
第2回デジタルとくしま大賞実施要綱

１ 名称

第2回デジタルとくしま大賞

２ 目的

徳島には「豊かな自然」，「伝統と文化」，関西の台所を賄う「食材」など，多くの地域

資源があり，たいへん魅力的なコンテンツ素材が数多くあります。

また，全国に先駆け取り組んできた「全県CATV網構想」により，県下隅々まで「高速

情報通信基盤」が整備され，地域資源の魅力を全国に発信する環境が整っています。

そこで，徳島の魅力が詰まった，既成概念にとらわれない革新的・創造的なアイデアで

制作されたデジタルコンテンツ作品を募集し，優れた作品を表彰することにより，

自然・食・文化などの「徳島の魅力」を広く発信するとともに，次世代のデジタルコン

テンツ産業を担う優秀な人材を発掘・育成し，徳島ならではのＤＸを生み出す土壌を

醸成することを目的とし，本コンテストを実施します。

３ 主催

徳島県

４ 共催

公益財団法人とくしま産業振興機構

公益財団法人e-とくしま推進財団

とくしまOSS普及協議会

５ 協賛

株式会社STNet 徳島支店

株式会社NTTドコモ 四国支社 徳島支店

ソフトバンク株式会社

四国大学

協同組合徳島ウェブアソシエーション

一般社団法人ネイテック吉野川

パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー西日本社

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

ＦＵＫＵ－ＧＹＯ－ＬＩＦＥ株式会社

６ 後援

総務省四国総合通信局
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７ 募集期間

令和４年６月１日（水）から令和４年１０月３１日（月）まで

※当日消印有効

８ 応募資格

徳島の魅力発信やデジタルコンテンツ制作に意欲的な個人または団体であれば，

プロ・アマの別を問わず，全国から応募が可能です。

９ 共通テーマ

○未来感じる徳島 ～Beyond 2025～

２０２５年に開催される「大阪・関西万博」では，徳島もその舞台となります。

豊かな自然，美味しい食材，美しい街並み，歴史や伝統文化など，世界に誇れる

「私たちの徳島」の魅力がいっぱい詰まった，万博を彩るデジタルコンテンツを募集

します。

「１１ 募集作品」に定める制作物全てが対象となりますが，「１２ 応募作品の

規格と条件」の記載内容に留意してください。

１０ 賞の構成

（１）大賞（1作品）

全ての応募作品の中で総合的に最も優れた作品を表彰します。

受賞者には副賞として，徳島県から賞金25万円を贈呈します。

（２）ニューノーマル大賞【とくしま産業振興機構特別賞】（1作品）

新型コロナ後の「ニューノーマル（新たな日常）」のもとで「ビジネス展開」が

見込まれる作品を表彰します。

受賞者には副賞として，公益財団法人とくしま産業振興機構から賞金10万円を

贈呈します。

（３）ＧＩＧＡスクール大賞（1作品）

徳島県内の小中高特別支援学校の児童・生徒を対象に，ＧＩＧＡスクール用

タブレット等を活用し制作した作品を表彰します。

受賞者には副賞として，徳島県から賞金10万円を贈呈します。

2



3

（４）特別賞【e-とくしま推進財団賞】（若干数）

①学生部門賞

中学生以上の学生からの応募作品のうち，今後が期待される作品を表彰します。

受賞者には副賞として，公益財団法人e-とくしま推進財団から賞金10万円

相当を贈呈します。

なお，受賞作品複数の場合は，賞金を受賞作品数で按分します。

また，この賞における「学生」とは，中学校，高等学校，特別支援学校（中

等部，高等部を含む），高等専門学校，専修学校，大学（短期大学及び大学院

を含む），に在籍する方又はそのグループを指します。

②小学生部門賞

小学生以下の方からの応募作品のうち，今後が期待される作品を表彰します。

受賞者には副賞として，公益財団法人e-とくしま推進財団から1万円分の

図書カードを贈呈します。

（５）特別賞【とくしまOSS普及協議会賞】（1作品）

「OSS」を使った応募作品が対象となります。

OSSの普及・利用拡大につながる最も優秀な作品を表彰します。

受賞者には副賞として，とくしまOSS普及協議会から賞金5万円を贈呈します。

なお，OSSを使った作品である場合は，必ずOSSのファイル形式（プログラミ

ング言語）を応募票に記載してください。記載が無い場合は，賞の対象になりません。

【OSS（オープン・ソース・ソフトウェア）とは】

ソフトウェアの設計図にあたるソースコードをインターネットを通じて無償で

公開し，誰でも改良，再配布等を自由に行えるソフトウェアのこと。

（例）Python，PHP，Javaなどのプログラミング言語や

Linux，AndroidなどのOS

（６）企業賞【STNet賞】（2作品以内）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・ＩＣＴの利活用またはＤＸ推進に繋がる、徳島ならではの題材を用いたユニークな作品

受賞者には副賞として，株式会社STNet徳島支店から賞金10万円を贈呈します。

なお，受賞作品が複数の場合は，賞金を受賞作品数で按分します。

（７）企業賞【NTTドコモ賞】（2作品以内）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・5G通信，AI，IoTによる未来創造や地方創生をテーマにした作品

・モバイル（スマートフォン，タブレット）を活用したユニークな作品

受賞者には副賞として，株式会社NTTドコモ四国支社徳島支店から賞金10万円を

贈呈します。

なお，受賞作品が複数の場合は，賞金を受賞作品数で按分します。
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（８）企業賞【ソフトバンク賞】（2作品以内）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・「ICTの活用」によって社会課題の解決に貢献できるサービスの発想につながる作品

・「AI/IoTの活用」によって人々の利便性の向上につながる作品

受賞者には副賞として，ソフトバンク株式会社から賞金10万円を贈呈します。

なお，受賞作品が複数の場合は，賞金を受賞作品数で按分します。

（９）企業賞【四国大学賞】（2作品以内）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・将来の夢や希望が感じられる若者らしい作品

受賞者には副賞として，四国大学から賞金5万円と「しこぽん」のぬいぐるみを

贈呈します。

なお，受賞作品が複数の場合は，賞金を受賞作品数で按分します。しこぽんの

ぬいぐるみは受賞作品ごとに1体贈呈します。

※大賞、特別賞、企業賞の各賞受賞者で四国大学に進学を希望する高校生は、

総合型選抜分野別入試(メディア部門)に出願でき、合格すると特別奨学金

(Ａ区分：年間８０万円、Ｂ区分：年間４０万円)が４年間給付されます。

（１０）企業賞【ＴＷＡ賞】（1作品）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・ものづくり(クリエイティブ)で世の中の人がちょっとだけ幸せになるユニークな作品

受賞者には副賞として，協同組合徳島ウェブアソシエーションから賞金5万円を

贈呈します。

（１１）企業賞【ネイテック吉野川賞】（1作品）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・徳島の自然とアート、テクノロジーが融合した作品

受賞者には副賞として，一般社団法人ネイテック吉野川から賞金5万円を贈呈します。

（１２）企業賞【パナソニックコネクト現場ソリューションカンパニー賞】（1作品）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・AIや画像解析，映像技術などを活用し，次世代の徳島県発展を創造させる作品

受賞者には副賞として，パナソニックコネクト株式会社 現場ソリューション

カンパニー西日本社から賞金5万円を贈呈します。
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（１３）企業賞【富士通Ｊａｐａｎ賞】（1作品）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・地域の魅力が再発見できる作品

・未来を感じる作品

・楽しさを感じられる作品

受賞者には副賞として，富士通Japan株式会社から賞金5万円を贈呈します。

（１４）企業賞【ａｗａｋｅ！賞】（1作品）

次のテーマに即した作品を表彰の対象とします。

・新しい働き方、活動の選択肢を増やすきっかけになる作品

・次世代の若者にチャレンジする勇気を与えられる作品

受賞者には副賞として，ＦＵＫＵ－ＧＹＯ－ＬＩＦＥ株式会社から賞金5万円と

ａｗａｋｅ！利用フリーパス3ヶ月分を贈呈します。

（１５）奨励賞（3作品以内）

以上の賞に選ばれなかった作品の中から，将来性のある優れた作品を表彰します。

各受賞者には副賞として，徳島県から賞金1万円を贈呈します。

１１ 募集作品

「９ 共通テーマ」及び「１２ 応募作品の規格と条件」の内容に沿ったデジタル

コンテンツとします。例えば，次に定める項目等が該当します。

（１）仮想空間技術コンテンツ

VR（仮想現実）動画，AR（拡張現実）コンテンツなどの制作物

（２）先端技術

５Ｇ，ＩｏＴ，ビッグデータ，ＡＩ，ロボットなどの技術を活用した制作物

（３）プログラミング

ゲームシステム，スマートフォンやタブレット向けアプリなどの制作物

ＯＳＳやオープンデータなどを活用し制作されたウェブサイトなど

（４）実写映像

ビデオカメラやスマートフォン，アクションカメラ，ドローンなどで撮影した

実写映像（CGやアニメーションと融合した制作物を含む）

（５）コンピューターグラフィック，アニメーション

キャラクター，画像などの制作物及び３ＤＣＧなど

（６）その他

３Ｄプリンター，メディアアートなどの制作物
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１２ 応募作品の規格と条件

以下の規格や条件を満たしていない作品は，審査の対象外となります。

①「11 募集作品」に定める「先端技術」や「プログラミング」に該当する技術を

活用し，制作された作品は，応募作品であるプログラムファイル一式又はその

ダウンロード先のＵＲＬとともに，「操作説明書」，「解説文」，公開用に制作した

「説明用動画（１０分以内）」等の作品の詳細が分かる資料を提出してください。

なお，「説明用動画」を作成する場合は，「１６ 留意事項」を遵守のうえ提出

してください。

②VR（仮想現実）動画は，YouTubeにアップロードし応募してください。

③動画はMP4，AVI，MOV，WMV，FLV，MXF形式のいずれかの形式で，再生時間が

１０分以内の作品に限ります。

④静止画はJPEG，BMP，GIF，PNG，TIFF，PICT，PDF形式のいずれかの形式で，

データ容量５ＧＢ以内の作品に限ります。また，ＣＧにより制作されたキャラクターを

提出される際は，３方向（正面・背面・横）のデザインが必要です。

⑤３Ｄプリンターで制作された作品は，完成品の３方向の写真（正面・背面・側面）と

制作物の専用形式のデータに加えて，設計図をJPEG，BMP，GIF，PNG，

TIFF，PICT，PDF形式のいずれかの形式で提出してください。

⑥複数作品を応募する際は，可能な限り1枚のメディアにまとめてください。

⑦手書きのデザイン画，絵コンテ，キャラクター設定・背景ストーリーなどの説明

資料の添付は，任意とします。

⑧応募作品中に，実名などの個人情報やプライバシーを侵害するおそれがある内容，

公序良俗に反するおそれがある内容などが含まれている場合は，主催者の判断により

審査対象から除外する場合があります。

⑨募集期間経過後に，作品内容の修正や訂正などの変更はできません。

⑩本コンテストに応募した時点で，他のコンテストで受賞・入賞が確定している作品は

応募出来ません。

⑪営利目的で既に商品化，販売されている作品は応募できません。

⑫徳島県から有償委託されている場合や補助金を受けて制作した作品は応募できません。
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１３ 応募方法

次の（１）から（５）の内いずれかの方法で，作品及び応募票を「１４ 応募先」まで

提出してください。応募票で表現しきれない説明がある場合は，別資料を添付して提出

してください。

なお，提出いただいた応募作品及び応募票等は返却できません。また，作品の制作や

応募に係る一切の費用は，応募者が負担してください。

（１）YouTube投稿による応募

動画作品及び作品説明用の動画は，動画投稿サイト｢YouTube｣を利用して応募する

ことができます。この場合は，募集期間内に，応募者アカウントの「YouTube」

チャンネルに応募作品などをアップロードして公開するとともに，URLを応募票の

所定の場所に記載して電子メール，もしくは電子申請・届出システムで提出して

ください。この場合，公開先にはタイトルのみを記載し，応募作品の内容などの

その他の情報は，応募票に記載してください。

（２）公開されているＷｅｂサイトによる応募

アプリ，ゲーム，Webサイトなど，インターネット上に公開している作品を応募

する場合にも，公開サイトのURLを応募票の所定の場所に記載して電子メール，

もしくは電子申請・届出システムで提出してください。

なお，募集期間経過後に作品を変更したと認められる場合は，失格となります。

（３）オンラインストレージ等クラウドサービスによる応募

動画作品やアプリ，ゲームなどのプログラミング作品は「Google ドライブ」

などのクラウドサービスを利用して応募することができます。この場合は，募集期

間内にクラウドサービス上にデータをアップロードし公開するとともに，ＵＲＬを

応募票の所定の場所に記載して電子メール，もしくは電子申請・届出システムで

提出してください。この場合，公開先にはタイトルのみを記載し，応募作品の内容

などのその他の情報は，応募票に記載してください。

（４）郵送による応募

制作した作品をCD-R，DVD-RもしくはBD-Rに保存し，応募票を添えて郵送

してください。

また，ディスクのラベル面には「制作者名，作品タイトル」を明記してください。

（５）持込みによる応募

制作した作品をCD-R，DVD-RもしくはBD-Rに保存し，応募票を添えて，平日の

午前8時30分から午後5時15分までの間に持参して提出してください。

また，ディスクのラベル面には「制作者名，作品タイトル」を明記してください。
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１４ 応募先

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 （県庁7階北側）

徳島県政策創造部地方創生局デジタルとくしま推進課 ＤＸ推進担当

「デジタルとくしま大賞」係

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ict/7205651/

電子申請 https://s-kantan.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7365

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ digi_toku@pref.tokushima.jp

電 話 088-621-2723 ＦＡＸ 088-621-2829

１５ 審査基準・結果発表

（１）審査基準

①創造性（アイデア）

革新的な発想や他に類を見ないユニークな特長を有していること。

②技術性（テクニック）

技術的，芸術的に完成度が高く，企画，構成力が優れていること。

③訴求性（アピール）

テーマの表現がされており，伝えたいものが明確であること。

※企業賞の各賞については，本項の審査基準に加え，各賞ごとの基準に基づいて

審査します。

なお，審査の経緯及び結果についての問い合わせには，一切応じられません。

また，応募作品が審査基準に満たないなどの理由により，各賞が「該当なし」と

なる場合があります。

（２）結果発表の時期と方法

結果は，令和５年１月下旬頃に開催予定の表彰式当日に発表します。

なお，受賞ノミネート作品については，令和５年１月上旬頃に徳島県ＨＰに公開

するとともに，該当者へ書面で通知します。

１６ 留意事項

（１）応募作品に関するすべての著作物が，制作者，並びにその関係者以外の第三者の

権利を侵害していないものとしてください。

（２）応募作品の権利が複数にわたる場合は，代表者にその権利が帰属する，または

代表者が権利処理を行えるものとしてください。

（３）既成のキャラクターやシナリオ，音楽などを使用する場合は，応募者の責任で

予め著作権を有する原作者や作曲者などの使用承諾を得てください。

（４）著作権フリー素材を使用する場合は，各素材の使用規約に従ってください。

（５）万一，第三者から権利侵害や損害賠償を主張された場合，主催者は一切責任を

負いません。
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（６）「大阪・関西万博」のロゴ等の使用をする場合は，公益社団法人２０２５年

日本国際博覧会協会の許可を得た上で，ガイドラインを遵守してください。

（７）応募作品の著作権は，原則として応募者に帰属します。

但し，本企画に関わるPRおよび本県の地域振興やＤＸの推進に関わる事業等に

使用する権利は主催者が有するものとし，主催者及び主催者が認める者は無償

かつ自由に使用できるものとします（応募作品を受付けた時点で，翻案権・

複製権・上映権・送信可能化権・公衆送信権の行使などを許諾したものとします）。

（８）前述（７）の条件は，応募作品のパブリシティー権（放映権や出版権など）や

二次著作権（翻案権）が第三者に移転した場合にも継承されることとします。

このため，応募者は応募作品を第三者に有償・無償の別を問わず譲渡，若しくは，

貸与する場合には，応募者の責任において第三者との間でこの旨の事項を盛り

込んだ契約を締結してください。

（９）「YouTube」やオンラインストレージ等クラウドサービスを使用する場合は，

プライバシーポリシーや利用規約などを守った上で，使用してください。

１７ 表彰式

令和５年１月下旬頃に実施を予定しています。

１８ その他

（１）応募の際に提出された個人情報は，本コンテストの実施・運営のために利用する

ほか，主催者，共催者および協賛企業・団体に関係する各種情報提供の目的に

のみ利用します。

（２）本要綱に記載されていない事項については，すべて主催者が決定・実施します。

附 則

この実施要綱は，令和４年６月１日から施行する。


