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事業/取組名 ⾴

1
ミュージカルを活⽤した海外での地域PR事業＜放送コンテンツの海外展開＞
・・・アラスカ開拓に貢献した愛媛県の偉⼈と地域を紹介する、ミュージカルを活⽤した番組をハ
ワイのケーブルテレビで放送、ハワイでのステージイベントでは県産品や観光をPR

株式会社愛媛ＣＡＴＶ
愛
媛
県

1

2
５⾔語対応の⾼知市観光アプリを学⽣が開発＜インバウンド対策＞
・・・⾼知市で増加する外国⼈観光客へのサービス向上による課題解決と観光振興を⽬的
に、学⽣たちがスマートフォン⽤の多⾔語観光案内アプリを開発

⾼知⼯科⼤学
⾼
知
県

3

3
地域伝統芸能を題材としたプログラミング学習の導⼊＜プログラミング教育の普及＞
・・・徳島県神⼭町内の⼩学校６年⽣を対象に、⼈形浄瑠璃を題材とした教材を活⽤し、
伝統芸能とプログラミングに親しみを持たせるプロジェクトを展開

株式会社TENTO
株式会社ダンクソフト

徳
島
県

5

4
⻑浜地区のプロモーションビデオを制作＜地域の魅⼒発信＞
・・・⽣徒会役員を中⼼とした「⻑浜⾼校PV制作委員会」、地元の写真館や商店、映像制
作会社等が協⼒して、オール地元キャストによるＰＶを制作し、地域を紹介

愛媛県⻑浜⾼等学校
愛
媛
県

7

5
動画を⽤いた津波避難マップで⾼齢者等の避難をサポート＜防災対策＞
・・・鳴⾨市及び阿南市の主要な津波避難場所への避難経路の周辺の様⼦や⾜場の状況
等を⽴体的に確認、⾞椅⼦や⾼齢者の徒歩での避難経路の検討をサポート

徳島⽂理⼤学
徳
島
県

9

6
えひめの婚活応援アプリ 「ひめring（ひめりん）」＜婚活⽀援＞
・・・少⼦化対策の⼀環として、結婚を希望する独⾝者が空いた時間や思いついたときにすぐ、
お⾒合いやイベントに関する⼿続きなどができる婚活応援アプリを配信

えひめ結婚⽀援センター
愛
媛
県

11

7
県内企業のハイレベルな産品・技術を世界に向けてＰＲ＜産業振興＞
・・・徳島県と放送会社が協⼒して多⾔語（⽇・英・中）による映像コンテンツを制作し、県
内企業の⾼いレベルの製品や技術を世界に向けてＰＲ

徳島県国際企画課
四国放送株式会社

徳
島
県

13

8
スマートフォン⽤の街歩きアプリ「VR Town in Takamatsu」＜誘客促進＞
・・・外国⼈観光客や若者を⾼松市中⼼部の商店街（常磐町、⽥町、南新町）に呼び込
むため、街歩きを疑似体験できるスマートフォン⽤のアプリを開発

株式会社⾼松南部3町商店街プロジェ
クト

⾹
川
県

15

9
イイ！naka動画コンテスト＜動画コンテストで地域PR＞
・・・豊かな⾃然と⽂化を有する那賀町が、多くの観光客が訪れる紅葉イベントと合わせて、町
の魅⼒を撮影した動画作品を募集、町の魅⼒を対外発信する新たな仕組みを構築

那賀町観光協会
徳
島
県

17

10
⿊板アプリ 「Kocri（コクリ）」で新たな⿊板環境を創出＜教育のICT＞
・・・⿊板とiPadやiPhone、プロジェクターを組み合わせて使⽤することで、写真や映像、グラフ
等を活⽤した新しい⿊板環境を創出、簡単な操作と安価な導⼊費⽤で教育機関をサポート

株式会社サカワ
愛
媛
県

19

11
国際交流基⾦による放送コンテンツ等の海外展開⽀援＜インバウンドの推進＞
・・・各省連携による「放送コンテンツ等海外展開⽀援事業」の⼀環として、商業ベースで⽇本
のコンテンツが放送されない国・地域を中⼼に、四国をテーマとしたテレビ番組を提供

株式会社⾼知放送
⾼
知
県

21

四国の地域コンテンツ制作・発信の取組事例
【TOPICS：2017年5⽉版】

実施団体



≪平成 28 年度≫ 

ミュージカルを活⽤した海外での地域 PR 事業

【実施団体】株式会社愛媛 CATV 

■ 取組の概要等
アメリカのアラスカ開拓に貢献した愛媛県の偉⼈と地域を紹介する、ミュージカルやドキュメンタリーを活

⽤した番組を制作し、ハワイのケーブルテレビで放送。 
また、番組の放送に先⽴ち、現地ハワイでステージイベントを実施。愛媛県や県産品の紹介を⾏い、

県産品の販売促進や観光PRを実施するとともに、愛媛県と連携して、同時期ハワイで開催の「愛媛フェ
ア」の宣伝も⾏った。また、放送番組の PR を⾏うことで視聴を促した。

＜番組概要＞
第 １ 話： みかん⼀座ミュージカル 「オーロラに駆けるサムライ〜和⽥重次郎物語」 

  （⼀部、愛媛 CATV 制作の素材を利⽤） 
愛媛への興味・関⼼を⾼めてもらうため、愛媛県産品を紹介する映像と合わせて、愛

媛県出⾝でアメリカのアラスカ開拓に貢献した和⽥重次郎の⽣涯を描いたミュージカル映
像を活⽤して制作した番組。 

第 ２ 話： アラスカを拓いたサムライ 〜和⽥重次郎 ⺟⼦物語〜 
  （⼀部、南海放送制作の素材を利⽤） 

愛媛への興味・関⼼を⾼めてもらうため、愛媛の観光名所を紹介する映像と合わせて、
アラスカで⾏った和⽥重次郎のミュージカル公演の模様のドキュメンタリー映像を活⽤して
制作した番組。

＜放送概要＞ 
対 象 国： アメリカ合州国 
放 送 局： NGN1（Nippon Golden Network） 
放送期間： 平成 28 年 12 ⽉ 31 ⽇ 

18：10〜19：05（第１話 55 分）、19:35〜21:35（第２話 120 分） 

■ 取組の効果・成果等
地域の観光名所や特産品の紹介番組といった従来の⼿法ではなく、⽇本のエンターテイメント・コンテ

ンツの⼒、本事業の場合は⽇本のミュージカルの映画化、番組化という⼿法で愛媛という地域の「⼈、⽂
化」を発信した。コンテンツの魅⼒に地域 PR が便乗することで相乗効果を発揮できた。

アンケートでは、「迫⼒ある踊りに感動した。⽇本の⽂化をもっと知りたい。」、「⽇系アメリカ⼈だが、和
⽥重次郎という⼈物がアラスカで活躍したことを知れてよかった。誇りに思う。」など、ミュージカル番組その
ものに対する興味や、題材とした「和⽥重次郎」という⼈物そのものに⼤変興味を寄せられたことは、今
後の愛媛への興味･関⼼を⾼めるためのきっかけとして、⼤きな成果になったと考える。 

また、今回の事業では番組の販売が成⽴したことや、海外放送局とのパイプの構築、海外で放送する
ノウハウを得ることができたうえ、地域コンソーシアムを形成し、オール地域体制で本事業に取り組んだこと
で地域内にコンテンツを海外発信していく機運が盛り上がり、今後の⾃⾛化に向けて前進することができ
た。

連携イベント（ステージイベント）では、愛媛の⾵⼟や⾷⽂化等を紹介し、より具体的に愛媛をイメー
ジさせたことが愛媛に興味を持つ契機になったと考えられる。 

番組や連携イベントで紹介した店舗の売上が、昨年同期⽐（12⽉〜1⽉末）で10％弱増加。従
来はアジア系の観光客が多く訪れていたが、欧⽶系の観光客も増えたという報告なども寄せられるなど、
愛媛への関⼼をさらに⾼める⼀定の PR 効果はあったものと考える。 
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さらに、県内の店舗では、欧⽶系の観光客の来店の増加により、英語メニューの制作の検討
など、地域への波及効果が認められた。 

■ 取組の課題
継続的な放送コンテンツ受け⼊れ先の確保がまだまだ困難。

■ 今後の取組予定
オール地域体制での取り組みを継続し、海外でのコネクションの拡⼤を⽬指す。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 
運営経費：8,348 千円 
内訳（コンテンツの制作にかかかる費⽤：3,650 千円、放送枠の確保等
にかかる経費：350 千円、連携イベントにかかる経費：4,348 千円） 

放送コンテンツ海外展開助成
（総務省平成 28 年度当初

■ 取組のイメージ等

＜第１話＞みかん⼀座ミュージカル 
「オーロラに駆けるサムライ〜和⽥重次郎物語」 

＜第２話＞「アラスカを拓いたサムラ
〜和⽥重次郎 ⺟⼦物語〜」 

地域紹介映像 アラモアナセンターでの連携イベントの模

が始まる

事業 
予算） 

イ 

様

2



≪平成 27 年度≫  

５⾔語対応の⾼知市観光アプリを開発 
 

   【実施団体】⾼知⼯科⼤学 
 

■ 背景・経緯 
⾼知⼯科⼤学情報学群では、情報システムの企画から実装・検査までを体験する実践型授業として

「ソフトウェア⼯学演習」を実施している。その授業の⼀環として、同⼤学の学⽣たちが⾼知市で増加する
外国⼈観光客へのサービス向上による課題解決と観光振興を⽬的に、独⾃でスマートフォン⽤の多⾔
語観光案内アプリを開発に取り組んだ。 

 
■ 取組の概要等    

⾼知⼯科⼤学 情報学群 ⾼⽥喜朗准教授と３年⽣７⼈が、平成 27 年 10 ⽉から外国⼈観光
客向けに多⾔語対応のスマートフォン⽤アプリ開発に取り組み、半年後の平成 28 年 3 ⽉末に完成し
た。 

完成したアプリは、「⾼知よさこい情報交流館(※)」を案内する「YOSANAVI(よさなび)」と、⾼知市の
飲⾷店や宿泊施設を地図等で案内する「CHUrism(ちゅうりずむ)」の 2 種類。両アプリとも、⽇本語、
英語、韓国語、中国語（簡体字、繁体字）の５⾔語に対応している。 

「YOSANAVI」は、情報交流館内の１６カ所を⽂字と⾳声で案内し、展⽰品を⾒ながら説明を聞く
ことができる。 

「CHUrism」は、⼟佐弁の「ちゅう」と観光を意味する「tourism」をかけたネーミング。地図上から飲⾷
店や宿泊施設、観光地を選ぶと、その場所の説明を各⾔語で読むことができ、施設が対応できる⾔語も
表⽰する。緊急時には警察署や病院の場所も調べられる。 

両アプリは基本ソフト(ＯＳ)がアンドロイドの端末に対応。アプリ提供サイト「グーグルプレイストア」で無
料ダウンロード可能。 

※「⾼知よさこい情報交流館」は、⾼知の「よさこい祭り」の歴史や魅⼒を紹介する観光施設 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
⾼知市におけるインバウンド対策と観光事業の推進に貢献した。 
開発チームの学⽣は、開発期間全体を通じて依頼元の⾼知市観光協会の⽅と繰り返し打ち合わせ

をし、アプリの設計とバックエンドサーバを含むすべての開発を独⼒で⾏った。「実システムの開発を体験し
て実践的な⼒を付ける」という授業の⽬的は⼗⼆分に達成できたと⾔える。 

  
■ 取組の課題    

授業期間終了後のソフトウェアの運⽤・保守が課題である。不具合等あった場合は⼤学院に進学した
開発メンバーがボランティアで対処しているが、急ぎの対応はできない場合があるし、機能拡張等に⼤幅
に時間を割くのは難しい。また、メンバーが⼤学を離れた後は保守できなくなる可能性がある。 

アンドロイド端末以外の機器（主に iOS 端末）への展開も課題である。 
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■ 今後の取組予定 
別の開発チームにより、iOS ⽤ YOSANAVI・CHUrism を開発中である。 

     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

20 万円 ⾼知市及び⾼知市観光協会からの受託研究 

 
■ 取組のイメージ等 

 

アプリ画⾯ 

  

「YOSANAVI」  「CHUrism」 
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≪平成 28 年度≫    

地域伝統芸能を題材としたプログラミング学習の導⼊ 
     

【実施団体】株式会社 TENTO 
株式会社ダンクソフト 

 
■ 背景・経緯 

2020 年度から⼩学校で必修となるプログラミング教育であるが、⾸都圏周辺を除いては教育が普及
しているとは⾔いがたく、都市部以外でもプログラミング教育を普及させる必要がある。 

徳島県神⼭町は、農村部でありながら光ファイバー網が整備され、IT 企業や⾃治体、⼤学などがサテ
ライトオフィスを数多く構え、エンジニア⼈材を多く有する最先端の⽥舎町。 

このたび、総務省の「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業(※)の⼀環として、提案公
募が⾏われたクラウドや地域⼈材を活⽤した、効果的・効率的なプログラミング教育の実施モデルとして、
神⼭町におけるプロジェクトが採択となった。 

徳島県全体で馴染みの深い⼈形浄瑠璃を題材とした教材を作成することで、⼦供たちの興味を引き
ながらプログラミングの楽しさを知るきっかけとなりうるプロジェクトを展開した。 

 
■ 取組の概要等  

吉野川流域の藍染で栄えた徳島は芸能が盛んで、その代表的なものが⼈形浄瑠璃。戦前までは各
村々に浄瑠璃の舞台が⽤意されるなど⼤衆の娯楽だったが、⼦どもたちの間ではあまり知られていない。 

そこで、神⼭町にあるサテライトオフィスのエンジニアをメンターとして、町内の広野⼩学校 6 年⽣を対象
に、プログラムにより⼈形浄瑠璃を動かすことで伝統芸能とコンピューターに同時に親しみを持たせる試み
とした。授業にあたり、株式会社ダンクソフトが技術⼒を⽣かして独⾃の教材を開発し、⾸都圏でプログ
ラミング教室を展開する株式会社 TENTO が授業のノウハウを提供。 

授業において、児童はメンターの指導を受けながら、3D プリンターで作製した⽊造型ロボットをビジュア
ルプログラミング⾔語「Scratch(スクラッチ)」により動かした。実証内容は以下のとおり。 

＜実証内容＞ 
○地⽅の IT 系⼈材活⽤ 

地⽅サテライトオフィスのスタッフが地域のプログラミング教育の担い⼿になりうること 
○伝統芸能の継承 

かつての最新技術であった⼈形浄瑠璃を、現在の最新技術と組み合わせることで⾝の回りにある現代のテ
クノロジーと伝統技術が地続きであることを体験する 
○安価なハードウェアを使った学習システム 

スクラッチと⼩数のハードウェアの組み合わせで⼈形を動かす安価なシステムが構築可能なこと 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業概要 
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■ 取組の効果⼜は期待される効果    
○地⽅の IT 系⼈材活⽤ 

メンターは、⽤意した教材をさらに発展させ、また、講座内容も独⾃の⼯夫を盛り込んでいた。 
○伝統芸能の継承 

授業後に、⼈形浄瑠璃をまたやりたいと答えた⼦どもが 80%以上いた。 
○安価なハードウェアを使った学習システム 

安価なハードウェアの活⽤と 3D プリンターなどの組み合わせで、応⽤範囲の広がりが期待できる。 
     
■ 取組の課題    

平⽇にメンター向け講座および⼦ども向け講座を開催したため、集まったのが想定した⼈数よりも少な
かった。社会⼈をメンターとして活⽤するのであれば、講座は週末に開催する⽅が望ましい。 

また、伝統芸能を継承するためには、プログラミングの⼈形浄瑠璃を舞台で演じさせるなど、伝統芸能
へ誘導する⼯夫が必要である。 

今回の学習システムは、複数の装置とサーバ・クライアントソフトウェアの組み合わせであったが、システム
に慣れた専⾨家でないと扱いにくいところがあった。より安価で操作性のよい学習システムの構築が求めら
れる。 

     
■ 今後の取組予定   

初めてプログラミングに触れた⼦たちからも授業がとても好評だったことから、開発した教材が興味の対
象として強い印象を残したことを確認できた。そこで、徳島県内で引き続きプログラミング体験が可能な場
を今後も提供していく予定である。 

    
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ H28 年度総務省「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業 
 

■ 取組のイメージ等 

 
教材のモチーフ 広野⼩学校でのプログラミングの授業の様⼦ 

(※) 「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業 
総務省では、プログラミング教育の低コストかつ効果的な実施⼿法や指導者の育成⽅法等を、クラウドを

活⽤しつつ実証し、全国に普及させるべく、平成 28 年度より「若年層に対するプログラミング教育の普及推
進」事業に取り組んでいる。 
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≪平成 28 年度≫  

⻑浜プロモーションビデオを制作 
 

   【実施団体】愛媛県⻑浜⾼等学校 
ginza photo studio、株式会社あいコミュニケーションズ 

 
■ 背景・経緯 

1935 年、愛媛県⼤洲市⻑浜に四国初の⽔族館、⻑浜⽔族館が誕⽣した。町⺠の誰もが愛した町
のシンボルだったが、1985 年に⽼朽化のため惜しまれながら閉館した。それから 14 年後の 1999 年、
⻑浜⽔族館の復活を願い、⻑浜⾼校の教室に⽣徒たちの⼿で⽔族館が誕⽣した。これが⻑⾼⽔族館
である。以来毎⽉ 1 回、第三⼟曜⽇の 11:00〜15:00 に⼀般公開している。⼀般公開⽇には 200
〜800 ⼈が訪れ、来館者は⽣き物や⾼校⽣と交流し、地域の環境教育の場として、観光名所として注
⽬を集めている。 

本プロモーションビデオは、「愛媛県版まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」に設定された構想実現の⼀環
として、⻑浜⾼校が企画・制作した。本プロモーションビデオの制作を通して、⻑⾼⽔族館来館者を地元
観光施設等へ環流させる仕組み作りをするとともに、地域に貢献する⼈材を育成することを⽬的としてい
る。制作にあたり、企画提案を公募した。審査の上、ginza photo studio および株式会社あいコミュニ
ケーションズに業務委託して、本プロモーションビデオの制作を⾏った。 

 
■ 取組の概要等    

平成 27 年 11 ⽉に、⽣徒会役員が中⼼となり、「⻑浜⾼校 PV 制作委員会」を発⾜。 
まず、全校⽣徒、教職員を対象とした「⻑浜プロモーションビデオに関するアンケート」を実施し、その集

計結果をもとに、コンセプト（①⻑浜⾼校の⽣徒と地域住⺠とのふれあいから⽣まれる「光」を映像化、
②⾼校⽣が運営する⽇本初の⾼校内⽔族館を紹介、③⻑浜を訪れた外国⼈ビジターに、⻑⾼⽔族館
のクマノミが⻑浜の町をナビゲート）、ターゲット（⻑浜⾼校への⼊学を期待する中学⽣、将来⻑浜への
定住を期待する国内外の若者）、出演者（⻑浜⾼校⽣、地域住⺠）、映像構成などを決定した。 

この原案をもとに、株式会社あいコミュニケーションズがシナリオのコーディネートを⾏い、地元⻑浜の写
真館である ginza photo studio（ギンザ・フォト・スタジオ）が撮影、編集を⾏った。 

出演者は、⻑浜⾼校の⽣徒と先⽣（漁師は体育教師）、地域住⺠で、BGM は、⻑浜⾼校卒業
⽣ら地元アマチュア⾳楽家が制作するなど、オール地元キャストによる作品である。 

制作過程では、⻑浜⾼校 PV 制作委員会や⻑⾼まちづくり委員会（地域の商店連盟、⾏政、⼤学
教授、企業の委員、⻑浜⾼校教職員で構成）の意⾒を反映させるなどして、2 ヶ⽉をかけて⻑浜プロモ
ーションビデオの「プレシャツライツ」、「⻑⾼アクアリウム」、「アメージング ナガハマ」の 3 作品を制作した。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

本プロモーションビデオを DVD 配布、および WEB 上の動画配信サイト（Youtube）での公開を通し
て、⻑浜地区の活性化を期待できる。 

また、⽣徒や地域住⺠が、ビデオ制作に参加することで、地域を担う⼈材の育成を図ることができる。 
「プレシャスライツ」は、総務省四国総合通信局などが主催する「四国コンテンツ映像フェスタ 2016」

（※）において、「最優秀賞（プロ・セミプロ部⾨）」、「10 周年記念賞」、「オーディエンス賞」の３冠
に輝いた。 
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※「四国コンテンツ映像フェスタ」は、地域のデジタル動画コンテンツ制作者に発表の場を設けることにより、⼈

材育成と地域コンテンツ（地域の情報を含んだコンテンツ）流通の促進を図るため、2007 年度から毎年
開催。10 回⽬となる 2016 年度は、各地から全 62 作品の応募があり、「⼩・中学⽣」、「アマチュア」、「プ
ロ・セミプロ」の部⾨毎に、最優秀賞 1 作品が選ばれた。 
＜参考＞四国コンテンツ映像フェスタ 2016 の⼊賞作品はこちら 

（http://www.shikoku-ictcon.jp/?page_id=4809） 
  

■ 取組の課題    
今回のビデオ制作は、地⽅創⽣先⾏型交付⾦を活⽤し、映像制作のプロに業務委託することで実現

できた。⻑浜⾼校の⽣徒および職員は、動画制作について⼗分な知識と技術を有する者がおらず、今
後継続した動画制作が⾏えるかどうかが課題である。 

    
■ 今後の取組予定 

今回のような本格的な動画作品の制作は、現段階で予定していないが、⻑⾼⽔族館の⽣物や地元
の海の⽣き物を紹介する簡単な動画については、⽔族館部の活動の⼀環として制作していきたいと考え
ている。 

     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 
324 万円 

（プレシャスライツほか 2 作品、計 3 作品の製作費） 地⽅創⽣先⾏型交付⾦事業 

 
■ 取組のイメージ等 

 

「プレシャスライツ」の⼀場⾯ 「⻑⾼アクアリウム」の⼀場⾯ 
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≪平成 28 年度≫    

動画を⽤いた津波避難マップ 
     

【実施団体】徳島⽂理⼤学 
 
■ 取組の概要等    

南海トラフ巨⼤地震の発⽣確率は 30 年以内に約 70%と予想され、徳島沿岸部は⼤きな津波被
害を受けることが想定されている。防災意識は⾼まっているものの、住んでいる場所以外の勤務先や通
学先、配達や送迎で訪れる場所などで津波に襲われた場合、津波避難場所として指定されている場所
を知っている⼈は少なく、特に災害時要援護者（⾞いすや寝たきりなど、避難時に援助を必要としてい
る⽅）の避難については課題を多く残している。 

そのような中、徳島⽂理⼤学理学療法学科の柳澤幸夫准教授と、メディアデザイン学科の⼭城新吾
講師、両学科の学⽣が協同で取り組んでいるのが、鳴⾨市内・阿南市内・美波町⽇和佐地区の津浪
避難場所紹介プロジェクト。 

本プロジェクトは、鳴⾨市内と阿南市内の主要な津波避難場所に QR コードを付け、紙のハザードマッ
プ上に記載。スマートフォンやタブレット端末から読み込むと、現地の津波避難場所までの経路が動画で
閲覧できる。動画は「徒歩避難」、「⾞いす避難」の 2 つを撮影し、編集している。 

学⽣は平成 27 年 10 ⽉〜12 ⽉は鳴⾨市、平成 28 年 10 ⽉〜12 ⽉は阿南市にてカメラを持ち、
主要道路から各避難場所までの道のりを実際に歩いて撮影した。動画による避難マップは、動画投稿サ
イト「ユーチューブ」でも公開している。 

阿南市の⽻ノ浦公⺠館、那賀川公⺠館で開かれた津波避難マップの体験会では、住⺠や医療福祉
関係者が避難場所までの経路を動画で確かめた。参加者よりなど多くの意⾒が寄せられた。 

さらに、新たな取り組みとして 360 度動画を⽤いた津波避難マップの作成にも着⼿し、徳島県美波町
にて活動している。360度動画は再⽣中に⾃由に⾓度を変えられ、周囲の状況や⾜場の状況等を確認
することができ、⾞椅⼦や⾼齢者の徒歩での避難経路を考える際に役⽴つ。 

平成 28 年 1 ⽉で⾏われた美波町⽇和佐公⺠館での体験会参加者は、スマートフォンやタブレット端
末のほか、現実の世界に⼊り込んだような体験ができる技術「バーチャルリアリティー(ＶＲ)」のゴーグル型
端末を使って、動画を視聴。画⾯の向きや⾓度を変えることによって全⽅位を⾒ることができ、避難場所
までの経路や周辺の家屋の様⼦を確認した。 
今後、住⺠の意⾒を聞いて修正しながら、他の地域でのマップづくりも進める。 
   

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
阿南市での津波避難マップの体験会の参加者からは、「どのような経路なのか、携帯で動画がみること

ができ、役⽴つ。」、「⾞いすの⽅に対する介助⽅法を初めてみた。参考になる。」などのコメントが寄せら
れた。これらの動画を有効活⽤することで、災害時の要援護者への⽀援をイメージしていただきたい。 

また、美波町⽇和佐での 360 度動画体験の参加者からは「災害にはいつどこで遭うか分からない。⾏
ったことの無い場所の様⼦を実際に歩いているような感覚で⾒られて、貴重な体験になった」、「まだ津波
避難場所を知らない⽅には動画を事前にみていただき、実際に⾒て確認しようと思う動機づけにできれば」
とのコメントが寄せられた。360 度動画活⽤では、現場にいるような臨場感と、平⾯地図では分からない
部分を⽴体的に理解できる。 

これらの動画を⽤いて事前に避難場所の情報を把握し、個別に避難計画を考える際の⼿助けにして
ほしい。 
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■ 取組の課題    

⾼齢化が進み、⾼齢者の多くが介護保険を利⽤して病院・施設から在宅への推進がなされている反
⾯、津波避難時の要援護者への⽀援は⼗分ではないため、早急に対応が必要である。 

今後、各⾃治体などとも連携し、動画のさらなる有効活⽤について検討していく。 
   

■ 今後の取組予定   
平成 29 年度以降は、美波町由岐地区のマップ制作を計画している。   

  
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

◆平成 27 年度 
   1.35 万円 
◆平成 28 年度 

1.50 万円 
2.59 万円 

◆平成 27 年度 
１．e-とくしま推進財団 調査・研究事業 

◆平成 28 年度 
１．e-とくしま推進財団 調査・研究事業 
２．徳島⽂理⼤学「特⾊ある教育・研究」地域活性化・社会貢献事業 

 
■ 取組のイメージ等 

  

  

撮影の様⼦・介助⽅法の動画（例） 体験会の様⼦ 
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≪平成 28 年度≫    

えひめの婚活応援アプリ 「ひめ ring（ひめりん）」 
     

【実施団体】えひめ結婚⽀援センター 
 
■ 取組の概要等    

⼀般社団法⼈愛媛県法⼈会連合会が運営するえひめ結婚⽀援センターは、愛媛県の少⼦化対策
の⼀環として、結婚を希望する男⼥に出会いの場を提供する公的なセンター。 

センターでは、独⾝男⼥の出会う機会を提供する結婚⽀援イベント「de 愛イベント」を開催するほか、
1 対 1 のお⾒合い事業「愛結び」では、年に 50 万件ずつ蓄積される会員の⾏動履歴をビッグデータとし
て活⽤し、参加者⼀⼈ひとりに合う可能性のある異性を⾒つけ出すシステムを構築している。 

本センターを気軽に利⽤してもらおうと、平成 29 年 3 ⽉ 25 ⽇から、お⾒合いやイベントに関する⼿続
きなどが⾏える婚活アプリ「ひめ ring（ひめりん）」の無料配信を開始。 

結婚を希望する 20 歳以上の独⾝者、交際を⽀援するボランティア推進員等による利⽤を想定し、ア
プリでは、お⾒合い事業「愛結び」の会員、婚活の「de 愛イベント」の参加希望者、ボランティア推進員
等に対応する 3 種類を開発。空いた時間や思いついたときにすぐに、スマートフォンやタブレットからアクセ
スが可能となった。 

「愛結び」では、相⼿情報の閲覧予約やお⾒合いの申し込み確認などが可能であり、「de 愛イベント」
では応募や参加の⼿続きなどを⾏うことができる。 

 
＜便利な 5 つのポイント＞ 

１ スマートフォンやタブレットでも⾒やすく使い易いデザイン 
２ イベントユーザ登録すると、イベントに関する全てがこのアプリで完結 

※⾃分の年齢にあったイベントのみ情報が届くように設定できる抽出機能付き 
３ 会員登録すると、愛結びに関する全てこのアプリで完結 
４ プッシュ機能で新着情報をより分かり易くお知らせ 

※イベント当選通知・お⾒合いのお申込み・センターからのお知らせを⾒逃さないようにサポート 
５ ボランティアさんからのフォローも⾒やすい画⾯で分かり易く表⽰ 
    

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
20 代を中⼼とする若い世代が使い慣れたスマートフォンで婚活⽀援アプリを活⽤できるようになったほ

か、情報の取捨選択や新着情報の⾒逃し防⽌により利便性が向上するため、登録者の年齢層を引き
下げる効果が期待できる。    

     
■ 取組の課題    

平成29 年3⽉25 ⽇(⼟)に配信を開始しており、平成30 年3 ⽉末時点のダウンロード数20,000
件を⽬標としているため、結婚⽀援を希望する層に、いかに効果的に広報するかが当⾯の課題と考えて
いる。 
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■ 今後の取組予定   
利⽤者からの意⾒を踏まえて、より使いやすい機能へブラッシュアップする。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
年間 2,644 千円（税込） 

※結婚⽀援システム全体の運⽤保守・管理費⽤に含まれる。 地域少⼦化対策重点推進交付⾦ 

 
■ 取組のイメージ等 

 

えひめの婚活応援アプリ 「ひめ ring」 
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≪平成 28 年度≫    

世界が認める！ハイレベル産品・技術ＰＲ事業 
     

【実施団体】徳島県国際企画課 
四国放送株式会社 

 
■ 取組の概要等    

徳島県内には、世界に誇れる優れた技術⼒を有する企業や優れた産品を⽣産する農家が複数ある。
これらの事業主の中には、国内需要の飽和から海外を⽬指している⼈も少なくない。 

徳島県は、この様なハイレベルな技術や産品を⽣み出す事業主の海外展開を促進するため、四国放送
株式会社に委託して、⾼いレベルの製品や技術を世界に向けてＰＲするビデオを制作した。 

ＰＲビデオは中国語版（繁体字、簡体字）及び英語版にローカライズし、台湾のテレビ局での放映
やホームページでの公開、国内外の展⽰会等でのプロモーションに活⽤した。 

    
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

番組告知ＣＭは５２本放送し、のべ８０万⼈の台湾の⽅にＣＭに接触していただいた。番組へのリ
ーチは１６万⼈。また、FACE BOOK ページからは、１．３万⼈にリーチする事ができた。 

これらの実践により、本番組の台湾における放送は広告効果として⼀定の役割を果たしたと⾔える。 
また、県内企業がもつ他にはないような製品や技術、取組を世界に向けてアピールすることにより、この

ビデオで取り上げた企業・製品のみならず、県産品の販売拡⼤、県内企業の海外展開の推進につなが
るものと考えられる。 

     
■ 取組の課題    

今回の事業では、紹介ＶＴＲは１社３分で合計３社しか紹介できなかった。徳島県内には世界に
誇れる優れた技術⼒を有する企業や優れた産品を⽣産する農家がまだまだある。 

このため、さらに多くの企業を紹介する⽅法を考えていくことが課題となる。 
  

■ 今後の取組予定   
国内外での展⽰会等で本ＶＴＲを放映することにより、県内企業等の活性化に役⽴てていく。 
    

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

⾮公開 ⾮公開 
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■ 取組のイメージ等 

 

ロケシーン 番組エンド 

 

＜多⾔語動画コンテンツ＞ 
◆⽇本語 「Tradition & Innovation 〜世界にひとつだけがここにある〜」 

（https://www.youtube.com/watch?v=aAbTjVOliRI） 
◆英語 「Tradition & Innovation 〜Only One in the World at Tokushima Prefecture〜」 

（https://www.youtube.com/watch?v=5ddziQd4cJg） 
◆中国語簡体字「Tradition & Innovation 〜德岛产品 举世⽆双！〜」 

（https://www.youtube.com/watch?v=hjxGuYFq3A8） 
◆中国語繁体字「Tradition & Innovation 〜德島産品 舉世無雙！〜」 

（https://www.youtube.com/watch?v=gLtIhea12ZE） 
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≪平成 28 年度≫ 

スマートフォン⽤の街歩きアプリ 「VR Town in Takamatsu」 
 

【実施団体】株式会社⾼松南部 3 町商店街プロジェクト 
 
■ 取組の概要等  

外国⼈観光客や若者を呼び込もうと、⾼松市中⼼部の商店街（常磐町、⽥町、南新町）がパナソ
ニック社と開発したスマートフォン⽤の街歩きアプリ、「VR Town in Takamatsu」。 

アプリをダウンロードすると、商店街のご当地キャラの案内で街歩きが擬似体験できる仕組みとなってい
る。 

実際に現地に⾏かなくても、うどん県⾼松市の中⼼市街地のど真ん中にあることでん⽡町駅から、有
名観光名勝「栗林公園」までの各商店街の様⼦を⾒ることが可能。 

また、各店舗の営業時間や商品などに加え、⽇替わり定⾷のメニューや割引などの情報もリアルタイム
に配信している。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果 

外国⼈観光客や若者を商店街に呼び込むこと、商店街の回遊時間が延⻑されることなどが期待され
る。 

 
■ 取組の課題 

まずはアプリを制作し、機能性を⾼めることを第⼀に⾏ってきたが、今後はより県外の観光客や外国⼈
観光客の⽬に触れる機会の増加を⽬指してプロモーションしていく必要がある。 

平成 29 年度は、⽇台観光サミットも開催されるなど海外からの観光客も増えることもあり、各⽅⾯と
連携しながら活⽤を進めたい。 

 
■ 今後の取組予定 

新規店舗が出店する際にクーポンを発⾏するなど個店との連携を強化し、より利便性を⾼めるための
機能向上と改善を⾏っていきたい。 
また、まちブラを⽬的とした観光客向けにも、アプリを楽しんでもらえるようなコンテンツを追加していくため、

引き続きパナソニック社と連携して取り組んでいく。 
 
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 四国経済産業局 平成 28 年度予算 
地域・まちなか商業活性化⽀援事業(地域商業⾃⽴促進事業) 
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■ 取組のイメージ等 

   

 

地図/旅⾏アプリ 「VR Town in Takamatsu」 
◇App Store（https://itunes.apple.com/us/app/vrtown-in-takamatsu/id1163190940） 
◇Google Play（https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panasonic.vr.takamatsu） 
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≪平成 28 年度≫    

イイ！naka 動画コンテスト 
     

【実施団体】那賀町観光協会 
 
■ 取組の概要等   

那賀町は、⽇本紅葉の名所100選の⾼の瀬峡、⽇本の滝100選の⼤釜の滝、農村舞台で⾏われ
る⼈形浄瑠璃や襖からくりなど、豊かな⾃然と⽂化を有している。 

紅葉のシーズンには、全域を舞台に「もみじまつり」を開催、例年約 3 万⼈の観光客が訪れるなど、地
域振興の主要イベントとして注⽬されている。 

平成28年度には、本イベントの開催に合わせて「イイ！Naka動画コンテスト」を開催。⾃然や観光ス
ポット、温泉、グルメなど那賀町の魅⼒を撮影した動画作品を募集し、那賀町の魅⼒を対外発信する
仕組みを構築した。 

また、募集期間中に、動画撮影ツアーを実施。動画撮影のノウハウを講師から学びながら、那賀町の
観光地、農村舞台公演等を⽇帰りツアーで回った。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

応募作品は、観光協会 HP、SNS、動画共有サイト等で公開。町の魅⼒を広く世界に発信するとと
もに、町の広報⽤動画として、町内観光施設等で活⽤している。今後、那賀町への観光誘客が期待さ
れる。 

     
■ 取組の課題    

 募集の告知に苦労した。町内外の観光施設等にポスターやチラシを配布。観光協会や町の HP、
SNS 等を活⽤し、募集を呼びかけたが、応募数は３桁に届かなかった。 
 動画データのやり取りにも難渋した。今回のコンテストは、募集した作品を町の広報⽤素材として活⽤
することを⾒込んでいたため、動画をネットにあげるのではなく、データとして送っていただく必要があった。そ
のため、oracle 社のソーシャルクラウドサービスを利⽤。応募作品を安全かつ効率的にファイル共有でき
た。 
 町観光協会は、⾃治体の庁舎内に事務所があり、インターネット環境のセキュリティも⾃治体と同等レ
ベルにある。そのため、応募作品の動画サイトへのアップや SNS への公開に、⼤変⼿間取ることとなった。
今後も、セキュリティ強化はさらに進むと考えられるので、安全な公開システムの構築が必要となる。 

     
■ 今後の取組予定   

映像作家でもある審査委員⻑の⼿により、受賞作品集（約１５分）と応募作品ダイジェスト（約
３０分）の映像作品として編集。町内観光施設はもちろん、ケーブルテレビ、町内外の観光イベント、
インターネット等での公開を予定している。 

    
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

１４０万円 とくしま宝島協議会観光事業補助⾦ 
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■ 取組のイメージ等 

  

イイ！naka 動画コンテスト 動画コンテストの取組の様⼦ 

  

最優秀イイネ賞（⿊滝寺祈りの夏） 最優秀作品賞（⽊沢の⾃然 14） 
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≪平成 28 年度≫    

⿊板アプリ 「Kocri（コクリ）」 
     

【実施団体】株式会社サカワ 
 
■ 取組の概要等   

昔からどこの学校にもあり、形や機能がほとんど変わらず、授業で⼀番使われるツールである⿊板。 
⿊板を作り続けて 98 年の経験と実績をもとに、従来の⿊板そのものを活かしながら、⾝近な ICT 機

器を組み合わせた新しい⿊板環境を作り出すことで、先⽣は準備時間をかけずに写真や映像、グラフや
図表等を駆使した授業が展開できるのではないかと考え、それを可能にしたのが、⿊板アプリ「Kocri（コ
クリ）」。 

Kocri は、⿊板と iPad や iPhone、そして学校にあるプロジェクターを組み合わせて使⽤するもので、
iPad 等に⼊っている教材や図形などをタップするだけで、プロジェクターから⿊板に表⽰される。あとは表
⽰されたものに対して、チョークで書き込みをしてアナログ(チョーク)とデジタル(Kocri)を組み合わせて授業
を展開するというもの。 

電⼦⿊板のような複雑な機器を操作するのではなく、iPad や iPhone といった馴染みのある端末で簡
単に操作できる点が、ICT へのハードルを下げることにもつながっている。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

電⼦⿊板等、他の ICT 機器を揃えることと⽐較すると、⾮常に安価に導⼊可能であり、また、今まで
通り⿊板を使⽤できることで、誰でも簡単に操作することが可能となった。 

パソコンなどが苦⼿な先⽣や、予算や環境などから ICT の導⼊に課題を抱える教育機関をサポートす
るもので、⼩中⾼や教科などに関係なく幅広く活⽤いただいている。 

また、先⽣⽅からは、「今までパソコンで準備していた作業時間が短縮された」、「授業で板書を書く負
担が減ったことで、⽣徒の板書待ちの時間が短縮する」など、好意的な意⾒をいただいている。 

     
■ 取組の課題    

Kocriを使うためのタブレットやプロジェクターなどのICT機器の普及率がまだまだ低いため、アプリと機器
を⼀緒に提案するなどオプションのラインナップを増やしていく必要がある。 

     
■ 今後の取組予定   

⽇本では、発売から 1 年半で 16,000 ⼈の⽅が Kocri を使⽤。今後は、Kocri で利⽤可能なコンテ
ンツを作成して先⽣⽅に提供すること、また、Kocri を利⽤していただいている先⽣同⼠の知識の共有な
どを図ることで、教育の”輪”を広げていきたい。 

また、教育機関に対しての提供にとどまらず、アパレル業者や飲⾷店など幅広い分野での活⽤も提案
していきたい。 

さらに、Windows 版の開発などにも挑戦し、アジアを⾜がかりとして Kocri の海外展開を図っていきた
いと考えている。 
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今後実現していきたいこと 
    
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

⽉額 600 円 / 年額 6,000 円 － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

「Kocri（コクリ）」でできること 1 「Kocri（コクリ）」でできること２ 
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≪平成 28 年度≫ 

国際交流基⾦海外放送コンテンツ 

【実施団体】株式会社⾼知放送 

■ 取組の概要等
独⽴⾏政法⼈国際交流基⾦が総務省、経済産業省などが連携した「放送コンテンツ等海外展開⽀

援事業」の⼀環として、⽇本の放送がされにくい国や地域に無償でコンテンツを提供する事業。 
平成 28 年度は、メキシコの Television Mexiquense に四国をテーマにした 18 のテレビ番組を提

供した。タイトル「Wonder Box！四国」10 本、「⾷の宝庫、四国」が８本。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
コンテンツが現地で放送されることで、四国の観光地やグルメ、祭りなどを広く紹介できる。
コンテンツ映像がメキシコ最⼤級の⾼級⾷品⾒本市「Expo ANTAD 2017」のジャパンブースで活⽤

され、⽇本産品の売り込みに役⽴った。 
既製コンテンツの 2 次、3 次活⽤ができる。 

■ 取組の課題
既にスペイン語にローカライズされた素材の 2 次利⽤だったため、特に課題はなかった。

■ 今後の取組予定
⼀度、ローカライズしたものを同じ⾔語圏への 2 次販売。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

109 万円 放送コンテンツ等海外展開⽀援事業 

■ 取組のイメージ等

Wonder Box！四国「旬をお届けハッピーベジフル」 ⾷の宝庫、四国「ブリの島」 
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