマッチングを支援するセミナーを開催
　　　 　

４　クリエイティブ人材の育成　 

　　　　　 ・ 高等教育機関と連携し、ＩｏＴ，ビッグデータ，ＡＩ，デザインなどをテーマとした講座を開催
           ・ 小学生向け科学体験講座として「とくしま科学技術アカデミーSociety5.0体感事業」を開催（県立総合大学校講座）
　　　　

【中止分】
１　４Ｋ・ＶＲ先進地徳島の発信
　　　　　・ 日本最大級の国際放送機器展「「InterBEE」への県内企業との共同出展により，本県の立地環境や企業の高い技術力を相乗的にPR

２　「アート作品」による地域づくり
　　　　 ・ 「あすたむらんど」などで、若手クリエイターの作品発表の場を提供
　　　　　・ デジタルアート作品導入支援事業費補助金により，デジタルアートの全県展開を促進
　　　　　・ 「マチ★アソビ」の機会を捉え、プロジェクションマッピング等を活用したイベントを実施

３　デザインを活用した「商品・サービス」の高付加価値化
　　　　　・ デザイン活用の意識醸成を図るデザインフォーラムの開催

４　クリエイティブ人材の育成　
　　　　　 ・高校生・大学生向け「映像制作実践講座」を新たに開講
      　 　・アニメ，ゲームプログラミング，ＶＲ，プロジェクションマッピング等クリエイターの育成講座を開催



令和２年度の進捗状況・課題１(As Of R3年3月8日)

１　４Ｋ・ＶＲの推進
　（１）徳島４Ｋ・ＶＲアーカイブスの運営
　 　・令和２年度から，ＶＲ動画もアーカイブ化
　
  【実施方法変更】

　（２）４Ｋ・VR徳島映画祭２０２０
　　　　・オンライン上のバーチャル空間に「４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭会場」を構築し、４Ｋ・ＶＲ作品の　　
　　　　　 上映、セミナーやワークショップなどのコンテンツをオンラインで実施
　　　　　　【日程】　10月30日～11月1日（オンライン開催）　※オンデマンド視聴は11月末まで　　
　　　　　　【ホームページ】https://4kforum.jp/
　　　　　　【実施内容】47作品を上映（応募作品は190作品）、16のセミナー等を実施　

　　　　
　 【出展中止】

　　（３）InterBEE2020出展
　　　　　・日本最大級の国際放送機器展に県内企業と共同出展し、4Ｋ・ＶＲ先進地徳島をＰＲ

       　　　【日程】11月13日～15日，幕張メッセ
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２　「アート作品」による地域づくり

 【中止】

　（１）デジタルアート常設展示の拡大　
　　　　　  　デジタルアート作品導入支援事業費補助金をにより，
　　　　　  　市町村や民間におけるＬＥＤ・デジタルアート常設展示の導入を支援　

 【中止】

　（２）４Ｋプロジェクションマッピング
　　　　　 県内の若手クリエイターから作品を公募し，イベント展示を実施　
　　　　　 【日程・場所】12月上旬～下旬　　あすたむらんど徳島　子ども科学館前　　
　

 【中止】

　（３） 「マチ★アソビ」とのコラボレーション
　　徳島ならではのアニメイベントとして注目を集める「マチ★アソビ」の機会を捉え、デジ　
　　タルアートのエリア展示を実施し、若者のデジタル技術への興味・関心の醸成を図る
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令和２年度の進捗状況・課題２(As Of R3年3月8日)
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令和２年度の進捗状況・課題３(As Of R3年3月8日)

３　デザインを活用した商品・サービスの高付加価値化
　　　　　

 （１）デザイン活用セミナー・マッチングセミナー
　　　「デザイン」の力を活用し、商品・サービスの差別化を図るための基礎知識を学ぶセミナー、

　　　「デザイン」が経営に与える影響について具体的に学ぶセミナーを開催

　　　【日程】12月8日 「ブランディング入門セミナー」   オンライン開催　参加者１４名

　　　　　　　　3月9日　「デザイン・マッチングセミナー」 オンライン開催予定

　　　【参加者】県内企業の経営幹部、制作担当者等

 【中止】
 （２）デザインフォーラム
　　企業活動におけるデザインの有用性などの情報発信を行うフォーラムを開催

　　【日程・会場】3月頃　徳島市内　

　　【参加者】クリエイター・県内企業

 



令和２年度の進捗状況・課題４(As Of R3年3月8日)

４　クリエイティブ人材の育成

【中止】

　（１）　デジタルクリエイティブプログラマー養成講座・合宿

　   ① Unity編　　    【日程】5月～8月頃（月2回）　，8月の3日間（合宿），【参加者】高校生・高専生 

　   ② プロジェクションマッピング編
　　　　　　　　　　　　　　　　【日程】5月～11月頃（月2回） ，8月の3日間（合宿），【参加者】高校生・大学生

【中止】
　（２）　デジタルクリエイター人材発掘セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　【日程】 第1回   5月頃、第2回 10月頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
【中止】
　（３）　デジタルクリエイター養成塾
　　　　　　業界で活躍する講師によるアニメ制作講座を開催
　                          　　　　【日程】  （上級編）　5月～7月頃の４日間　【参加者】小・中学生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（入門編）　6月～8月頃の５日間　【参加者】小・中学生
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令和２年度の進捗状況・課題５(As Of R3年3月8日)

（４） デジタルコンテンツ・ＡＩビジネス入門セミナー＆ワークショップ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【対象者】企業実務担当者　　　　　　

　　① デザイン編                   　【日程】 3月実施予定 　
　　② ＩｏＴ編　　                        【日程】 12月2日　参加者20人

　　③ AI編　　                        　【日程】 3月実施予定 　                                    　

　　④ eスポーツビジネス講座　【日程】10月8日　参加者15名
                      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   【中止】

　  ⑤ 映像編　　　　　　　　　　　　　【日程】 8月頃(5日間） 　
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令和２年度の進捗状況・課題６(As Of R3年3月8日)

（５） ４Ｋ・ＶＲ動画制作実践講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　① ４Ｋ・ＶＲ動画体験セミナー 
　　　【日程】 11月１日　４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭においてオンライン実施
　　　　

 【中止】

　② ４Ｋ・ＶＲ動画制作実践講座  【日程】 　対象：企業実務担当者

　③ 学生向：４Ｋ・ＶＲ動画制作実践講座  【日程】 　対象：高校生・大学生

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　課題
　　　　若手人材育成によるクリエイティブ企業、クリエイターの更なる集積促進
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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
・全国で唯一４Ｋ・ＶＲに特化した「4Ｋ・ＶＲ徳島映画祭」の開催や、デジタルアートによる地域づくり、

　クリエイティブ人材の育成など、他県に先駆けた取組みを展開

 「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
・全国で唯一４Ｋ・ＶＲに特化した「4Ｋ・ＶＲ徳島映画祭」の開催や、デジタルアートによる地域づくり、

　クリエイティブ人材の育成など、他県に先駆けた取組みを展開

 「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
・全国で唯一４Ｋ・ＶＲに特化した「4Ｋ・ＶＲ徳島映画祭」の開催や、デジタルアートによる地域づくり、

　クリエイティブ人材の育成など、他県に先駆けた取組みを展開


