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■観光・誘客の促進 ★：追加・更新分

取組年度 事業/取組名 観光
誘客

産業
産品

伝統
⽂化

安⼼
安全

移住
定住

⼈材
育成 ⾴

1 ★ 28 世界が認める！ハイレベル産品・技術ＰＲ事業 四国放送株式会社 ○ ○ ○ 1

2 27 徳島県の伝統⽂化「藍染」を中⼼とした地域事業活性化に資するテレビ番
組の活⽤ 四国放送株式会社 ○ ○ ○ 3

3 ★ 28 ４Ｋ徳島映画祭２０１６ ＆ とくしま４Kフォーラム２０１６ とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 ○ ○ ○ 5
4 26 ふるさとプロモーション　〜神⼭アーカイブス製作中〜 神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラット

イーズ ○ ○ ○ ○ 6
5 ★ 28 イイ！naka 動画コンテスト 那賀町観光協会 ○ ○ 7
6 25 - 継続 番組「阿波ストリームｄｅ８」を配信 阿波市観光協会 ○ ○ ○ 9
7 26 ⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 10

8 26 ⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫ ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 11

9 25 映画祭LA Eiga Festにおける「瀬⼾内海賊物語」の上映と県産品・観光
情報の発信

⾹川県、愛媛県、株式会社平成プロジェクト、
⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ 13

10 26 ケーブルテレビ放送Nolifeでの⾼松紹介番組放送 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ 14
11 24 - 継続 「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ ○ ○ 15
12 24 - 継続 インターネット動画配信事業 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ 17
13 ★ 28 瀬⼾内国際芸術祭２０１６夏 「五感をくすぐるアートな旅」 株式会社ケーブルメディア四国 ○ ○ ○ 18
14 27 ⾹川県特産品イベント連動番組制作および発信 株式会社ケーブルメディア四国 ○ ○ ○ 19

15 26 観光をテーマとしたアイデアソン、ハッカソン 主催：⽇本Androidの会⾹川⽀部、GDG四
国、共催：情報通信交流館 ○ ○ 20

16 ★ 28 スマートフォン⽤の街歩きアプリ「VR Town in Takamatsu」 株式会社⾼松南部3 町商店街プロジェクト ○ ○ ○ 21
17 25 ご当地ヒーローと映像制作による情報発信事業 NPO法⼈東かがわ市ニューツーリズム協会 ○ ○ 23
18 ★ 28 ⾥島ツーリズム促進プロモーション映像等制作事業 まつやま⾥島ツーリズム連絡協議会 ○ 24
19 ★ 28 ミュージカルを活⽤した海外での地域PR事業 株式会社愛媛ＣＡＴＶ ○ ○ ○ 25

20 26 魅⼒ある愛媛の演劇コンテンツを海外へ
≪新たなビジネス展開と⽂化芸術の交流に向けて≫ 株式会社愛媛ＣＡＴＶ ○ ○ ○ 27

21 ★ 28 ⻑浜プロモーションビデオを制作 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 ○ ○ 29

22 25 - 継続 えひめの動画 愛媛県を動画で元気にします！ ネット動画で地域活性 佐川印刷株式会社 ○ ○ 31
23 27 - 継続 いよマーチング委員会 愛媛ひとまち百景 佐川印刷株式会社 ○ 33
24 26 伊予彩まつり及び伊予市のテレビ放送を⽤いた宣伝事業 伊予市観光協会 ○ ○ 34
25 26 四国中央市観光協会ＨＰリニューアル 四国中央市観光協会 ○ ○ ○ 35
26 25 東温市観光PRビデオの制作(5分版、10分版) 株式会社ジョイ・アート ○ ○ ○ 36
27 26 砥部町観光協会ＨＰリニューアル 砥部町観光協会 ○ ○ ○ 37
28 25 、 26 佐⽥岬サイクリングパラダイスＨＰ作成 佐⽥岬広域観光推進協議会 ○ 38
29 24 - 継続 情報発信事業 NPO法⼈佐⽥岬ツーリズム協会 ○ ○ ○ 39
30 24 - 継続 愛南ワンダーランド 愛南リポーターズ ○ ○ ○ 40
31 ★ 28 国際交流基⾦海外放送コンテンツ 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 41
32 ★ 27 国際交流基⾦海外放送コンテンツ 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 42
33 26 海外放送コンテンツ「Wonder Box！四国」の製作と関連イベント 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 43
34 ★ 27 ５⾔語対応の⾼知市観光アプリを開発 ⾼知⼯科⼤学 ○ ○ 45

35 27 「すさきがすきさＰＶ」を制作 ⾼知県須崎市⽴須崎中学校
よさこいケーブルネット株式会社 ○ ○ ○ ○ 47

36 24 - 継続 ⾼知県観光情報サイト「よさこいネット」のリニューアル及び運⽤ ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ ○ 49
37 27 ⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇」ＰＲ映像の製作 ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ ○ 50

38 25 ⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇〜⾼知家の⾷卓〜」PR映像の製作 ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ 51

39 25 - 26 近隣県での週末観光情報の発信 ⾼知県観光コンベンション協会 ○ 52
40 24 - 26 県外テレビ局での放送を前提とした県内テレビ局制作番組への協賛 ⾼知県観光コンベンション協会 ○ 53
41 26 映画「0.5ミリ」特設劇場 株式会社桃⼭商店・⾼知市 ○ ○ 54
42 26 四万⼗映画祭 四万⼗映画祭実⾏委員会 ○ ○ ○ 55
43 26 映画「あらうんど四万⼗ 〜カールニカーラン〜」 映画「あらうんど四万⼗」製作委員会 ○ 56
44 25 四万⼗おきゃく映画祭 四万⼗おきゃく映画祭実⾏委員会 ○ ○ 57
45 26 地域発信型映画「ウゲウゲ！」の製作 NPOうげうげ王国・吉本興業 ○ 58

■地場産業・産品の振興
取組年度 事業/取組名 観光

誘客
産業
産品

伝統
⽂化

安⼼
安全

移住
定住

⼈材
育成 ⾴

1 ★ 28 世界が認める！ハイレベル産品・技術ＰＲ事業 四国放送株式会社 ○ ○ ○ 59

2 27 徳島県の伝統⽂化「藍染」を中⼼とした地域事業活性化に資するテレビ番
組の活⽤ 四国放送株式会社 ○ ○ ○ 61

3 ★ 28 地域伝統芸能を題材としたプログラミング学習の導⼊ 株式会社TENTO、株式会社ダンクソフト ○ ○ ○ 63
4 ★ 28 ４Ｋ徳島映画祭２０１６ ＆ とくしま４Kフォーラム２０１６ とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 ○ ○ ○ 65
5 27 ４Ｋ徳島映画祭２０１５ｉｎ神⼭&とくしま４Ｋフォーラム２０１５ とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 ○ ○ 66
6 26 とくしま４Ｋフォーラム２０１４ とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 ○ ○ 67
7 ★ 28 とくしまデジタルアートミュージアム構想 とくしまLED・デジタルアート実⾏委員会 ○ ○ 69

8 26 デジタルコンテンツビジネスセミナー 　映像編4K
公益財団法⼈とくしま産業振興機構、四国⼤
学、株式会社丸菱、株式会社えんがわ、株式
会社プラットイーズ

○ ○ 70

9 26 「徳島発　幸せここに」シンポジウム
「⼈⼝減少社会への挑戦〜神⼭－東京から考える〜」

徳島県、徳島新聞社、東京徳島県⼈会、株式
会社えんがわ、株式会社プラットイーズ、株式会
社神⼭神領、HIP

○ ○ 71

10 26 ふるさとプロモーション　〜神⼭アーカイブス製作中〜 神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラット
イーズ ○ ○ ○ ○ 72

11 25 - 継続 番組「阿波ストリームｄｅ８」を配信 阿波市観光協会 ○ ○ ○ 73
12 26 、 27 にし阿波で働く／にし阿波を知る NPO法⼈マチトソラ ○ ○ ○ 74

13 26 ⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫ ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 75

14 26 ⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 77

⽬　　次

四国の地域コンテンツ制作・発信の取組事例　【企業・団体】

実施団体

実施団体

徳
島

⾹
川

⾼
知

徳
島

愛
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15 25 映画祭LA Eiga Festにおける「瀬⼾内海賊物語」の上映と県産品・観光
情報の発信

⾹川県、愛媛県、株式会社平成プロジェクト、
⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ 78

16 24 - 継続 「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ ○ ○ 79
17 24 - 継続 インターネット動画配信事業 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ 81
18 26 ケーブルテレビ放送Nolifeでの⾼松紹介番組放送 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ 82
19 ★ 28 瀬⼾内国際芸術祭２０１６夏 「五感をくすぐるアートな旅」 株式会社ケーブルメディア四国 ○ ○ ○ 83
20 27 ⾹川県特産品イベント連動番組制作および発信 株式会社ケーブルメディア四国 ○ ○ ○ 84
21 ★ 28 スマートフォン⽤の街歩きアプリ「VR Town in Takamatsu」 株式会社⾼松南部3 町商店街プロジェクト ○ ○ ○ 85
22 25 ご当地ヒーローと映像制作による情報発信事業 NPO法⼈東かがわ市ニューツーリズム協会 ○ ○ 87
23 ★ 27 - 継続 ⽇本のさかな⽂化を愛媛から発信するフリーマガジン - E のさかな 佐川印刷株式会社 ○ 88
24 ★ 28 ミュージカルを活⽤した海外での地域PR事業 株式会社愛媛ＣＡＴＶ ○ ○ ○ 89

25 26 魅⼒ある愛媛の演劇コンテンツを海外へ
≪新たなビジネス展開と⽂化芸術の交流に向けて≫ 株式会社愛媛ＣＡＴＶ ○ ○ ○ 91

26 ★ 28 ⿊板アプリ 「Kocri（コクリ）」 株式会社サカワ ○ 93
27 26 伊予彩まつり及び伊予市のテレビ放送を⽤いた宣伝事業 伊予市観光協会 ○ ○ 95
28 26 四国中央市観光協会ＨＰリニューアル 四国中央市観光協会 ○ ○ ○ 96
29 25 東温市観光PRビデオの制作(5分版、10分版) 株式会社ジョイ・アート ○ ○ ○ 97
30 26 砥部町観光協会ＨＰリニューアル 砥部町観光協会 ○ ○ ○ 98
31 24 - 継続 情報発信事業 NPO法⼈佐⽥岬ツーリズム協会 ○ ○ ○ 99
32 24 - 継続 愛南ワンダーランド 愛南リポーターズ ○ ○ ○ 100
33 ★ 28 国際交流基⾦海外放送コンテンツ 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 101
34 ★ 27 国際交流基⾦海外放送コンテンツ 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 102
35 26 海外放送コンテンツ「Wonder Box！四国」の製作と関連イベント 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 103

36 27 「すさきがすきさＰＶ」を制作 ⾼知県須崎市⽴須崎中学校
よさこいケーブルネット株式会社 ○ ○ ○ ○ 105

37 26 、 27 ⾼知⼤⽣が⾏く　ウラ学のススメ ⾼知ケーブルテレビ株式会社 ○ ○ 107
38 24 - 継続 ⾼知県観光情報サイト「よさこいネット」のリニューアル及び運⽤ ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ ○ 108
39 27 ⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇」ＰＲ映像の製作 ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ ○ 109

40 25 ⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇〜⾼知家の⾷卓〜」PR映像の製作 ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ 110

■伝統・⽂化の伝承
取組年度 事業/取組名 観光

誘客
産業
産品

伝統
⽂化

安⼼
安全

移住
定住

⼈材
育成 ⾴

1 ★ 28 世界が認める！ハイレベル産品・技術ＰＲ事業 四国放送株式会社 ○ ○ ○ 111

2 27 徳島県の伝統⽂化「藍染」を中⼼とした地域事業活性化に資するテレビ番
組の活⽤ 四国放送株式会社 ○ ○ ○ 113

3 ★ 28 地域伝統芸能を題材としたプログラミング学習の導⼊ 株式会社TENTO、株式会社ダンクソフト ○ ○ ○ 115
4 26 ふるさとプロモーション　〜神⼭アーカイブス製作中〜 神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラット

イーズ ○ ○ ○ ○ 117
5 25 - 継続 番組「阿波ストリームｄｅ８」を配信 阿波市観光協会 ○ ○ ○ 118
6 26 、 27 にし阿波で働く／にし阿波を知る NPO法⼈マチトソラ ○ ○ ○ 119
7 26 ⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 120

8 26 ⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫ ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 121

9 26 ケーブルテレビ放送Nolifeでの⾼松紹介番組放送 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ 123
10 24 - 継続 インターネット動画配信事業 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ 124
11 24 - 継続 「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ ○ ○ 125
12 ★ 28 瀬⼾内国際芸術祭２０１６夏 「五感をくすぐるアートな旅」 株式会社ケーブルメディア四国 ○ ○ ○ 127
13 27 ⾹川県特産品イベント連動番組制作および発信 株式会社ケーブルメディア四国 ○ ○ ○ 128
14 ★ 28 スマートフォン⽤の街歩きアプリ「VR Town in Takamatsu」 株式会社⾼松南部3 町商店街プロジェクト ○ ○ ○ 129
15 ★ 28 ミュージカルを活⽤した海外での地域PR事業 株式会社愛媛ＣＡＴＶ ○ ○ ○ 131

16 26 魅⼒ある愛媛の演劇コンテンツを海外へ
≪新たなビジネス展開と⽂化芸術の交流に向けて≫ 株式会社愛媛ＣＡＴＶ ○ ○ ○ 133

17 25 - 継続 えひめの動画 愛媛県を動画で元気にします！ ネット動画で地域活性 佐川印刷株式会社 ○ ○ 135
18 26 四国中央市観光協会ＨＰリニューアル 四国中央市観光協会 ○ ○ ○ 137
19 25 東温市観光PRビデオの制作(5分版、10分版) 株式会社ジョイ・アート ○ ○ ○ 138
20 26 砥部町観光協会ＨＰリニューアル 砥部町観光協会 ○ ○ ○ 139
21 24 - 継続 情報発信事業 NPO法⼈佐⽥岬ツーリズム協会 ○ ○ ○ 140
22 24 - 継続 愛南ワンダーランド 愛南リポーターズ ○ ○ ○ 141
23 ★ 28 国際交流基⾦海外放送コンテンツ 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 142
24 26 海外放送コンテンツ「Wonder Box！四国」の製作と関連イベント 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 143

25 27 「すさきがすきさＰＶ」を制作 ⾼知県須崎市⽴須崎中学校
よさこいケーブルネット株式会社 ○ ○ ○ ○ 145

26 ★ 27 国際交流基⾦海外放送コンテンツ 株式会社⾼知放送 ○ ○ ○ 147
27 24 - 継続 ⾼知県観光情報サイト「よさこいネット」のリニューアル及び運⽤ ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ ○ 148
28 27 ⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇」ＰＲ映像の製作 ⾼知県観光コンベンション協会 ○ ○ ○ 149
29 26 映画「0.5ミリ」特設劇場 株式会社桃⼭商店・⾼知市 ○ ○ 150
30 26 四万⼗映画祭 四万⼗映画祭実⾏委員会 ○ ○ ○ 151
31 25 四万⼗おきゃく映画祭 四万⼗おきゃく映画祭実⾏委員会 ○ ○ 152

■安⼼・安全に暮らせるまちづくり
取組年度 事業/取組名 観光

誘客
産業
産品

伝統
⽂化

安⼼
安全

移住
定住

⼈材
育成 ⾴

1 ★ 28 動画を⽤いた津波避難マップ 徳
島

徳島⽂理⼤学 ○ ○ 153

2 26 インターネットで⽣放送をはじめよう！
≪中⾼⽣のためのメディアプロモーションワークショップ≫ 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ ○ 155

3 24 - 継続 「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ ○ ○ 157
4 ★ 28 えひめの婚活応援アプリ 「ひめring（ひめりん）」 えひめ結婚⽀援センター ○ 159

5 27 ⼤学⽣による「情報モラル教室」
NPO法⼈松⼭⼤学学⽣地域創造研究所
Muse、四国⼤学経営情報学部メディア情報学
科、四国総合通信局

○ ○ 161

6 25 - 継続 「⾼知e-お薬⼿帳」 公益社団法⼈⾼知県薬剤師会
株式会社STNetヘルスケアIT推進部 ○ 163

7 25 - 継続 安否確認アプリでスタンプラリー ⾼知⼯業⾼等専⾨学校 ○ ○ 165

愛
媛

実施団体

実施団体

愛
媛

⾼
知

徳
島

⾼
知

⾹
川

⾹
川

⾹
川

愛
媛

⾼
知



■移住・定住の促進
取組年度 事業/取組名 観光

誘客
産業
産品

伝統
⽂化

安⼼
安全

移住
定住

⼈材
育成 ⾴

1 26 「徳島発　幸せここに」シンポジウム
「⼈⼝減少社会への挑戦〜神⼭－東京から考える〜」

徳島県、徳島新聞社、東京徳島県⼈会、株
式会社えんがわ、株式会社プラットイーズ、株
式会社神⼭神領、HIP

○ ○ 168

2 26 ふるさとプロモーション　〜神⼭アーカイブス製作中〜 神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラット
イーズ ○ ○ ○ ○ 169

3 26 、 27 にし阿波で働く／にし阿波を知る NPO法⼈マチトソラ ○ ○ ○ 170

■⼈材育成
取組年度 事業/取組名 観光

誘客
産業
産品

伝統
⽂化

安⼼
安全

移住
定住

⼈材
育成 ⾴

1 ★ 28 動画を⽤いた津波避難マップ 徳島⽂理⼤学 ○ ○ 171
2 ★ 28 地域伝統芸能を題材としたプログラミング学習の導⼊ 株式会社TENTO、株式会社ダンクソフト ○ ○ ○ 173
3 ★ 28 ４Ｋ徳島映画祭２０１６ ＆ とくしま４Kフォーラム２０１６ とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 ○ ○ ○ 175
4 27 ４Ｋ徳島映画祭２０１５ｉｎ神⼭&とくしま４Ｋフォーラム２０１５ とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 ○ ○ 176
5 26 とくしま４Ｋフォーラム２０１４ とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 ○ ○ 177
6 ★ 28 とくしまデジタルアートミュージアム構想 とくしまLED・デジタルアート実⾏委員会 ○ ○ 179

7 26 デジタルコンテンツビジネスセミナー 　映像編4K
公益財団法⼈とくしま産業振興機構、四国⼤
学、株式会社丸菱、株式会社えんがわ、株式
会社プラットイーズ

○ ○ 180

8 ★ 28 イイ！naka 動画コンテスト 那賀町観光協会 ○ ○ 181
9 25 クリエイティブ⼈材育成 株式会社徳島健康科学総合センター ○ 183

10 ★ 28 平成28 年度 さぬき映画祭 映像塾『誰でも知りたがっているくせにちょっと聞
きにくいショートムービーの作り⽅について教えましょう』 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ 184

11 27 映画制作実践ワークショップ２０１５ 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ 185
12 27 タイムラプス制作ワークショップ 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ 187
13 27 擬似空撮塾 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ 188
14 27 フォト・ラボK 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ 189

15 26 まちあるきオープンデータソン in 男⽊島 主催：情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ)
共催：かがわ情報化推進協議会 ○ 190

16 26 インターネットで⽣放送をはじめよう！
≪中⾼⽣のためのメディアプロモーションワークショップ≫ 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ ○ 191

17 24 - 継続 ライブメディアコーディネーター養成ワークショップ 情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) ○ 193
18 26 ⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 194

19 26 ⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫ ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 ○ ○ ○ ○ 195

20 24 - 継続 「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 ⼀般社団法⼈まちテレ ○ ○ ○ ○ ○ 197
21 ★ 28 アナウンサー・カメランマン講座 株式会社ケーブルメディア四国 ○ 199
22 27 映像制作研修会 株式会社ケーブルメディア四国 ○ 200

23 26 観光をテーマとしたアイデアソン、ハッカソン 主催：⽇本Androidの会⾹川⽀部、GDG四
国、共催：情報通信交流館 ○ ○ 201

24 ★ 28 ⼩学⽣を対象にしたアプリ作成勉強会の開催 四国情報通信懇談会、四国総合通信局 ○ 202

25 ★ 28 ⻑浜プロモーションビデオを制作 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 ○ ○ 203

26 27 ⼤学⽣による「情報モラル教室」
NPO法⼈松⼭⼤学学⽣地域創造研究所
Muse、四国⼤学経営情報学部メディア情報学
科、四国総合通信局

○ ○ 205

27 ★ 28 地図アプリ作成研修会の開催 四国情報通信懇談会、四国総合通信局 ○ 207
28 26 映像制作講座の開設「スマートフォンを使った動画撮影講座」 愛媛県⽴⼩⽥⾼等学校 ○ 208
29 ★ 27 ５⾔語対応の⾼知市観光アプリを開発 ⾼知⼯科⼤学 ○ ○ 209

30 27 「すさきがすきさＰＶ」を制作 ⾼知県須崎市⽴須崎中学校
よさこいケーブルネット株式会社 ○ ○ ○ ○ 211

31 25 - 継続 安否確認アプリでスタンプラリー ⾼知⼯業⾼等専⾨学校 ○ ○ 213
32 26 、 27 ⾼知⼤⽣が⾏く　ウラ学のススメ ⾼知ケーブルテレビ株式会社 ○ ○ 216
33 26 四万⼗映画祭 四万⼗映画祭実⾏委員会 ○ ○ ○ 217
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観光・誘客の促進



≪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】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

らの事業主たちの中には、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。 
徳島県からの委託事業である本事業では、この様な徳島県内に埋もれている、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、県内の優れた企業を詳しく紹介するＰＲビデオを制作（３社
取材）、中国語版（繁体字、簡体字）及び英語版にローカライズし、徳島県が定期的に県産品フェアを開
催するとともに観光誘客の重点市場でもある台湾において放映した。さらに、今後は徳島県ホームページでの
展開や徳島県の世界各地での様々なプロモーション活動において幅広く本ＶＴＲを利活⽤する事により、県
内企業の活性化に役⽴てていく。 

■ 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、県内企

業がもつ⾼品質な製品や⾼いレベルの技術を、現地において⼗分にアピールできたものと考えられる。 
また、今後徳島県が国内外で開催する展⽰会や⾒本市、観光展においても放映することにより、徳島県の

産業について広くＰＲできるとともに、徳島県への関⼼を⾼めることで外国⼈観光誘客にもつながるものと期
待される。 

■ 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⼀
括して紹介する⽅法を考えていく事が課題となる。 

■ 今後の取組予定
未定

■ 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 

2



≪平成 27 年度≫  

徳島県の伝統⽂化「藍染」を中⼼とした 
地域事業活性化に資するテレビ番組の活⽤ 

 
    【実施団体】四国放送株式会社 

 
藍染⽂化を通じた台湾と徳島の知られざる関係や、徳島の様々な魅⼒を紹介する番組を製作して海

外で放送し、あわせて展⽰即売会イベントを開催するなど、四国放送による放送コンテンツを活⽤した四
国・徳島へのインバウンドに向けた取組について紹介する。 

 
■ 背景・経緯 

本事業を始めるにあたり、海外放送局との共同制作を直接交渉する事によるノウハウの蓄積を⽬標と
してとりかかった。 

⽐較的訪問しやすい近隣国をターゲットとし調査を始めたところ、台湾は、徳島と歴史的、⽂化的側
⾯で様々な結びつきがある事がわかり、台湾においての事業展開を考えた。 

まず、様々な産業において⽇本と台湾の連携で実績のある台⽇産業連携推進オフィスにコーディネー
トを依頼し、三⽴電視との共同制作が決まった。そして、総務省への企画提出前に訪台して事前交渉
を⾏い、お互いの意識や責任分担を確認した上で企画書上に反映させた。 

 
■ 取組の概要等    

藍染⽂化は、徳島、台湾各々の地域で独⾃に育まれた伝統的⽂化である。本事業では、この⼆つの
⽂化を融合させた新しい商品を製作し、台北で展⽰即売会イベントを実施した。 
また、本事業において制作した番組では、徳島の魅⼒を藍染を中⼼として発信したほか、徳島と台湾

のつながり「湾⽣」等も紹介した。台湾の⼈々に馴染みやすい番組とするため、三⽴電視との共同制作
体制を確⽴し、構成・台本段階から共同で検討した。 
さらに、台湾の経済団体・三三会の姉妹団体である台⽇商務交流協進会及び徳島県経営者協会

と連携して、徳島県の企業と台⽇商務交流協進会メンバーとの橋渡し的役割も担った。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
台湾では、当番組を延べ 90 万⼈の⽅が視聴された。この 90 万⼈の視聴者の⽅々には、徳島県の存在

を知っていただき、観光・歴史・⽂化・経済などに興味を⽰していただき、訪れてみたい場所と思っていただけ
た。 

台湾から徳島へのアクセスはあまりよくないが、⻄⽇本を訪れた際に寄ってみたい観光都市“徳島”を⼗分に
訴求でき、今後のインバウンドへつなげることが出来るのではないかと確信している。 

 
■ 取組の課題    

単発番組の放送や事業展開では、⼀定期間インバウンドへつなげる事ができても、時間と共に印象が
薄れてしまうため、継続的なものになりにくい。新規ユーザーを獲得し続けていかなければ、継続的に観
光都市“徳島”へのインバウンドに期待が持てない。 

細々としていても継続的な放送や事業展開が必要だと考える。  
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■ 今後の取組予定 
徳島県経営者協会や藍染職⼈との継続的な連携を模索している。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

1,800 万円 地域の創意⼯夫による地域経済活性化に資する放送コンテンツ海外
展開モデル事業（総務省平成 26 年度補正予算：1,620 万円） 

 
■ 取組のイメージ等 

  

台湾（三⽴電視）テレビ番組「玩客瘋德島」 台北でのイベントポスター 

 

台湾でのイベントの様⼦ 
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≪平成 28 年度≫    

４K 徳島映画祭２０１６ ＆ とくしま４K フォーラム２０１６ 
     

【実施団体】とくしま４K フォーラム実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

徳島県では、全県域に光ファイバーを FTTH 式で整備しており、CATV の世帯普及率が全国１位と
なっていることから、従来のハイビジョン(２K)より伝送容量が⼤きい４K の伝送実験に適しており、「４K
先進県徳島」と位置づけ、講演、機器展⽰、４Ｋコンテンツ上映などを⾏う「４Ｋ徳島映画祭」や「とくし
ま４Ｋフォーラム」を開催している。 

 
イベント名 ：４K 徳島映画祭２０１６、とくしま４K フォーラム２０１６ 
⽇   程 ：平成２８年１１⽉２５⽇（⾦）〜１１⽉１７⽇（⽇） 
会   場 ：徳島県名⻄郡神⼭町内各所 
来 場 者 ：約３，４００⼈ 
概    要 ：４K 映像作品の上映、セミナー・ワークショップの開催、最新の４K 機器の展⽰、など 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果  
次世代放送システム（４Ｋ・８Ｋ）の関連産業集積や⼈材育成、地域経済の活性化 
  

■ 今後の取組予定 
更なる産業集積を⽬指して、継続実施 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

４K 徳島映画祭２０１６ とくしま４K フォーラム２０１６ 
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≪平成 26 年度≫    

ふるさとプロモーション 〜神⼭アーカイブス製作中〜 
     

【実施団体】神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラットイーズ 
 
■ 取組の概要等    

放送局の映像データのアーカイブシステムを構築しているが、サテライトオフィスとして地域に貢献できる
取り組みとして地域資源を４Ｋ映像で次世代に残す「地域アーカイブス」に取り組んでいる。神⼭町の
「⼈」「特産」「⽂化」「⾃然」を、1000 年先にも映像データとして保存していく計画である。 

      
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

今を⽣きる神⼭町の⼈（100 ⼈）、⽂化、伝統技術、⾃然、芸能などを４Ｋ映像として保存するこ
とにより、将来にわたり有効活⽤が⾒込まれる。 

また、町内のＩＣＴ技術を駆使して全世界に発信することにより、幅広い世代へ町の魅⼒を伝えるこ
とができる。強いては、特産/観光/街づくりの活性化に繋がり、Ｕターン、I ターン者の増加に期待を寄せ
ている。 

     
■ 取組の課題    

今後も継続して映像を残してゆきたいが、継続的な予算の確保が課題となっている。 
   

■ 今後の取組予定   
動画及び MAP アプリを制作中である。地図上に映像をリンクさせ、観光情報やイベント情報を詳しく

伝えるシステムを構築している。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

⾮公開 神⼭町ふるさと活性化事業と当社地域事業とのコラボレーション 
 

■ 取組のイメージ等 
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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 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

7



 
■ 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 25 年度〜継続≫    
 

番組「阿波ストリームｄｅ８」を配信 
     

【実施団体】阿波市観光協会 
 
■ 取組の概要等    

観光資源 PR や地域産品、地域の⼈々の紹介など地域振興、ならびに観光振興のためのコンテンツ
作成し、インターネット番組配信サイト「ユーストリーム」や「YouTube」などを利⽤して、毎⽉第 2 ⾦曜
⽇の午後 8 時から 1 時間程度、「阿波ストリームｄｅ８」という番組の配信を⾏っている。  

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

地域の魅⼒を発信することによる交流⼈⼝の増加、地域の⼈材発掘などが期待される。 
     
■ 取組の課題    

視聴数の増加、番組の周知⽅法、機材などの設備不⾜、取材スタッフなどの⼈員不⾜が課題であ
る。 

    
■ 今後の取組予定   

番組周知のため、パンフレットを作成する。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

6 万円 阿波市補助⾦ 
 （阿波市観光協会補助⾦） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

番組「阿波ストリームｄｅ８」（http://www.ustream.tv/channel/awast9） 
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≪平成 26 年度≫  

  ⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 
     

【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科  
 

■ 取組の概要等    
ハリウッドにおける映画脚本開発⽅法論、地域調査⽅法論、新規事業構想論を組み合わせた授業

を⾏い、①地域の埋もれた資源を発掘しコンテンツ開発（映画プロジェクト計画・映画脚本のシノプシス
開発）を試みた。②映画と地域資源のコラボレーションによる地域活性化プランの開発を試みた。
      

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
フィールドワークによる⾼松駅ストーリー開発プロジェクトの成果として、４点の短編映画シノプシスが得

られ、JR 職員、駅ビルの教室や２階共有空間、航路待合室等、隠れた魅⼒に光をあてたストーリーが
開発された。 

また、各⾃の最終レポートとして、４点の映画企画ないしコラボレーションビジネス企画が得られた。最
終回のレポート発表会に映画『瀬⼾内海賊物語』プロデューサーの益⽥祐美⼦⽒を招聘し、評価コメン
トをいただいた。希少糖、お遍路、戦争といった地域のいくつかの要素を融合したストーリーである
『Kechigan』が益⽥祐美⼦⽒により最優秀賞に選ばれた。希少糖に関係する映画は、実際の希少糖
ビジネスの展開との相乗効果で、⼤きな効果をあげることが期待される。 

           
■ 取組の課題    

地域の資源を活かした興味深い映画企画が得られた。フィールドワークによる映画企画探索も効果的
であった。ただし、実際の映画の脚本としては、さらにリライトを重ねて練り上げる必要があり、半年間 15
コマの授業の次の段階の指導が課題である。学⽣が共同で⾏った⾼松駅ストーリー開発プロジェクトは、
その後、学⽣により、⾃主的に映像化しようとする動きがあり、授業外として指導を⾏っている。 

         
■ 今後の取組予定   

未定 
        

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

40 万円 ⽂部科学省 COC（Center of Community）事業費 
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≪平成 26 年度≫ 

⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト 
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫ 

   
  【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 

 
瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、⼤学院⽣が⾼松市在住のフランス⼈と

ともに単なる観光地ではない現地の魅⼒などを映像コンテンツ化し、フランス向けに発信することで、フランス
からの観光需要の掘り起こしをはかる取組について紹介する。 

   
■ 背景・経緯    

固有の地域資源に注⽬した地域活性化が各地で取り組まれる中、映画やアニメとリンクした地域活
性化の試みも広がってきている（⼭村,2011;原,2013）。 

⾹川県では、フィルムコミッションの活動が早くから⾏われロケ誘致に成功しているため、さらに進めて地
域発でより地域の素材を活かしたコンテンツ開発と発信のあり⽅が問われている。県内の海外観光客の
誘致は韓国、中国を中⼼としたアジアが中⼼であり、ヨーロッパの需要は瀬⼾内国際芸術祭などで可能
性が⾒出されてきているが未開拓の部分が⼤きい。     
     

■ 事業の⽬的 
本事業は、地域の隠れた資源に焦点をあてた映像コンテンツを特にヨーロッパのフランスをターゲットとし

て開発・制作して発信し、⾼松への観光集客につなげることを⽬的とする。 
海外からの観光客誘致は規模的には韓国・中国からのものが⼤きいものの、近年の観光は単なる物

⾒遊⼭から、体験型の探求へと移⾏しており(筒井⽒・澤端⽒,2010 年)、特に個⼈的な「特別な経
験」がリピーターにつながることが指摘されている。 

地域の埋もれた、しかし本物の魅⼒を軸に地域活性化を図るには、「観光地」における⼀過性のマス
ツーリズムではなく、じっくりと地域の魅⼒を味わおうとする志向性を持つ観光客に注⽬すべきであり、他
⼈と異なる体験、オーセンティシティ（真正性）を求める傾向が強いフランス⼈をマーケットリーダーとして
研究対象に設定し、その誘致のポイントをさぐることが効果的であると考える。 

       
■ 事業の概要 

⼤学院における授業「クリエイティビティと地域活性化」ならびに「実践型地域活性化演習」の⼀環とし
て、⾼松市在住のフランス⼈、ジュリア・イニサン⽒の協⼒により、男⽊島の魅⼒を特にフランス⼈に向け
て映像コンテンツ化する試みを⾏っている。男⽊島における現地ヒアリング＆撮影を実施し、現在、編集
作業中である。 

今後、⾼松市との連携により、フランスで開催される JAPAN EXPO で映像出展し、マーケティングリサ
ーチを⾏う予定である。  
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■ 事業イメージ、取組の様⼦等 

 
■ 事業の効果⼜は期待される効果 

⾼松市の地域資源の⼀つとして、瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、単
なる観光地ではない現地の魅⼒、現地での島⺠との交流の豊かさなどに注⽬した映像を特にフランス⼈
向けに発信することで、⼈と異なる体験を志向する傾向があるというフランス⼈の男⽊島への関⼼を⾼め、
フランスからの観光需要を掘り起こすことが期待される。  

 
■ 今後の予定、課題など    

現在、編集作業中であり、ネットなどで映像コンテンツを発信していく予定である。さらに、平成 27 年
度において、菓⼦⽊型、盆栽を対象とした映像コンテンツの制作を進めている。 

また、⾼松市と連携し、平成 27 年 7 ⽉にフランスで開催される JAPAN EXPO で映像展⽰を⾏い、
⾼松への観光集客につなげる取組みを⾏う予定である。   

     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

225 千円 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科映像コンテンツによる地域
活性化推進事業 

 

取組イメージ 

   

男⽊島カフェでのインタビューの様⼦ 男⽊島集落内での会話の様⼦ 男⽊島古⺠家にて 
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≪平成 25 年度≫    

映画祭 LA Eiga Fest における 
「瀬⼾内海賊物語」の上映と県産品・観光情報の発信 

 
【実施団体】⾹川県、愛媛県、株式会社平成プロジェクト、 

⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 
 
■ 取組の概要等    

2013 年 12 ⽉にロサンゼルスで開催された LA Eiga Fest にて、2011 年瀬⼾内国際こども映
画祭 ⼯ンジェルロード脚本賞グランプリを受賞し、⾹川県・愛媛県でロケを⾏った映画「瀬⼾内海賊物
語」の上映を⾏った。同時に⾹川県・愛媛県が共同ブースで県産品や観光情報を展⽰した。初⽇のオ
ープニングスクリーニングの後のパーテイでは、川鶴の⽇本酒を升酒で試飲サービスを実施した。「瀬⼾内
海賊物語」上映前には、ルーヴ社の希少糖⼊り焼きドーナツの試⾷サービスを実施した。 

      
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

映画「瀬⼾内海賊物語」の評判はとてもよく、ロサンゼルスのダウンタウンの劇場で上映したい と⾔う
申し出もあった。川鶴の⽇本酒の評判も⼤変よく、LA のどこで購⼊できるのかの質問もあったが、まだ販
売の準備ができていなかった。希少糖⼊りドーナツの評判も⼤変よく、この商品を取り扱いたいという⽅も
いて、ビジネスの可能性に⼀定の⼿応えが得られた。  

     
■ 取組の課題    
   映画祭における映画と地域資源のコラボレーションの継続的な取組みが望まれる。映画だけでなく、

⽇本酒や希少糖⼊りドーナッツなどの県産品の評判も上々であったが、販売体制が準備できておらず、
需要の受け⽫がない状態であった。   

      
■ 今後の取組予定   
   平成 27 年度は更新頻度を増やし、新しく取材し、随時掲載する予定である。 
        
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

130 万円（平成プロジェクト分） ジャパン・コンテンツローカライズ＆プロモーション⽀援助成⾦
（J-LOP） 

 
■ 取組のイメージ等 
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≪平成 26 年度≫  

ケーブルテレビ放送 Nolife での⾼松紹介番組放送 
     

【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 
■ 取組の概要等    

フランスのケーブル放送局 Nolife の⽇本を紹介する番組「Japan in Motion」にて、平成 26 年 10
⽉に⾼松市で開催された⽇仏⾃治体交流会議の模様や、⾼松の伝統⼯芸、観光情報などを紹介す
る番組を放送する。     

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

フランス国内 650 万世帯が加⼊するケーブルテレビ放送 Nolife で 3 番⽬に⼈気の「Japan in 
Motion」にて、⽇仏⾃治体交流会議の開催、盆栽、⾼松で開催される和のワークショップなどを紹介す
る番組を放送することにより、海外からの観光客にワークショップなどの案内を⾏い、⾼松のイメージアップ
に繋げる。  

         
■ 取組の課題    

単年度に限らず、継続的に海外にコンテンツを発信したり、コンテンツの再利⽤がはかられることが課題
となっている。 

    
■ 今後の取組予定   

未定 
         
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円 ⾼松観光プロモーション事業 

 
■ 取組のイメージ等 

 

ゲストハウス若葉屋の様⼦ ⼤川原染⾊本舗の
様⼦ 望海荘の様⼦ 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 
   

  【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 

家庭⽤のデジタルビデオカメラやモバイル回線などの通信機器の性能が向上し、個⼈でもインターネットで
の動画配信が⾏いやすくなった。しかしながら個⼈の⼒だけでは地域の情報発信に限界がある。そこで、⾃
治体や地域の様々な団体と連携し、平成24年8⽉に発信⼒があるネット動画メディアとして⼀般社団法
⼈まちテレを設⽴。 

現在では⾼松市の公式ネット配信を始め、地域団体や商店街等と 50 以上のネット配信チャンネルをも
ち、⾼松から世界にネット動画番組を配信するなど、積極的に地域からの情報発信に取り組んでいるまち
テレの取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

平成 22 年に情報サービス等の研究に取り組む⼤学院⽣や学⽣たちが中⼼となり、地域貢献の⼀環
として動画を使った情報発信の取り組みをスタートした。 

初年度では⾼松で開催されたトライアスロン⼤会で、広域無線 LAN やモバイルデータ通信を⽤い、⼤
会会場７箇所に設置したカメラ映像を使ったネット動画配信を⾏った。次年度では選⼿のバイクに取り
付けたカメラ映像も配信するなど、先進的なネット中継に取り組んできた。 

2 年後の平成 24 年には、本事業の取組みが、地域の観光プロモーションにも有効であるとの評価を
受け、公益財団法⼈⾼松観光コンベンション・ビューローの⾼松観光プロモーション事業の⽀援を受けて
⼀般社団法⼈化した。 

現在は⾼松市の公式ネット動画配信などの業務を担当するだけでなく、ネット中継技術の講習会など
も実施し、地域の情報発信⼈材の育成にも取り組んでいる。 

           
■ 事業の概要 

ネット放送の利点は、⾼速のインターネット回線さえあれば、どこからでも発信することができるということと、
世界中の多くの国で動画を視聴することができるという 2 点である。 

本事業では、⼤⼿動画配信サービスの公式スタジオを設置するとともに、商店街や市役所、地域団
体や教育機関等、プロスポーツチームと連携したネット放送に取り組み、現在 50 以上のチャンネルをジャ
ンルごとに分類・整理し、⼀つのポータルサイトの中で⾒られるようにしている。 

2015 年 3 ⽉に開催された全国⾼等学校選抜卓球⼤会では、競技場となった⾼松市総合体育館
から累計で 10 万回の視聴再⽣数を上げるなど、⼤会関係者からも⼤いに評価を得た。 

また、⾼松市のホームページにある「⾼松ムービー（動画）チャンネル」の運営を担当しており、
YouTube でアップロードした動画も視聴しやすいよう分類し掲載している。 

◇「まちテレ」ポータルサイト 
 http://mothertown.tv/ 

◇⾼松ムービー（動画）チャンネル 
http://takamatsu.mothertown.tv/  
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■ 利⽤者の反応 
コンテンツが増えているため、視聴数も全体的には順調に増えている。 
視聴されている⽅は⾼松市内の⽅が多いが、市外の⽅、特に東京や⼤阪の⽅の視聴もある。コンテン

ツによっては海外からの視聴も多くなる。 
また、配信した動画はアーカイブとして後で視聴もできるため、これまで配信してきた農村歌舞伎や郷

⼟芸能、⾳楽イベントの記録映像としても好評を得ている。 
 

■ 今後の課題と展望    
事業運営費は主に⾃治体からの委託費や補助⾦の依存が⾼い。今後、持続的に事業を⾏うために

は、中継以外での収益を⾼めていく必要がある。 
そのため、マルチコプターを使った空撮や CG 製作、4K カメラ撮影や動画編集、通信技術を⽣かし、

⾼松市のプロモーション映像や博物館での解説映像など、より⾼度な映像製作の業務にチャレンジして
いる。 

また、平成 26 年度では、海外向けのコンテンツ促進としてフランスのケーブルテレビで⾼松を紹介する
番組の放送にも携わった。 

     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

１,000 万円／年 ⾼松観光プロモーション事業 
（平成 24 年度、平成 26 年度） 

 
■ 取組の様⼦ 

  

クロマキー合成を使った番組制作 マルチコプターによる空撮映像を中継 
現代屋島合戦絵巻 2013 

  

独⾃開発のスコアボードや４K カメラを使った 
野球中継 

バイクカメラからの映像 
サンポート⾼松トライアスロン⼤会 2012 
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≪平成 24 年度〜継続≫    

インターネット動画配信事業 
     

【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 
■ 取組の概要等    

県外や海外のより多くの⼈に配信するため、⼤⼿配信サービスの公式なスタジオを設置し、連携するス
タジオや屋外から公式チャンネルを通じ動画で地域情報を配信する組織づくりをおこなう。 
      

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
映像配信のノウハウや映像コンテンツの制作のノウハウの蓄積がなされた。 
⼀般社団法⼈として、地域に根ざした事業を展開し、⾃治体や教育機関などと連携したコンテンツ流

通の促進が期待される。        
     
■ 取組の課題    

地域プロモーションの⼀環としてインターネット動画の活⽤は注⽬されているが、ネット動画は無料の視
聴であり、広告収⼊を得難い。 

番組作成にはカメラや中継機材、スタッフ⼈件費などの維持費もかかる。 
継続的に地域コンテンツを発信するための収益性の確保が必要である。   
   

■ 今後の取組予定   
有志での運営⽀援によって事業運営が図られている。事業の収益化を図り、雇⽤を創出する。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円（平成 24 年度） ⾼松観光プロモーション事業（平成 24 年度） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

配信の様⼦ 野球中継の様⼦ 屋外中継の様⼦ 
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≪平成 28 年度≫    

瀬⼾内国際芸術祭２０１６夏 「五感をくすぐるアートな旅」 
     

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 
 
■ 取組の概要等    

３回⽬を迎える現代アートの祭典「瀬⼾内国際芸術祭２０１６」は、県内外や海外から合わせて
100 万⼈の来場者が訪れる国際的なイベントである。 

⼀⽅、県⺠の中には「瀬⼾内国際芸術祭を⾒たことがない」という⽅も多く存在しており、その要因のひ
とつは「現代アートがよくわからない」というもの。 

しかし、瀬⼾内国際芸術祭の本質は、ただ作品を鑑賞するだけではなく、島の⽂化、歴史、⾃然の魅
⼒を再発⾒し⼈々の活⼒を⽣み出すもの。 

番組では、この芸術祭の本質を理解してもらい、３年に⼀度、ここでしか⾒られない国際的な作品に
もっと地元の⼈々に触れてもらうことを⽬的に制作した。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

⾼松市内の島々に点在するアート作品の紹介に加え、開幕直前に制作現場を取材し、アーティスト
の思いや作品の⾒⽅を紹介し、島の⾃然や⾷の魅⼒に気付いてもらう。 

 
■ 取組の課題    

・取材場所が多く、また島のため、取材箇所が限られている。 
・著作物のため、版権処理が⼤変 
 

■ 今後の取組予定   
次回以降の瀬⼾内国際芸術祭も継続して取材し、魅⼒を発信していく。 
 

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

番組内画像１ 番組内画像２ 
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≪平成 27 年度≫  

⾹川県特産品イベント連動番組制作および発信 
     

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 
 
■ 取組の概要等    

⾹川県にある盆栽、漆器、庵治⽯といった特産品は、⾼度な技術により⽀えられている事から、敷居
が⾼いイメージがあるが、伝統技術を継承しつつ、より現代のライフスタイルにあったプロダクトを作る取組
みを「匠雲」という⾹川のモノづくりを担う作家が集まるグループが⾏っている。そんな「匠雲」がアプローチす
る⾹川の新しいモノづくりのカタチをより多くの⼈に知ってもらう事を⽬的として 8 ⽉に⽟藻公園内にある国
の重要⽂化財“被雲閣”をギャラリーとして活⽤したイベントと連動した番組を制作し、ケーブルテレビコミュ
ニティチャンネル放送および web 配信、イベント会場内放送を実施した。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

「⾹川の新しいモノづくりのカタチ」を映像化して発信する事で、県内外および外国⼈観光客など広く
PR することができ、⾹川の特産品市場のさらなる活性化が期待できる。 

 
■ 取組の課題    

継続して番組化することがコスト的にできていないので、継続した取組にしたい。 
   
■ 今後の取組予定   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

匠雲（http://www.takumikumo.com/） 

 
 

 

イベント会場 ロゴ 特産品 
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≪平成 26 年度≫    

観光をテーマとしたアイデアソン、ハッカソン 
 

【実施団体】主催：⽇本 Android の会⾹川⽀部、GDG 四国 
共催：情報通信交流館 

 
■ 取組の概要等    

次回の瀬⼾内国際芸術祭において、便利な情報サービスのアイデアを出し合うアイデアソン、そのプロ
トタイプを開発するハッカソンを実施する。どのようなオープンデータがあれば芸術祭を盛り上げることができ
るか、県へ提⾔することを⽬的とする。 

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

⾏政に具体的なオープンデータや情報サービスを提⾔することで、オープンデータ化の促進が期待され
る。 

         
■ 取組の課題    

オープンデータは⾏政主導となりがち、市⺠や IT 技術者の意⾒も取り⼊れながらすすめていかなけれ
ばならない。    

    
■ 今後の取組予定   

観光をテーマとしたアイデアソン・ハッカソンに取り組む予定である。   
    
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

20 万円/回 － 
 
■ 取組のイメージ等 

 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

20



≪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 25 年度≫  

ご当地ヒーローと映像制作による情報発信事業 
 

【実施団体】NPO 法⼈東かがわ市ニューツーリズム協会 
 
■ 取組の概要等    

ご当地キャラクターの制作と映像制作による情報発信を実施した。    
 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

ご当地キャラクターの活⽤と映像による発信により、市の PR 効果が図れた。   
     
■ 取組の課題    

継続的に映像制作するための資⾦集めが難しい。    
     
■ 今後の取組予定   

未定   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円 東かがわ市補助⾦ 

 
■ 取組のイメージ等 

  

撮影⾵景 ご当地ヒーロー「てぶくろマン」 
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≪平成 28 年度≫   

⾥島ツーリズム促進プロモーション映像等制作事業 
     

【実施団体】まつやま⾥島ツーリズム連絡協議会 
 
■ 取組の概要等    

松⼭市の忽那諸島を広くＰＲするための動画等を制作（平成 28 年度内完成） 
    

■ 取組の効果⼜は期待される効果  
動画サイトへのアップロードや都市部イベントなどで活⽤することで、地域の認知度向上と交流⼈⼝の

拡⼤を図る。 
 
■ 取組の課題 

忽那諸島の⾃然の景⾊や⼈々の暮らし、産業などの要素を取り⼊れ、オリジナル性のあるものとするこ
とで、多くの⼈に興味をもっていただくとともに、広く視聴していただけるものを制作すること。 

    
■ 今後の取組予定 

制作した映像を動画サイト等にアップロードし、幅広く視聴できるようにする。 
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

映像制作委託料 ― 

 
■ 取組のイメージ等 

  

撮影の様⼦１ 撮影の様⼦２ 
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≪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。 

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が始まるなど、
地域への波及効果が認められた。 
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■ 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 

事業経費 活⽤⽀援事業 

事業経費：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事業 
（総務省平成 28 年度当初予算） 

 
■ 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イ  
〜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様 
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≪平成 26 年度≫   

魅⼒ある愛媛の演劇コンテンツを海外へ 
≪新たなビジネス展開と⽂化芸術の交流に向けて≫  

   
  【実施団体】株式会社愛媛 CATV 

 
地域密着メディアとして「ど・ローカル宣⾔」を貫く愛媛 CATV が、その対極となる「制作コンテンツの海外

展開」に地域活性化の光明を⾒いだし、オールえひめ体制で地域芸能⽂化を世界に向けて発信した取組
を紹介する。     

   
■ 背景と経緯    

愛媛県東温市にある全国で唯⼀の地域常設劇場「坊っちゃん劇場」で上演された「奇想天外☆歌
舞⾳曲劇『げんない』」を映像化し、2014年4⽉にフランスのカンヌで開催されたMIPTV（国際映像コ
ンテンツ⾒本市）の JCTA（⽇本ケーブルテレビ連盟）のブースに出品したところ、諸外国からの関⼼が
⾼かった。 

本取組を契機に、愛媛県の営業本部⻑を筆頭に各⾃治体、公共機関、マスコミ等官⺠⼀体のオー
ル愛媛体制でコンテンツの海外輸出事業実⾏委員会を形成し、「坊っちゃん劇場」のローカル性の⾼い
コンテンツを核とした番組を制作した。    

 
■ 取組の⽬的 

坊っちゃん劇場の舞台｢道後湯の⾥｣を活⽤した番組を制作し、シンガポール CNA 社で放送するだけ
ではなく、現地での放送時期に合わせて、坊っちゃん劇場の役者によるトークショーや県産品の PR などを
⾏うイベントを開催することで、番組視聴及び訪⽇、観光・物産の促進にとどまらず、ビジネスや⽂化芸
術の交流を狙うものである。 

     
■ 番組の概要 

【コンセプト】 
・｢道後湯の⾥｣に出演していた役者たちとシンガポール出⾝の出演者が⾃転⾞で愛媛県内を旅しな
がら愛媛の観光物産や伝統⼯芸などの魅⼒を発信。 
・番組内の随所でミュージカル｢道後湯の⾥｣のあらすじをダイジェストで紹介し、｢坊っちゃん劇場｣のミ
ュージカルの魅⼒を発信。 
・番組は 1 回 23 分の本編と 1 分間の地元 CM で構成され計 5 本を制作。 
・番組はすべて英語字幕にてローカライズ。 

【構成】 
エピソード 1 松⼭編（道後温泉、松⼭城など）、エピソード 2 南予編（養殖場、郷⼟料理など）、 
エピソード 3 東温編（坊っちゃん劇場など）、エピソード 4 しまなみ編（サイクリングなど）、 
エピソード 5 伝統⼯芸編（砥部焼、タオル） の 5 番組で構成 

【放送】 
・Channel News Asia international（シンガポールをはじめとする 25 の国と地域で放送） 
・エピソード１ 2015 年 1 ⽉ 25 ⽇(⼟)21:30〜 以降、毎週⼟曜 21:30〜(最終 2 ⽉ 22 ⽇) 
 

■ 事業の効果、成果    
予算が減額されたことや実施期間の短縮などハンデは⼤きかったが、地域全体で取り組めたこと、規模

の⼤きなメディアでコンテンツの流通実績ができたこと、現地でのイベントが好評に終わったことなど⼤きな
実績を残すことができた。 
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また、海外へのコンテンツ展開に取り組む当社にとって、実際に放送実績を残すことができたのが意義
深い。次のステップの⾜がかりとなった。 
成果としては、優秀なデジタルコンテンツ等の制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー

ʻ14／第20 回記念AMD アワード』において、地域芸能⽂化を積極的に世界に向けて発信したことが
評価され、「リージョナル賞」を授賞した。 

 
■ 取組のイメージ等 

 
■ 今後の課題、展望など    

今回の放送実績を踏まえて⾃⾛化に向けて次のステップはバーターなり、実費回収なりのインカム型ス
キームへの転換を⽬指す必要がある。関連事業の展開に関しては、地域はもちろん、国全体でコンテン
ツを海外発信することについて国⺠の周知と⽀援体制が拡充される必要がある。 

   
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 
◇放送枠代 ： 12,007 千円 
◇事業経費 ： 26,780 千円（イベント費⽤、⼈件

費、番組制作費、ローカライズ費等）  

周辺産業との連携・地域活性化を⽬的とした放送
コンテンツの海外展開に関するモデル事業 
（総務省平成 25 年度補正予算） 

 

取組イメージ 
  

シンガポールでのイベントの様⼦ 
 

番組キャプチャ  
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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 ヶ⽉をかけて⻑浜のプロ
モーションビデオである「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。 
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「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。 
 

※「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 25 年度〜継続≫  

えひめの動画 愛媛県を動画で元気にします！ ネット動画で地域活性 
     

【実施団体】佐川印刷株式会社 
 

佐川印刷は、コミュニケーションで⼈と社会、そして地域を豊かにするために、地域活性化事業に取り組
んでいる。その中の⼀つ、「えひめの動画」について紹介する。 
 
■ 背景・経緯 

「えひめの動画」とは、愛媛県を動画で元気にし、地域活性・PR を⾏うための佐川印刷の地域活性
事業の名称であり、同事業のホームページの名前。 

愛媛には、素晴らしい場所や歴史・⽂化がたくさんあり、愛媛県に住む⼈をはじめ、県外・国外の⼈に
少しでも多くの⼈に愛媛県を知り、再認識してもらい、好きになってもらいたい、来てもらいたいという思い
から、事業およびサイトを 2013 年 5 ⽉に⽴ち上げた。 

 
■ 取組の概要等    

愛媛県内各地の観光地・景勝地、イベント、まつり、まだ知られていないスポット等を社員がビデオカメ
ラで動画撮影する他、ドローンによる空撮等を収録し、社内で映像編集。YouTube を通じて⾃社運営
動画ポータルサイト「えひめの動画」にて公開している。動画は Twitter、Facebook、Instagram 等の
SNS にて告知発信している。 

県内⾃治体へは観光・移住・インバウンド・スポーツ誘致等の PR 動画提案、地元企業へは企業紹
介・採⽤動画等の提案に素材活⽤している。また海外向けサイト制作も⾏い、発信に取り組んでいる。 

ドローンによる空撮の取り組みは 2013 年 8 ⽉にスタート、「安⼼・安全で感動の映像を」をスローガン
に、社内のパイロットを育成し、航空法などの法令を遵守し関係各所に打診確認をとりながら運営してい
る。 

ホームページには、撮影リクエストフォームを設け、撮影を希望する場所・動画素材の少ない県内のス
ポット・イベントをインターネットで広く募集している。 

県内施設・ロビー等各地での展⽰上映、セミナー・イベント⽤動画貸出、DVD 販売等も受け付けてい
る。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
・地域活性化 
・地域事業や地⽅創⽣事業受注機会獲得 
・空撮サービスの受注 

     
■ 取組の課題    

・情報発信の⽅法 
・事業の認知度向上 
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■ 今後の取組予定   
課題に基づく 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

※社内で取り組み － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

えひめの動画 WEB サイト 
（http://www.ehimedoga.jp/） 

空撮事業ホームページ 
（https://drone-ehime.jimdo.com/） 

 

えひめの動画 YouYube チャンネル（https://www.youtube.com/user/ehimedogajp） 
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≪平成 27 年度〜継続≫    

いよマーチング委員会 愛媛ひとまち百景 
     

【実施団体】佐川印刷株式会社 
 
■ 取組の概要等    

イラストで笑顔あふれる愛媛に。イラストによる愛媛の⾵景の制作、展⽰会開催、絵葉書等のグッズ販
売、ホームページ公開・運⽤ 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

地域活性化 
地域事業や地⽅創⽣事業受注機会獲得 

     
■ 取組の課題    

情報発信の⽅法、アクセス、認知度の向上 
    
■ 今後の取組予定   

課題に基づく 
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

※社内で取り組み － 
 
■ 取組のイメージ等 

 
 

愛媛ひとまち百景作品 ホームページ 
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≪平成 26 年度≫ 

伊予彩まつり及び伊予市のテレビ放送を⽤いた宣伝事業 
    

【実施団体】伊予市観光協会 
 
■ 取組の概要等    

平成 17 年に合併した 1 市 2 町の各地域における代表的なイベント及び特産品を紹介する 30 分
番組を製作し、テレビ放映した。 

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

イベントについては従来、市内外から多くの観光客があったが、テレビ放送により認知度が上昇し、さら
なる集客が⾒込める。また、特産品については、来客数が増加したと施設からの声を聴いており、⼀定の
効果が⾒られた。        
      

■ 取組の課題    
30 分番組では、各地域の特産品や観光資源を網羅することが不可能なことから、テレビ放送を⽤い

た宣伝事業にあっては、継続的に取り組むことは望ましいが、経費の⾯で継続は難しい。 
     

■ 今後の取組予定   
未定 
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

130 万円 平成 26 年度伊予市からの観光振興事業費補助⾦ 
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≪平成 26 年度≫  

四国中央市観光協会ＨＰリニューアル 
     

【実施団体】四国中央市観光協会 
 

■ 取組の概要等    
四国中央市の観光情報発信のため、既存のホームページをリニューアルした。  

  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

SNS（facebook）の活⽤により、新たなファン層の獲得が期待される。   
      

■ 取組の課題    
飽きせないコンテンツ作りのために更新回数を多くしなければならない。 
動画などを編集できる技術者が不⾜している。  
       

■ 今後の取組予定   
 未定  
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

準備費⽤：30 万円  運営経費： 6 万円 四国中央市観光協会補助⾦ 

 
■ 取組のイメージ等 

  

四国中央市観光協会ＨＰ（http://www.shikochu-kankou.jp/） 
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≪平成 25 年度≫   

東温市観光 PR ビデオの制作(5 分版、10 分版) 
   

  【実施団体】株式会社ジョイ・アート 
  

■ 取組の概要等   
東温市の観光資源を「観る」「遊ぶ」「憩う」の 3 本柱に分け、美しい写真と映像を使い、PR ビデオとし

て作成した。 
また、名刺に AR を埋め込み、かざすと当該 PR ビデオが再⽣を始める。 

   
■ 取組の効果⼜は期待される効果   

東温市内、外でのイベント時に披露した。YouTube にて公開している。平成 27 年 2 ⽉ 26 ⽇まで
に 303 回閲覧履歴有り。    

   
■ 取組の課題   

    
■ 今後の取組予定 

東温市内企業、関連企業にも配布し、広く周知、活⽤してもらう予定である。   
   
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

92 万円 平成 25 年度愛媛県集客⼒向上⽀援事業 
   
■ 取組のイメージ等 

  

「東温市 PR 映像」10 分版（https://www.youtube.com/watch?v=CcymmyNdRTI） 
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≪平成 26 年度≫    

砥部町観光協会ＨＰリニューアル  
 

【実施団体】砥部町観光協会 
 
■ 取組の概要等    

砥部町の観光協会のホームページを⼀新し、「観る」、「体験する」、「買う」、「⾷べる」、「役⽴つ情報」
等のカテゴリー別のメニューにするなど、ホームページを⾒やすくした。 

    
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

新しいホームページになってから、アクセス数が旧ホームページの 10 倍に伸びた。  
     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

未定 
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

運営費：年間 50 万円 愛媛県 新ふるさとづくり総合⽀援事業 

 
■ 取組のイメージ等 

 

砥部町観光協会ＨＰ（http://www.tobe-kanko.jp/） 
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≪平成 25 年度、26 年度≫   
 
  

佐⽥岬サイクリングパラダイスＨＰ作成 
 

【実施団体】佐⽥岬広域観光推進協議会 
 
■ 取組の概要等    

佐⽥岬半島を舞台とした新たな⾃転⾞施策において新たにサイクリングに特化した HP を作成した。平
成 25 年度は⽀援事業を活⽤し、平成 26 年度は⾃主財源にて取り組んだ。  

   
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

既存の協議会の観光 HP 以外にサイクリングに特化した HP を作成することにより、サイクリストをはじめ、
広くサイクリングの聖地化を⽬指す地域の PR を⾏うことが出来る。また、協議会の事業で⾏っているレン
タサイクルについても、本HPから申込みを受け付けることで、更なる利⽤促進につなげることを期待してい
る。  

       
■ 取組の課題    

維持管理や更新にかなりの費⽤がかかる。 
HP の閲覧数の増加に繋がる PR が難しい。   

    
■ 今後の取組予定   

維持管理・随時更新、平成 26 年度に関しては、道の駅等の情報ページの拡充を⾏う予定である。 
     

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

約 100 万円 愛媛県観光集客⼒向上⽀援事業 
 
■ 取組のイメージ等 

  

「サイクリングパラダイス」（http://www.sadamisaki.jp/cyclingparadise/） 
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≪平成 24 年度〜継続≫    

情報発信事業 
 

【実施団体】NPO 法⼈佐⽥岬ツーリズム協会 
 
■ 取組の概要等    

町の観光協会にあたる佐⽥岬ツーリズム協会が、ホームページで「観光情報」、「旅⾏情報」、「特産
品・お買い物情報」等を発信した。 

   
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

旅⾏者に必要な情報を幅広く発信できるようになった。    
     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

未定 
      

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 情報発信にかかる補助⾦事業（伊⽅町） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

佐⽥岬の観光ナビサイト「さだみさきナビ」（http://www.sadamisaki.com/） 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

愛南ワンダーランド 
 

【実施団体】愛南リポーターズ 
 
■ 取組の概要等    

平成 23 年 1 ⽉、地元のケーブルテレビを通じて愛南町の良さを発信しようと町内外から有志が集ま
って愛南リポーターズが発⾜した。平成 24 年には南予圏域で開催された「えひめ南予いやし博 2012」
の⾃主企画事業として、町内の観光資源・出来事・⼈・ものの魅⼒を伝える映像を制作し、地域に暮ら
す町⺠だからこそ持てる視点と⼈との繋がりを活かした活動を展開した。また同時期に総務省の地域情
報化アドバイザー派遣事業を活⽤して、住⺠ディレクター活動の実践者、岸本晃さんの「住⺠ディレクタ
ー養成講座」を受講、そのことがきっかけとなって平成 25 年 1 ⽉から地元の情報を地元の⼈が発信する
番組の制作を⾏っている。   

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

番組制作を通じて、メンバーの企画⼒や制作⼒が向上し、2014年の「ふるさとＣＭ⼤賞えひめ」での
⼤賞受賞につながった。また情報を発信し続けることで、⼈との出会いや繋がりが⽣まれ、新しい活動が
起こるなど、効果が派⽣してきている。  

 
■ 取組の課題    

    
■ 今後の取組予定   

今後も、地元ケーブルテレビやＷＥＢサイトなどで積極的に町の魅⼒を発⾒・発信し、⼈とつながりな
がら、より主体的な活動を展開したいと考えている。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

  

企画会議の様⼦ 「ふるさと CM ⼤賞えひめ'14」⼤賞受賞 
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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 TelevisionMexiquense 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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≪平成 27 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 27
年度は、ホンジュラス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。 
既製コンテンツの 2 次、3 次活⽤ができる。    

     
■ 取組の課題    

応募段階では、対象国の現地語「スペイン語」のローカライズに対応していなかったため、事業採択後
から約半年かけてスペイン語の字幕貼り付け作業を⾏った。翻訳作業も２〜３社に委託して同時進⾏
する状況で、ローカル局で慣れない⾔語のローカライズは⼤きな課題だった。 

   
■ 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 

380 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「よさこいまつり 2015」 ⾷の宝庫、四国「鰹の国の極旨がつお」 
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≪平成 26 年度≫   

海外放送コンテンツ 「Wonder Box！四国」の製作と関連イベント 
   

  【実施団体】株式会社⾼知放送 
 

四国内の⽇本テレビ系列局、制作会社及び周辺産業と連携して、四国の⽂化を知ってもらうテレビ番
組を製作して海外で放送するだけでなく、関連イベントとして四国へのモニターツアーを実施するなど、⾼知
放送の地域における芸術・⽂化交流に向けた取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

台湾での PR を⽬的としたため、⽇本の番組の放送実績があり、且つ⾼い視聴率が⾒込める現地の
放送局として⺠視電視台と接触し、交渉がスムーズに進んだ。また、四国内の系列放送局と過去にも
共同製作を実施した経緯もあり、今回もコンテンツの製作で協⼒を得ることができた。  
    

■ 事業概要 
四国内の観光・⽂化等を紹介するテレビ番組を 3 本製作し、四国への来訪が最も多い台湾の地上

波で放送した。 
タイトル「Wonder Box」は、四国全体をびっくり箱に例えて、ワクワク・ドキドキ感のある内容を視聴者

に期待していただくイメージで、視聴した⼈々が「⾏ってみたい」「⾷べてみたい」「体験してみたい」という衝
動に駆られる番組を製作した。 

テーマは、台湾で⼈気の⾼い「温泉」「宿」「野菜・果物」「サブカルチャ－」で、これらを3 番組にまとめて、
台湾で視聴率が⾼い⺠視電視台で「四国シリーズ」として放送。さらに、pay テレビ「優視」でもリピート
放送する予定である。 

〜関連イベント〜 
◆四国へのモニターツアーを実施。視聴者の中から抽選
で、番組で紹介した場所を含むツアーにご招待し、四国の
観光・⽂化に触れていただく。 
◆番組コンテンツは、国際旅⾏博等の商談会場でも  
活⽤し、観光誘客に努める。  
       

■ 取組の⽬的 
四国を訪れる外国⼈観光客のトップである台湾の⽅々に、四国の⽂化を知っていただくことにより、さら

なる観光客の増加を⽬的とする。 
また、台湾の放送局との提携で情報発信・⽂化交流の発展を期待。  
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■ 事業の効果 
◇台湾からの観光客増 

観光団体や施設と連携して、番組情報を内外に発信した結果、来⽇者数の増加につながった。 
◇番組コンテンツの商談活⽤ 

番組を海外での旅⾏博など観光誘致商談会でも PR 活⽤し、多数の集客を得た。 
◇地域の活性化 

番組製作に関わった系列放送局も台湾の放送局との交流が進んだ。 
また、四国と台湾との間で地域の芸術・⽂化交流も展開しているほか、産業⾯でも相互関係が良

好に進展し始めており、地域の活性化にも⼤きく寄与した。 
 

■ 事業の課題    
情報発信の細かなサービスに⼈員を割けなかったことなどにより、SNS やネット上での宣伝・⼝コミの成

果は⽬標値に届かなかった。海外コーディネーターの確保が必要である。   
    

■ 今後の予定、展望    
2015 年 4 ⽉以降に 2 次利⽤として国内及び台湾以外でも販売放送し、四国の交流⼈⼝の増加と

さらなる地域の活性化を⽬指す。       
     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

1,000 万円 周辺産業との連携・地域活性化を⽬的とした放送コンテンツの海外展開
に関するモデル事業（総務省平成 25 年度補正予算） 

 
■ 取組の様⼦ 

 
 

  

 
 

番組の内容から 
「旬をお届け ハッピーベジフル〜四国の産直市〜」 TITF（タイの国際旅⾏博覧会） 

44



≪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 27 年度≫  

「すさきがすきさＰＶ」を制作 
 

   【実施団体】⾼知県須崎市⽴須崎中学校 
よさこいケーブルネット株式会社 

 
須崎中学校と地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」による、「すさきがすきさＰＶ」制作にかか

る共同の取組について紹介する。 
 

■ 背景・経緯 
須崎中学校は、学校⽣活を向上させ、⾃治の⼒をつけるための様々な取組を⾏うとともに、地域・社

会貢献を⽬標にボランティア活動にも積極的に参加している。 
平成 26 年に、須崎への想いを込めた⼀⾏詩を全校⽣徒に募集し、それをまとめて歌詞にした。そして

作曲は、⾼知にゆかりのあるシンガーソングライターの「織⽥哲郎」さんに⽣徒が依頼し、須崎市の PR 曲
「すさきがすきさ」が誕⽣した。 
この曲が⼈々に愛され、歌って踊ってもらえるように、そして須崎の名所をたくさんの⼈に知ってもらおうと、

「すさきがすきさＰＶ（プロモーションビデオ）」の制作に取りかかった。 
 

■ 取組の概要等    
ＰＶは、春休みを利⽤して⽣徒が企画し、地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」に撮影と

編集を依頼した。 
ＰＶでは、テンポの良い曲に合わせて⽣徒がダンスを披露。最後に「⽇本かわうそ」が⾒られた新荘川

を歌う、１番｢かわうそ編｣では、須崎市のキャラクター｢しんじょう君｣も登場する。⼭、川、海など豊かな
⾃然に囲まれた市内の名所を紹介する２番｢観光編｣、その⾃然の中から⽣まれるおいしい⾷べ物を紹
介する３番｢⾷べ物編｣と続く。それぞれのロケ地で⼯夫された撮影が⾏われた。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

ＰＶ制作を通して、地域の価値や魅⼒の再発⾒につながった。⽣徒主体の活動は各マスコミにもたびたび
取り上げられ、夏の甲⼦園の出場校、明徳義塾⾼校の学校紹介にも活⽤され広がりを⾒せている。 
今後、須崎が⼤好きだという全校⽣徒の思いと、須崎の魅⼒が全国に広がっていくことが期待される。 
本作品は、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 2015」（※）で最

優秀賞（プロ・セミプロ部⾨）に輝いた。 
 

※「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。2015 年度は、各地から全 57 作品の応募があり、「プロ・セミプロ」と「アマチュア」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 2015 の⼊賞作品はこちら 

（http://www.shikoku-ictcon.jp/?page_id=4572） 
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■ 取組の課題    
ＰＶ制作の⽬的は、⽣徒が⽣まれ育った須崎市の魅⼒を多くの⼈に知ってもらうこと。そのために、テレ

ビコマーシャルなどに活⽤したいという⽣徒たちの思いはある。しかし、予算等の問題もあり、実現できてい
ない。市内のイベントでＰＶの販売活動などを⾏っているが、多くの⼈に知ってもらう⼿段を考えることがい
ちばんの課題である。 

    
■ 今後の取組予定 

平成 28 年度の春から、⾼知県では｢奥四万⼗博｣が開催されている。この⼤きなイベントを通して、ＰＶの
活⽤⽅法や須崎市をＰＲする活動を続けて⾏っていく。 

また、ＰＶに出演している⽣徒会役員だけではなく、昨年度よりイベントや地域ボランティアに参加する団体
「ＳＳＣ」を⽴ち上げた。｢すさきがすきさ｣は全校の活動に広がりを⾒せているので、これからも須崎の魅⼒を
全国に発信し続けて、地域の活性化に少しでも貢献していきたい。 

     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

ＰＶ制作・撮影費 ５万円 須崎市「⼦どもの夢応援事業」 

 
■ 取組のイメージ等 

  
 
 

「すさきがすきさＰＶ」の⼀場⾯ ｢すさきがすきさＰＶ｣の⼀場⾯ 

  

｢すさきがすきさ｣作曲家 
織⽥哲郎ライブ前のＰＶ販売活動 ｢すさきがすきさ｣をＰＲ テレビ出演 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

⾼知県観光情報サイト「よさこいネット」のリニューアル及び運⽤ 
 

【実施団体】⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

平成 24 年度にリニューアルを実施し、⾼知県の観光情報を継続発信している。平成 25 年度からは
同サイト内に「こうち⼥⼦旅プロジェクト」ページを⽴ち上げ、⼥性向けのコンテンツ発信にも注⼒してい
る。 

     
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

         
■ 取組の課題    

アクセス数の向上、利⽤者⽬線での情報の整理、充実が求められる。   
    
■ 今後の取組予定   

27 年度以降も引き続き実施予定である。     
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
 
■ 取組のイメージ等 

 

「よさこいネット」（http://www.attaka.or.jp/） 
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≪平成 27 年度≫  

⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇」ＰＲ映像の製作 
     

【実施団体】（公財）⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

来年度開催する観光キャンペーン「リョーマの休⽇」をプロモーションするために県内の歴史と⾷コンテン
ツを盛り込んだ PV を制作し、2016 年 4 ⽉以降順次放送する。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

来年度の観光キャンペーンや平成２９年度以降の歴史博覧会等の PR を⾏うことにより、県内誘客
を図る。    

     
■ 取組の課題    

「リョーマの休⽇」キャンペーンに連動した企画⽴案等。 
    
■ 今後の取組予定   

各種商談会等での上映、観光事業者等への映像の貸出等。 
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 補助⾦（⾼知県） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

「リョーマの休⽇」メイングラフィック 
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≪平成 25 年度≫ 

⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇ 〜⾼知家の⾷卓〜」ＰＲ映像の製作 
 

【事業団体】⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

平成 26〜27 年度実施する⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇〜⾼知家の⾷卓〜」をＰＲす
る動画を作成した。       

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

各種商談会等での上映、観光事業者等への映像の貸出等により、キャンペーン及び⾼知県観光の
ＰＲを図った。         
      

■ 取組の課題    
    

■ 今後の取組予定   
県の観光戦略に基づき、今後も同様の動画を作成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 

－ － 
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≪平成 25 年度〜26 年度≫ 

近隣県での週末観光情報の発信 
   

【事業団体】⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

気軽に⾼知県に来訪できる近隣県をターゲットに、テレビ CM を通じて週末の観光情報を発信した。
制作 CM 本数は 25 年度 30 本、26 年度 26 本。     

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

⼟⽇に開催されるイベント等の告知 CM（30 秒）を、愛媛、⾹川、岡⼭、および徳島の⽇本テレビ
系列局および TBS 系列局で放送することにより、当該地域からの誘客促進が図られた。 
           

■ 取組の課題    
30 秒の尺のなかで、必要な要素をいかに効果的に取り⼊れた CM を制作するか。 
    

■ 今後の取組予定   
27 年度は実施予定なし。       

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

3,616 万円 （H24 年度〜26 年度計） － 
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≪平成 24 年度〜26 年度≫ 

県外テレビ局での放送を前提とした県内テレビ局制作番組への協賛 
   

【事業団体】⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

県内テレビ局が制作する⾼知の旅番組を、県外地上波および BS 局で放送した。協賛番組数は年
間 3〜4 本。      

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

地上波⺠放局では中四国、近畿、東北等のフジテレビ系列局と⽇本テレビ系列局で、BS 局では BS
フジと BS-TBS で全国に向けて、⾼知の魅⼒を発信することができた。   
          

■ 取組の課題    
県外の視聴者を意識した番組企画をいかに⾏うか。企画に際しては、制作担当者と意⾒交換に努め

るようにしている。     
    

■ 今後の取組予定   
27 年度も引き続き実施予定である。     

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

1,350 万円 （H24 年度〜26 年度計） － 
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≪平成 26 年度≫   

映画「0.5 ミリ」特設劇場 
     

【事業団体】株式会社桃⼭商店・⾼知市 
 
■ 取組の概要等    

⾼知市城⻄公園野外ステージに仮設の特設劇場を作り、11 ⽉〜12 ⽉の 2 ヶ⽉間に渡り⾼知ロケ
映画「0.5 ミリ」の公開を⾏った。作品ロケをきっかけに⾼知に移住した安藤桃⼦監督が、⾃らの映画の
公開及び地域映像⽂化の発信のため企画したもの。     

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

映画をきっかけとした地域⽂化の発信、観光誘客（映画⾃体の撮影は平成 25 年 3 ⽉〜4 ⽉） 
          

■ 取組の課題    
⼤掛かりな取り組みであるにも関わらず、県外へのＰＲをうまくできなかった印象。上映後に、「0.5 ミリ」

は多数の賞を獲得したが、話題性を活かす⼯夫の余地があった。   
    

■ 今後の取組予定   
将来的には映画祭的な位置づけとして、定期的な開催をしたいと聞いている。   

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
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≪平成 26 年度≫    

四万⼗映画祭 
     

【事業団体】四万⼗映画祭実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

映画館 0 地域での映画祭の開催。地域⽂化やロケーションを活かしたイベントをジョイントし、地元⺠
も観光客もゲストも、参加したみんなが楽しめる映画祭。    

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

映画館 0 地域での映画祭は、⾮⽇常の創出と映画⽂化の継承、また映画祭情報の発信を通じて
交流⼈⼝増⼤が期待される。また地域のブランド⼒の強化、イメージアップの効果がある。この事業を⼦
供たちに体感してもらう事により、教育の観点からもメリットがあると考えられる。  
         

■ 取組の課題    
資⾦、スタッフ、機材の確保。   
    

■ 今後の取組予定   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ ◇補助⾦（四万⼗市） 
◇補助⾦（⾼知県） 

 
■ 取組のイメージ等 

 
 

「四万⼗映画祭」（http://40010ff.com/） 
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≪平成 26 年度≫    

映画「あらうんど四万⼗ 〜カールニカーラン〜」 
     

【事業団体】「あらうんど四万⼗」製作委員会 
 
■ 取組の概要等    

地域発信型映画の製作。      
 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

初めての試みにも関わらず、作品を評価していただけ様々なチャンスを頂けた。TAAF2015 特別招待
上映、第 7 回沖縄国際映画祭特別招待作品、カンヌ国際映画祭フィルムマーケットへの出展と、地域
から海外へと⼤きく取組みの効果が広がった。また、この映画を通じて、⾼知と都市部の⾼知出⾝者両
⽅に応援してもらう事により、両者の絆がより深くなった。 

 
■ 取組の課題    

充分な予算、スタッフ、機材等全てにおいて不⾜していたため満⾜と⾔える撮影が出来なかった。その
ためロケハンからはじまり完パケまで全ての作業に無理が⽣じた。地域で撮影する意味と、事業の継続を
考えるとある程度の余裕を持った運営が望ましい。    

    
■ 今後の取組予定   

国内では全国公開、海外ではカンヌ国際映画祭フィルムマーケットにて作品の販売、また、各国の国
際映画祭に出品し、世界で作品を⾒て頂ける機会を作って⾏く。   

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

 
 

「あらうんど四万⼗ 予告編」（http://youtu.be/Hk67AAWSICU） 
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≪平成 25 年度≫    

四万⼗おきゃく映画祭 
 

【事業団体】四万⼗おきゃく映画祭実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

映画館 0 地域での映画祭の開催。地域⽂化やロケーションを活かしたイベントをジョイントし、地元⺠
も観光客もゲストも、参加したみんなが楽しめる映画祭。    

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

初めての映画祭にも関わらず、たくさんの⽅に協⼒して頂き、⼤きな盛上りを作っていただいた。取組み
は、各メディアにも取り上げられ、四万⼗の新しい情報発信ツールとなった。  

  
■ 取組の課題    

資⾦、スタッフ、機材の確保。     
    

■ 今後の取組予定   
国内では全国公開、海外ではカンヌ国際映画祭フィルムマーケットにて作品の販売、また、各国の国

際映画祭に出品し、世界で作品を⾒て頂ける機会を作って⾏く。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

補助⾦（⾼知県） － 

 
■ 取組のイメージ等 

 
 

「四万⼗おきゃく映画祭」facebook（https://www.facebook.com/soff.jp） 
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≪平成 26 年度≫ 

地域発信型映画「ウゲウゲ！」の製作 

【事業団体】NPO うげうげ王国・吉本興業 

■ 取組の概要等
⾼知市を舞台とした地域発信型映画の製作を⾏った。作品は沖縄国際映画祭で上映される。

■ 取組の効果⼜は期待される効果
沖縄国際映画祭出品による⾼知県ＰＲ。製作映像の⾼知県観光振興への活⽤。

■ 取組の課題

■ 今後の取組予定
未定

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
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地場産業・産品の振興



≪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】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

らの事業主たちの中には、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。 
徳島県からの委託事業である本事業では、この様な徳島県内に埋もれている、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、県内の優れた企業を詳しく紹介するＰＲビデオを制作（３社
取材）、中国語版（繁体字、簡体字）及び英語版にローカライズし、徳島県が定期的に県産品フェアを開
催するとともに観光誘客の重点市場でもある台湾において放映した。さらに、今後は徳島県ホームページでの
展開や徳島県の世界各地での様々なプロモーション活動において幅広く本ＶＴＲを利活⽤する事により、県
内企業の活性化に役⽴てていく。 

■ 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、県内企

業がもつ⾼品質な製品や⾼いレベルの技術を、現地において⼗分にアピールできたものと考えられる。 
また、今後徳島県が国内外で開催する展⽰会や⾒本市、観光展においても放映することにより、徳島県の

産業について広くＰＲできるとともに、徳島県への関⼼を⾼めることで外国⼈観光誘客にもつながるものと期
待される。 

■ 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⼀
括して紹介する⽅法を考えていく事が課題となる。 

■ 今後の取組予定
未定

■ 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 
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≪平成 27 年度≫  

徳島県の伝統⽂化「藍染」を中⼼とした 
地域事業活性化に資するテレビ番組の活⽤ 

 
    【実施団体】四国放送株式会社 

 
藍染⽂化を通じた台湾と徳島の知られざる関係や、徳島の様々な魅⼒を紹介する番組を製作して海

外で放送し、あわせて展⽰即売会イベントを開催するなど、四国放送による放送コンテンツを活⽤した四
国・徳島へのインバウンドに向けた取組について紹介する。 

 
■ 背景・経緯 

本事業を始めるにあたり、海外放送局との共同制作を直接交渉する事によるノウハウの蓄積を⽬標と
してとりかかった。 

⽐較的訪問しやすい近隣国をターゲットとし調査を始めたところ、台湾は、徳島と歴史的、⽂化的側
⾯で様々な結びつきがある事がわかり、台湾においての事業展開を考えた。 

まず、様々な産業において⽇本と台湾の連携で実績のある台⽇産業連携推進オフィスにコーディネイ
トを依頼し、三⽴電視との共同制作が決まった。そして、総務省への企画提出前に訪台して事前交渉
を⾏い、お互いの意識や責任分担を確認した上で企画書上に反映させた。 

 
■ 取組の概要等    

藍染⽂化は、徳島、台湾各々の地域で独⾃に育まれた伝統的⽂化である。本事業では、この⼆つの
⽂化を融合させた新しい商品を製作し、台北で展⽰即売会イベントを実施した。 
また、本事業において制作した番組では、徳島の魅⼒を藍染を中⼼として発信したほか、徳島と台湾

のつながり「湾⽣」等も紹介した。台湾の⼈々に馴染みやすい番組とするため、三⽴電視との共同制作
体制を確⽴し、構成・台本段階から共同で検討した。 
さらに、台湾の経済団体・三三会の姉妹団体である台⽇商務交流協進会及び徳島県経営者協会

と連携して、徳島県の企業と台⽇商務交流協進会メンバーとの橋渡し的役割も担った。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
台湾では、当番組を延べ 90 万⼈の⽅が視聴された。この 90 万⼈の視聴者の⽅々には、徳島県の存在

を知っていただき、観光・歴史・⽂化・経済などに興味を⽰していただき、訪れてみたい場所と思っていただけ
た。 

台湾から徳島へのアクセスはあまりよくないが、⻄⽇本を訪れた際に寄ってみたい観光都市“徳島”を⼗分に
訴求でき、今後のインバウンドへつなげることが出来るのではないかと確信している。 

 
■ 取組の課題    

単発番組の放送や事業展開では、⼀定期間インバウンドへつなげる事ができても、時間と共に印象が
薄れてしまうため、継続的なものになりにくい。新規ユーザーを獲得し続けていかなければ、継続的に観
光都市“徳島”へのインバウンドに期待が持てない。 

細々としていても継続的な放送や事業展開が必要だと考える。  
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■ 今後の取組予定 
徳島県経営者協会や藍染職⼈との継続的な連携を模索している。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

1,800 万円 地域の創意⼯夫による地域経済活性化に資する放送コンテンツ海外
展開モデル事業（総務省平成 26 年度補正予算：1,620 万円） 

 
■ 取組のイメージ等 

  

台湾（三⽴電視）テレビ番組「玩客瘋德島」 台北でのイベントポスター 

 

台湾でのイベントの様⼦ 
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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切っ掛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≫    

４K 徳島映画祭２０１６ ＆ とくしま４K フォーラム２０１６ 
     

【実施団体】とくしま４K フォーラム実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

徳島県では、全県域に光ファイバーを FTTH 式で整備しており、CATV の世帯普及率が全国１位と
なっていることから、従来のハイビジョン(２K)より伝送容量が⼤きい４K の伝送実験に適しており、「４K
先進県徳島」と位置づけ、講演、機器展⽰、４Ｋコンテンツ上映などを⾏う「４Ｋ徳島映画祭」や「とくし
ま４Ｋフォーラム」を開催している。 

 
イベント名 ：４K 徳島映画祭２０１６、とくしま４K フォーラム２０１６ 
⽇   程 ：平成２８年１１⽉２５⽇（⾦）〜１１⽉１７⽇（⽇） 
会   場 ：徳島県名⻄郡神⼭町内各所 
来 場 者 ：約３，４００⼈ 
概    要 ：４K 映像作品の上映、セミナー・ワークショップの開催、最新の４K 機器の展⽰、など 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果  
次世代放送システム（４Ｋ・８Ｋ）の関連産業集積や⼈材育成、地域経済の活性化 
  

■ 今後の取組予定 
更なる産業集積を⽬指して、継続実施 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

４K 徳島映画祭２０１６ とくしま４K フォーラム２０１６ 
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≪平成 27 年度≫  

４Ｋ徳島映画祭２０１５ｉｎ神⼭&とくしま４Ｋフォーラム２０１５ 
     

【実施団体】とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

全国屈指の光ファイバー網とケーブルテレビ普及率を誇る徳島県から、次世代⾼画質テレビの規格に
関する技術・映像コンテンツのフォーラムを開催し，基調講演から最新技術セミナーや最新機器の展⽰
を実施した。 

【⽇ 時】 平成 27 年 12 ⽉ 4 ⽇〜6 ⽇ 
【場 所】 神⼭町（寄井座、左右内⼩学校、名⻄酒造酒蔵、ＷＥＥＫ神⼭、コンプレックス等） 
【内 容】 約５０本の４K コンテンツをこたつシアター、古⺠家シアター、酒蔵シアターなど特⻑あるシ

アターで上映、表彰式、４K 関連機器展⽰、講演、ライブ等 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果 
４Ｋ先進県・徳島のＰＲを図ることにより，４Ｋ関連事業者の集積や創出などにつなげる。 

     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

今後も継続して実施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 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

 
 

こたつシアター（寄井座） ４Ｋ徳島映画祭の受賞者 
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平成 26 年度≫   

とくしま 4K フォーラム 2014 
   

  【実施団体】とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 
 

全国屈指の光ファイバー網とケーブルテレビ普及率を誇る徳島県から、次世代⾼画質テレビの規格に関
する技術・映像コンテンツのフォーラムを開催。 

基調講演から最新技術セミナーや最新機器の展⽰を実施した取組について紹介する。  
   

■ 背景・経緯    
今年 1 ⽉にラスベガスで開かれた世界的エレクトロニクスイベント「CES2015」において、世界の主要メ

ーカー各社においては、パネルとしての 4Ｋは当然のこととしてディスプレイされていた。 
⽇本においては 2014 年 6 ⽉から「Channel 4K」がスタートし、10 ⽉からはひかり TV、12 ⽉からは

アクトビラでも「4K VOD（Video on Demand）」が始まっている。2015 年 3 ⽉からはスカパーで 4K
商⽤放送サービスがスタートする予定となっている。 

総務省が国策として 4K8K の普及に乗り出すのに呼応するように、また 2020 年に開催される東京オ
リンピック・パラリンピックへ向けて 4K8K が⺠間レベルでも本格的にスタートしたと⾔える。 

徳島県では、神⼭町にデジタルコンテンツサービスの企画、開発、運⽤などを業務とする株式会社プラ
ットイーズが平成 25 年 7 ⽉にサテライトオフィスを開設、また、4K8K 映像素材の制作、編集、配信 、
アーカイブ代⾏サービスなどを業務とする株式会社えんがわが平成 25 年 6 ⽉に創業、同年 9 ⽉には神
⼭町にて全国に先駆けて 4K の最先端技術の紹介やトップランナーの講演を⾏う全国 4K 祭を開催し
た。 

本事業はそういった背景を踏まえ、徳島県内において先駆的に地域集中型の充実した 4K8K 放送の
インフラや配信実績を構築し、国内はもとより世界に先駆けて 4K8K 放送の県域レベルによる初の実証
実験エリアとしての確⽴を⽬指すものである。 

           
■ 開催の⽬的 

全国屈指の光ファイバー網やケーブルテレビ普及率を誇る本県から、次世代の⾼品質テレビ規格スー
パーハイビジョン「4K」「8K」の制作やサービスに係る企業を集積することを⽬的とする。 

徳島県内において先駆的に地域集中型の充実した 4K8K 放送のインフラや配信実績を構築し、国
内はもとより世界に先駆けて 4K8K 放送の県域レベルによる初の実証実験エリアとしての確⽴を⽬指
す。 

県外に徳島県から次世代の技術⾰新のいまを発信する事で、徳島県として神⼭町として、先進的デ
ジタル⼤国へのアピールに繋がり、企業誘致に繋げる。 

NHK が「FIFA ワールドカップ・ブラジル 2014」のパブリックビューイング会場として、⼤都市である東京・
⼤阪・横浜並んで選定した徳島県は、４会場の中で唯⼀「4K」と「8K」を⼀度に体感・体験できる。 

徳島県が誇る「全国屈指のブロードバンド環境」をはじめとする「⽴地環境の優位性を全国・世界にア
ピールをすることにより、さらなる効果を期待。 
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■ 開催概要 
全国屈指の光ファイバー網とケーブルテレビ普及率を誇る徳島県から、次世代⾼画質テレビの規格に

関する技術・映像コンテンツのフォーラムを開催。基調講演から最新技術セミナーや講師を派遣し、機材
を貸し出し、地域映像コンテンツの提供を⾏なった。 

【内  容】：4K の先進事例を集めたセミナー、セッション、ワークショップ。 
       最新 4K 機器の展⽰およびデモ。4K コンテンツのパブリックビューイング。 
【参加者】：約 3,200 名 
【セミナー・ワークショップ】：49 講座 

 
■ 取組の様⼦ 

 
■ 来場者の反応 

全国から放送関係者や映像関係者に⼤多数お集まり頂き、徳島から 2020 年の年東京オリンピック・
パラリンピックに向けて加速度的に普及していく、4K を体感、体験することができ、全国屈指のブロードバ
ンド環境である本県の「4K 実証するなら徳島！」を来場者にも感じて頂けた模様である。  

 
■ 今後の課題と展望    

本年度も、4K 関連のイベント実施予定である。 
     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

⾮公表 4KTokushima 開催⽀援事業（徳島県） 

  
 会場となったアスティ徳島         徳島県知事 飯泉 嘉⾨⽒の講演の様⼦  

  

 チャンネル 4K 受信中            4K 中継⾞  
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≪平成 28 年度≫    

とくしまデジタルアートミュージアム構想 
     

【実施団体】とくしま LED・デジタルアート実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

徳島県がこれまで取り組んできた「ＬＥＤバレイ構想」の推進や「クリエイティブプロジェクト」「アートによ
る地域づくり」と最新の「映像・デジタル技術」を融合し、県下をフィールドにした創作活動等を実施する。 

 
作品名 ：渓⾕に咲く花、流れ込む滝－⼤歩危⼩歩危 
⽇ 程 ：平成２８年１０⽉８⽇（⼟）〜１０⽉１０⽇（⽉・祝） 
会 場 ：三好市⼭城町重実 ⽩川橋周辺（⼩歩危峡） 
来場者 ：約２，５００⼈ 
概 要 ：夜間、⼩歩危峡の川や岩、岸壁に花や滝のデジタルアートを投影 

 
作品名 ：⽂化の森に憑依する滝 
⽇ 程 ：平成２９年３⽉２０⽇（⽉・祝）〜（※⽉曜休館）午後７時〜９時 
会 場 ：徳島県⽂化の森総合公園 徳島県⽴⼆⼗⼀世紀館 
概 要 ：県⽴⼆⼗⼀世紀館の建物の⼀部を使⽤して、建物の形状に合わせて、  

美しい滝を表現したデジタルアートを投影 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果  
徳島県の魅⼒の発信⼒向上、クリエイティブ⼈材の育成や関連企業等の集積 
   

■ 今後の取組予定 
今後も県下をフィールドとして、創作活動等を実施 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

  

渓⾕に咲く花，流れ込む滝－⼤歩危⼩歩危 ⽂化の森に憑依する滝 
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≪平成 26 年度≫    

デジタルコンテンツビジネスセミナー  映像編４Ｋ 
     

【実施団体】公益財団法⼈とくしま産業振興機構、四国⼤学 
株式会社丸菱、株式会社えんがわ、株式会社プラットイーズ   

 
■ 取組の概要等    

⼤学等と連携し、徳島県内中⼩企業にデジタルコンテンツのノウハウを持つ⼈材を育成するワークショッ
プを開催し、4K 動画の撮影から編集までを徳島市内と神⼭町の 2 ヶ所で実施した。講師を派遣し、機
材を貸し出し、地域映像コンテンツを提供した。 

  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

県内の学⽣、中⼩企業、地域おこし協⼒隊と幅広い参加者の⽅たちが、様々なフィールドで今回習
得した技術を使⽤しての 4K コンテンツ制作が期待される。 

           
■ 取組の課題    

現在主流である HD から 4K のワークフローの違いを説明する上での簡略化が難しい。  
 

■ 今後の取組予定   
 未定 
          

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

⾮公開 徳島県デジタルコンテンツ⼈材育成事業 
（徳島県補助事業） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

 

ワークショップ⾵景 
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≪平成 26 年度≫    

「徳島発 幸せここに」シンポジウム 
「⼈⼝減少社会への挑戦〜神⼭－東京から考える〜」 

     
【実施団体】徳島県、徳島新聞社、東京徳島県⼈会、株式会社えんがわ、 

株式会社プラットイーズ、株式会社神⼭神領、HIP（Home Island Project） 
 
■ 取組の概要等    

神⼭と東京にシンポジウム会場を設け、この 2 会場を「ウェブ会議システム」でつないだ上で、地域の活
性化に尽⼒してきた識者によるパネルディスカッションや講演会を実施した。 

神⼭会場には⼤南信也⽒（NPO 法⼈グリーンバレー理事⻑）、隅⽥徹⽒（株式会社えんがわ社
⻑）、信岡良亮⽒（株式会社巡の環取締役）、東京会場には⼭崎亮⽒（株式会社 studio-L 代
表）、藤⽥恭嗣⽒（株式会社メディアドゥ代表）、岡⽥育⼤⽒（株式会社フォレストバンク代表）が
それぞれパネリストとして出席。また神⼭会場には飯泉嘉⾨徳島県知事、東京会場には⽯破茂⼤⾂と
⼭⼝俊⼀⼤⾂がそれぞれオブザーバー参加した。 

株式会社えんがわ・株式会社プラットイーズは本会議への機材貸し出し、ウェブ会議システムの操作、
地域映像 4K コンテンツの提供を⾏った。      

  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

「地⽅過疎化」「都市⼀極集中型」から、都市と⽥舎がネットワークを通して繋がる事で、場所に左右
されぬ、相互関係が⽣まれ、地⽅での暮らし・新しい働き⽅の先駆けとして、⽇本各地にＵターン・Ｉタ
ーン者の増加とともに、地域活性化に繋がる⼀歩として期待したい。 

       
■ 取組の課題    

地⽅紙が主催するイベントのため告知・事業レポートも新聞紙上が中⼼となった。イベント周知につい
てはパネリスト各⽒にSNS等で拡散いただいたが、地域課題の解決が今や⽇本全国で共有するべき課
題であることを踏まえても、WEB を如何に効果的に事業に組み込めるかを念頭に置くことは不可⽋であ
る。   

    
■ 今後の取組予定   

徳島新聞社が徳島⼤学・四国⼤学と地域貢献の推進に向けた連携協定を締結したことで、産学官
連携のもと、より実践的な地域課題解決のための事業が期待される。シンポジウム・講演会はもとより、
移住者・若⼿の事業化⽀援といった具体的な成果を求める取組も検討する。  

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
⾮公開 － 

 
■ 取組の様⼦ 
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≪平成 26 年度≫  

ふるさとプロモーション 〜神⼭アーカイブス製作中〜 
     

【実施団体】神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラットイーズ 
 
■ 取組の概要等    

放送局の映像データのアーカイブシステムを構築しているが、サテライトオフィスとして地域に貢献できる
取り組みとして地域資源を４Ｋ映像で次世代に残す「地域アーカイブス」に取り組んでいる。神⼭町の
「⼈」「特産」「⽂化」「⾃然」を、1000 年先にも映像データとして保存していく計画である。 
     

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
今を⽣きる神⼭町の⼈（100 ⼈）、⽂化、伝統技術、⾃然、芸能などを４Ｋ映像として保存するこ

とにより、将来にわたり有効活⽤が⾒込まれる。 
また、町内のＩＣＴ技術を駆使して全世界に発信することにより、幅広い世代へ町の魅⼒を伝えるこ

とができる。強いては、特産/観光/街づくりの活性化に繋がり、Ｕターン、I ターン者の増加に期待を寄せ
ている。      

     
■ 取組の課題    

今後も継続して映像を残してゆきたいが、継続的な予算の確保が課題となっている。 
   

■ 今後の取組予定   
動画及び MAP アプリを制作中である。地図上に映像をリンクさせ、観光情報やイベント情報を詳しく

伝えるシステムを構築している。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
⾮公開 神⼭町ふるさと活性化事業と当社地域事業とのコラボレーション 

 
■ 取組のイメージ等 
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≪平成 25 年度〜継続≫  

番組「阿波ストリームｄｅ８」を配信 
     

【実施団体】阿波市観光協会 
 
■ 取組の概要等    

観光資源 PR や地域産品、地域の⼈々の紹介など地域振興、ならびに観光振興のためのコンテンツ
作成し、インターネット番組配信サイト「ユーストリーム」や「YouTube」などを利⽤して、毎⽉第 2 ⾦曜
⽇の午後 8 時から 1 時間程度、「阿波ストリームｄｅ８」という番組の配信を⾏っている。 

  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

地域の魅⼒を発信することによる交流⼈⼝の増加、地域の⼈材発掘などが期待される。 
     
■ 取組の課題    

視聴数の増加、番組の周知⽅法、機材などの設備不⾜、取材スタッフなどの⼈員不⾜が課題であ
る。 

    
■ 今後の取組予定   

番組周知のため、パンフレットを作成する。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

6 万円 阿波市補助⾦ 
 （阿波市観光協会補助⾦） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

番組「阿波ストリームｄｅ８」（http://www.ustream.tv/channel/awast9） 
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≪平成 26 年度、平成 27 年度≫    

にし阿波で働く／にし阿波を知る 
     

【実施団体】NPO 法⼈マチトソラ 
 
■ 取組の概要等    

地域の魅⼒発信につながる、移住者や地元出⾝者の⾯⽩い取り組みの記事を作成し、ホームページ
で公開した。（http://machitosora.com/interview/） 

この地域の特徴であるサテライトオフィスや廃校活⽤事業を取り上げ、詳細な記事を作成し、ホームペ
ージで公開した。（http://machitosora.com/satelliteoffice/） 

    
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

移住やサテライトオフィス進出を考えている⽅に、地域での暮らしぶりや働く⼈たち、先⾏事例を紹介す
ることにより、この地域への関⼼が⾼まるきっかけになる。   

     
■ 取組の課題    

今年度である程度、先進的な事例は紹介できたので、今後は新しい取り組みを探していかなくてはな
らない。  
    

■ 今後の取組予定   
平成 28 年度の更新回数は減るであろうが、新しい取り組みを取材し、随時掲載する予定である。 
        

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

400 万円 にし阿波サテライトオフィスコンシェルジュ事業 
 
■ 取組のイメージ等 

 

マチトソラホームページ（http://machitosora.com/） 
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≪平成 26 年度≫ 

⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト 
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫ 

   
  【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 

 
瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、⼤学院⽣が⾼松市在住のフランス⼈と

ともに単なる観光地ではない現地の魅⼒などを映像コンテンツ化し、フランス向けに発信することで、フランス
からの観光需要の掘り起こしをはかる取組について紹介する。 

   
■ 背景・経緯    

固有の地域資源に注⽬した地域活性化が各地で取り組まれる中、映画やアニメとリンクした地域活
性化の試みも広がってきている（⼭村,2011;原,2013）。 

⾹川県では、フィルムコミッションの活動が早くから⾏われロケ誘致に成功しているため、さらに進めて地
域発でより地域の素材を活かしたコンテンツ開発と発信のあり⽅が問われている。県内の海外観光客の
誘致は韓国、中国を中⼼としたアジアが中⼼であり、ヨーロッパの需要は瀬⼾内国際芸術祭などで可能
性が⾒出されてきているが未開拓の部分が⼤きい。     
     

■ 事業の⽬的 
本事業は、地域の隠れた資源に焦点をあてた映像コンテンツを特にヨーロッパのフランスをターゲットとし

て開発・制作して発信し、⾼松への観光集客につなげることを⽬的とする。 
海外からの観光客誘致は規模的には韓国・中国からのものが⼤きいものの、近年の観光は単なる物

⾒遊⼭から、体験型の探求へと移⾏しており(筒井⽒・澤端⽒,2010 年)、特に個⼈的な「特別な経
験」がリピーターにつながることが指摘されている。 

地域の埋もれた、しかし本物の魅⼒を軸に地域活性化を図るには、「観光地」における⼀過性のマス
ツーリズムではなく、じっくりと地域の魅⼒を味わおうとする志向性を持つ観光客に注⽬すべきであり、他
⼈と異なる体験、オーセンティシティ（真正性）を求める傾向が強いフランス⼈をマーケットリーダーとして
研究対象に設定し、その誘致のポイントをさぐることが効果的であると考える。 

       
■ 事業の概要 

⼤学院における授業「クリエイティビティと地域活性化」ならびに「実践型地域活性化演習」の⼀環とし
て、⾼松市在住のフランス⼈、ジュリア・イニサン⽒の協⼒により、男⽊島の魅⼒を特にフランス⼈に向け
て映像コンテンツ化する試みを⾏っている。男⽊島における現地ヒアリング＆撮影を実施し、現在、編集
作業中である。 

今後、⾼松市との連携により、フランスで開催される JAPAN EXPO で映像出展し、マーケティングリサ
ーチを⾏う予定である。  
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■ 事業イメージ、取組の様⼦等 

 
■ 事業の効果⼜は期待される効果 

⾼松市の地域資源の⼀つとして、瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、単
なる観光地ではない現地の魅⼒、現地での島⺠との交流の豊かさなどに注⽬した映像を特にフランス⼈
向けに発信することで、⼈と異なる体験を志向する傾向があるというフランス⼈の男⽊島への関⼼を⾼め、
フランスからの観光需要を掘り起こすことが期待される。  

 
■ 今後の予定、課題など    

現在、編集作業中であり、ネットなどで映像コンテンツを発信していく予定である。さらに、平成 27 年
度において、菓⼦⽊型、盆栽を対象とした映像コンテンツの制作を進めている。 

また、⾼松市と連携し、平成 27 年 7 ⽉にフランスで開催される JAPAN EXPO で映像展⽰を⾏い、
⾼松への観光集客につなげる取組みを⾏う予定である。   

     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

225 千円 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科映像コンテンツによる
地域活性化推進事業 

 

取組イメージ 

   

男⽊島カフェでのインタビューの様⼦ 男⽊島集落内での会話の様⼦ 男⽊島古⺠家にて 
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≪平成 26 年度≫  

  ⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 
     

【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科  
 

■ 取組の概要等    
ハリウッドにおける映画脚本開発⽅法論、地域調査⽅法論、新規事業構想論を組み合わせた授業

を⾏い、①地域の埋もれた資源を発掘しコンテンツ開発（映画プロジェクト計画・映画脚本のシノプシス
開発）を試みた。②映画と地域資源のコラボレーションによる地域活性化プランの開発を試みた。
      

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
フィールドワークによる⾼松駅ストーリー開発プロジェクトの成果として、４点の短編映画シノプシスが得

られ、JR 職員、駅ビルの教室や２階共有空間、航路待合室等、隠れた魅⼒に光をあてたストーリーが
開発された。 

また、各⾃の最終レポートとして、４点の映画企画ないしコラボレーションビジネス企画が得られた。最
終回のレポート発表会に映画『瀬⼾内海賊物語』プロデューサーの益⽥祐美⼦⽒を招聘し、評価コメン
トをいただいた。希少糖、お遍路、戦争といった地域のいくつかの要素を融合したストーリーである
『Kechigan』が益⽥祐美⼦⽒により最優秀賞に選ばれた。希少糖に関係する映画は、実際の希少糖
ビジネスの展開との相乗効果で、⼤きな効果をあげることが期待される。 

           
■ 取組の課題    

地域の資源を活かした興味深い映画企画が得られた。フィールドワークによる映画企画探索も効果的
であった。ただし、実際の映画の脚本としては、さらにリライトを重ねて練り上げる必要があり、半年間 15
コマの授業の次の段階の指導が課題である。学⽣が共同で⾏った⾼松駅ストーリー開発プロジェクトは、
その後、学⽣により、⾃主的に映像化しようとする動きがあり、授業外として指導を⾏っている。 

         
■ 今後の取組予定   

未定 
        

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

40 万円 ⽂部科学省 COC（Center of Community）事業費 
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≪平成 25 年度≫    

映画祭 LA Eiga Fest における 
「瀬⼾内海賊物語」の上映と県産品・観光情報の発信 

 
【実施団体】⾹川県、愛媛県、株式会社平成プロジェクト 

⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 
 
■ 取組の概要等    

2013 年 12 ⽉にロサンゼルスで開催された LA Eiga Fest にて、2011 年瀬⼾内国際こども映
画祭 ⼯ンジェルロード脚本賞グランプリを受賞し、⾹川県・愛媛県でロケを⾏った映画「瀬⼾内海賊物
語」の上映を⾏った。同時に⾹川県・愛媛県が共同ブースで県産品や観光情報を展⽰した。初⽇のオ
ープニングスクリーニングの後のパーテイでは、川鶴の⽇本酒を升酒で試飲サービスを実施した。「瀬⼾内
海賊物語」上映前には、ルーヴ社の希少糖⼊り焼きドーナツの試⾷サービスを実施した。 

      
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

映画「瀬⼾内海賊物語」の評判はとてもよく、ロサンゼルスのダウンタウンの劇場で上映したい と⾔う
申し出もあった。川鶴の⽇本酒の評判も⼤変よく、LA のどこで購⼊できるのかの質問もあったが、まだ販
売の準備ができていなかった。希少糖⼊りドーナツの評判も⼤変よく、この商品を取り扱いたいという⽅も
いて、ビジネスの可能性に⼀定の⼿応えが得られた。  

     
■ 取組の課題    
   映画祭における映画と地域資源のコラボレーションの継続的な取組みが望まれる。映画だけでなく、

⽇本酒や希少糖⼊りドーナッツなどの県産品の評判も上々であったが、販売体制が準備できておらず、
需要の受け⽫がない状態であった。   

      
■ 今後の取組予定   
   平成 27 年度は更新頻度を増やし、新しく取材し、随時掲載する予定である。 
        
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

130 万円（平成プロジェクト分） ジャパン・コンテンツローカライズ＆プロモーション⽀援助成⾦
（J-LOP） 

 
■ 取組のイメージ等 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 
   

  【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 

家庭⽤のデジタルビデオカメラやモバイル回線などの通信機器の性能が向上し、個⼈でもインターネットで
の動画配信が⾏いやすくなった。しかしながら個⼈の⼒だけでは地域の情報発信に限界がある。そこで、⾃
治体や地域の様々な団体と連携し、平成24年8⽉に発信⼒があるネット動画メディアとして⼀般社団法
⼈まちテレを設⽴。 

現在では⾼松市の公式ネット配信を始め、地域団体や商店街等と 50 以上のネット配信チャンネルをも
ち、⾼松から世界にネット動画番組を配信するなど、積極的に地域からの情報発信に取り組んでいるまち
テレの取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

平成 22 年に情報サービス等の研究に取り組む⼤学院⽣や学⽣たちが中⼼となり、地域貢献の⼀環
として動画を使った情報発信の取り組みをスタートした。 

初年度では⾼松で開催されたトライアスロン⼤会で、広域無線 LAN やモバイルデータ通信を⽤い、⼤
会会場７箇所に設置したカメラ映像を使ったネット動画配信を⾏った。次年度では選⼿のバイクに取り
付けたカメラ映像も配信するなど、先進的なネット中継に取り組んできた。 

2 年後の平成 24 年には、本事業の取組みが、地域の観光プロモーションにも有効であるとの評価を
受け、公益財団法⼈⾼松観光コンベンション・ビューローの⾼松観光プロモーション事業の⽀援を受けて
⼀般社団法⼈化した。 

現在は⾼松市の公式ネット動画配信などの業務を担当するだけでなく、ネット中継技術の講習会など
も実施し、地域の情報発信⼈材の育成にも取り組んでいる。 

           
■ 事業の概要 

ネット放送の利点は、⾼速のインターネット回線さえあれば、どこからでも発信することができるということと、
世界中の多くの国で動画を視聴することができるという 2 点である。 

本事業では、⼤⼿動画配信サービスの公式スタジオを設置するとともに、商店街や市役所、地域団
体や教育機関等、プロスポーツチームと連携したネット放送に取り組み、現在 50 以上のチャンネルをジャ
ンルごとに分類・整理し、⼀つのポータルサイトの中で⾒られるようにしている。 

2015 年 3 ⽉に開催された全国⾼等学校選抜卓球⼤会では、競技場となった⾼松市総合体育館
から累計で 10 万回の視聴再⽣数を上げるなど、⼤会関係者からも⼤いに評価を得た。 

また、⾼松市のホームページにある「⾼松ムービー（動画）チャンネル」の運営を担当しており、
YouTube でアップロードした動画も視聴しやすいよう分類し掲載している。 

◇「まちテレ」ポータルサイト 
 http://mothertown.tv/ 

◇⾼松ムービー（動画）チャンネル 
http://takamatsu.mothertown.tv/  
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■ 利⽤者の反応 
コンテンツが増えているため、視聴数も全体的には順調に増えている。 
視聴されている⽅は⾼松市内の⽅が多いが、市外の⽅、特に東京や⼤阪の⽅の視聴もある。コンテン

ツによっては海外からの視聴も多くなる。 
また、配信した動画はアーカイブとして後で視聴もできるため、これまで配信してきた農村歌舞伎や郷

⼟芸能、⾳楽イベントの記録映像としても好評を得ている。 
 

■ 今後の課題と展望    
事業運営費は主に⾃治体からの委託費や補助⾦の依存が⾼い。今後、持続的に事業を⾏うために

は、中継以外での収益を⾼めていく必要がある。 
そのため、マルチコプターを使った空撮や CG 製作、4K カメラ撮影や動画編集、通信技術を⽣かし、

⾼松市のプロモーション映像や博物館での解説映像など、より⾼度な映像製作の業務にチャレンジして
いる。 

また、平成 26 年度では、海外向けのコンテンツ促進としてフランスのケーブルテレビで⾼松を紹介する
番組の放送にも携わった。 

     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

１,000 万円／年 ⾼松観光プロモーション事業 
（平成 24 年度、平成 26 年度） 

 
■ 取組の様⼦ 

  

クロマキー合成を使った番組制作 マルチコプターによる空撮映像を中継 
現代屋島合戦絵巻 2013 

  

独⾃開発のスコアボードや４K カメラを使った 
野球中継 

バイクカメラからの映像 
サンポート⾼松トライアスロン⼤会 2012 
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≪平成 24 年度〜継続≫    

インターネット動画配信事業 
     

【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 
■ 取組の概要等    

県外や海外のより多くの⼈に配信するため、⼤⼿配信サービスの公式なスタジオを設置し、連携するス
タジオや屋外から公式チャンネルを通じ動画で地域情報を配信する組織づくりをおこなう。 
      

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
映像配信のノウハウや映像コンテンツの制作のノウハウの蓄積がなされた。 
⼀般社団法⼈として、地域に根ざした事業を展開し、⾃治体や教育機関などと連携したコンテンツ流

通の促進が期待される。        
     
■ 取組の課題    

地域プロモーションの⼀環としてインターネット動画の活⽤は注⽬されているが、ネット動画は無料の視
聴であり、広告収⼊を得難い。 

番組作成にはカメラや中継機材、スタッフ⼈件費などの維持費もかかる。 
継続的に地域コンテンツを発信するための収益性の確保が必要である。   
   

■ 今後の取組予定   
有志での運営⽀援によって事業運営が図られている。事業の収益化を図り、雇⽤を創出する。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円（平成 24 年度） ⾼松観光プロモーション事業（平成 24 年度） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

配信の様⼦ 野球中継の様⼦ 屋外中継の様⼦ 
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≪平成 26 年度≫  

ケーブルテレビ放送 Nolife での⾼松紹介番組放送 
     

【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 
■ 取組の概要等    

フランスのケーブル放送局 Nolife の⽇本を紹介する番組「Japan in Motion」にて、平成 26 年 10
⽉に⾼松市で開催された⽇仏⾃治体交流会議の模様や、⾼松の伝統⼯芸、観光情報などを紹介す
る番組を放送する。     

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

フランス国内 650 万世帯が加⼊するケーブルテレビ放送 Nolife で 3 番⽬に⼈気の「Japan in 
Motion」にて、⽇仏⾃治体交流会議の開催、盆栽、⾼松で開催される和のワークショップなどを紹介す
る番組を放送することにより、海外からの観光客にワークショップなどの案内を⾏い、⾼松のイメージアップ
に繋げる。  

         
■ 取組の課題    

単年度に限らず、継続的に海外にコンテンツを発信したり、コンテンツの再利⽤がはかられることが課題
となっている。 

    
■ 今後の取組予定   

未定 
         
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円 ⾼松観光プロモーション事業 

 
■ 取組のイメージ等 

 

ゲストハウス若葉屋の様⼦ ⼤川原染⾊本舗の
様⼦ 望海荘の様⼦ 
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≪平成 28 年度≫  

  瀬⼾内国際芸術祭２０１６夏 「五感をくすぐるアートな旅」 
     

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 
 
■ 取組の概要等    

３回⽬を迎える現代アートの祭典「瀬⼾内国際芸術祭２０１６」は、県内外や海外から合わせて
100 万⼈の来場者が訪れる国際的なイベントである。 

⼀⽅、県⺠の中には「瀬⼾内国際芸術祭を⾒たことがない」という⽅も多く存在しており、その要因のひ
とつは「現代アートがよくわからない」というもの。 

しかし、瀬⼾内国際芸術祭の本質は、ただ作品を鑑賞するだけではなく、島の⽂化、歴史、⾃然の魅
⼒を再発⾒し⼈々の活⼒を⽣み出すもの。 

番組では、この芸術祭の本質を理解してもらい、３年に⼀度、ここでしか⾒られない国際的な作品に
もっと地元の⼈々に触れてもらうことを⽬的に制作した。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

⾼松市内の島々に点在するアート作品の紹介に加え、開幕直前に制作現場を取材し、アーティスト
の思いや作品の⾒⽅を紹介し、島の⾃然や⾷の魅⼒に気付いてもらう。 

 
■ 取組の課題    

・取材場所が多く、また島のため、取材箇所が限られている。 
・著作物のため、版権処理が⼤変 
 

■ 今後の取組予定   
次回以降の瀬⼾内国際芸術祭も継続して取材し、魅⼒を発信していく。 
 

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

番組内画像１ 番組内画像２ 
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≪平成 27 年度≫  

⾹川県特産品イベント連動番組制作および発信 
     

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 
 
■ 取組の概要等    

⾹川県にある盆栽、漆器、庵治⽯といった特産品は、⾼度な技術により⽀えられている事から、敷居
が⾼いイメージがあるが、伝統技術を継承しつつ、より現代のライフスタイルにあったプロダクトを作る取組
みを「匠雲」という⾹川のモノづくりを担う作家が集まるグループが⾏っている。そんな「匠雲」がアプローチす
る⾹川の新しいモノづくりのカタチをより多くの⼈に知ってもらう事を⽬的として 8 ⽉に⽟藻公園内にある国
の重要⽂化財“被雲閣”をギャラリーとして活⽤したイベントと連動した番組を制作し、ケーブルテレビコミュ
ニティチャンネル放送および web 配信、イベント会場内放送を実施した。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

「⾹川の新しいモノづくりのカタチ」を映像化して発信する事で、県内外および外国⼈観光客など広く
PR することができ、⾹川の特産品市場のさらなる活性化が期待できる。 

 
■ 取組の課題    

継続して番組化することがコスト的にできていないので、継続した取組にしたい。 
   
■ 今後の取組予定   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

匠雲（http://www.takumikumo.com/） 

 
 

 

イベント会場 ロゴ 特産品 
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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 25 年度≫  

ご当地ヒーローと映像制作による情報発信事業 
 

【実施団体】NPO 法⼈東かがわ市ニューツーリズム協会 
 
■ 取組の概要等    

ご当地キャラクターの制作と映像制作による情報発信を実施した。    
 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

ご当地キャラクターの活⽤と映像による発信により、市の PR 効果が図れた。   
     
■ 取組の課題    

継続的に映像制作するための資⾦集めが難しい。    
     
■ 今後の取組予定   

未定   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円 東かがわ市補助⾦ 

 
■ 取組のイメージ等 

  

撮影⾵景 ご当地ヒーロー「てぶくろマン」 
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≪平成 27 年度〜継続≫    

⽇本のさかな⽂化を愛媛から発信するフリーマガジン - E のさかな 
     

【実施団体】佐川印刷株式会社 
■ 取組の概要等    

愛媛の⽔産業を応援するフリーペーパー「E のさかな」発⾏ホームページ公開 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
地域活性化 
広告事業の拡⼤、地域事業や地⽅創⽣事業受注機会獲得 
 

■ 取組の課題    
情報発信の⼯夫、アクセス向上、認知度アップ 
 

■ 今後の取組予定   
課題に基づく 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

※社内で取り組み － 
 
■ 取組のイメージ等 

 
 

 

フリーペーパー ホームページ フリーペーパー 展⽰の様⼦ 
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≪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。 

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が始まるなど、
地域への波及効果が認められた。 
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■ 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 

事業経費 活⽤⽀援事業 

事業経費：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事業 
（総務省平成 28 年度当初予算） 

 
■ 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イ  
〜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様 
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≪平成 26 年度≫   

魅⼒ある愛媛の演劇コンテンツを海外へ 
≪新たなビジネス展開と⽂化芸術の交流に向けて≫  

   
  【実施団体】株式会社愛媛 CATV 

 
地域密着メディアとして「ど・ローカル宣⾔」を貫く愛媛 CATV が、その対極となる「制作コンテンツの海外

展開」に地域活性化の光明を⾒いだし、オールえひめ体制で地域芸能⽂化を世界に向けて発信した取組
を紹介する。     

   
■ 背景と経緯    

愛媛県東温市にある全国で唯⼀の地域常設劇場「坊っちゃん劇場」で上演された「奇想天外☆歌
舞⾳曲劇『げんない』」を映像化し、2014年4⽉にフランスのカンヌで開催されたMIPTV（国際映像コ
ンテンツ⾒本市）の JCTA（⽇本ケーブルテレビ連盟）のブースに出品したところ、諸外国からの関⼼が
⾼かった。 

本取組を契機に、愛媛県の営業本部⻑を筆頭に各⾃治体、公共機関、マスコミ等官⺠⼀体のオー
ル愛媛体制でコンテンツの海外輸出事業実⾏委員会を形成し、「坊っちゃん劇場」のローカル性の⾼い
コンテンツを核とした番組を制作した。    

 
■ 取組の⽬的 

坊っちゃん劇場の舞台｢道後湯の⾥｣を活⽤した番組を制作し、シンガポール CNA 社で放送するだけ
ではなく、現地での放送時期に合わせて、坊っちゃん劇場の役者によるトークショーや県産品の PR などを
⾏うイベントを開催することで、番組視聴及び訪⽇、観光・物産の促進にとどまらず、ビジネスや⽂化芸
術の交流を狙うものである。 

     
■ 番組の概要 

【コンセプト】 
・｢道後湯の⾥｣に出演していた役者たちとシンガポール出⾝の出演者が⾃転⾞で愛媛県内を旅しな
がら愛媛の観光物産や伝統⼯芸などの魅⼒を発信。 
・番組内の随所でミュージカル｢道後湯の⾥｣のあらすじをダイジェストで紹介し、｢坊っちゃん劇場｣のミ
ュージカルの魅⼒を発信。 
・番組は 1 回 23 分の本編と 1 分間の地元 CM で構成され計 5 本を制作。 
・番組はすべて英語字幕にてローカライズ。 

【構成】 
エピソード 1 松⼭編（道後温泉、松⼭城など）、エピソード 2 南予編（養殖場、郷⼟料理など）、 
エピソード 3 東温編（坊っちゃん劇場など）、エピソード 4 しまなみ編（サイクリングなど）、 
エピソード 5 伝統⼯芸編（砥部焼、タオル） の 5 番組で構成 

【放送】 
・Channel News Asia international（シンガポールをはじめとする 25 の国と地域で放送） 
・エピソード１ 2015 年 1 ⽉ 25 ⽇(⼟)21:30〜 以降、毎週⼟曜 21:30〜(最終 2 ⽉ 22 ⽇) 
 

■ 事業の効果、成果    
予算が減額されたことや実施期間の短縮などハンデは⼤きかったが、地域全体で取り組めたこと、規模

の⼤きなメディアでコンテンツの流通実績ができたこと、現地でのイベントが好評に終わったことなど⼤きな
実績を残すことができた。 
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また、海外へのコンテンツ展開に取り組む当社にとって、実際に放送実績を残すことができたのが意義
深い。次のステップの⾜がかりとなった。 
成果としては、優秀なデジタルコンテンツ等の制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー

ʻ14／第20 回記念AMD アワード』において、地域芸能⽂化を積極的に世界に向けて発信したことが
評価され、「リージョナル賞」を授賞した。 

 
■ 取組のイメージ等 

 
■ 今後の課題、展望など    

今回の放送実績を踏まえて⾃⾛化に向けて次のステップはバーターなり、実費回収なりのインカム型ス
キームへの転換を⽬指す必要がある。関連事業の展開に関しては、地域はもちろん、国全体でコンテン
ツを海外発信することについて国⺠の周知と⽀援体制が拡充される必要がある。 

   
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 
◇放送枠代 ： 12,007 千円 
◇事業経費 ： 26,780 千円（イベント費⽤、⼈件

費、番組制作費、ローカライズ費等）  

周辺産業との連携・地域活性化を⽬的とした放送
コンテンツの海外展開に関するモデル事業 
（総務省平成 25 年度補正予算） 

 

取組イメージ 
  

シンガポールでのイベントの様⼦ 
 

番組キャプチャ  
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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 26 年度≫ 

伊予彩まつり及び伊予市のテレビ放送を⽤いた宣伝事業 

 
【実施団体】伊予市観光協会 

 
■ 取組の概要等    

平成 17 年に合併した 1 市 2 町の各地域における代表的なイベント及び特産品を紹介する 30 分
番組を製作し、テレビ放映した。 

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

イベントについては従来、市内外から多くの観光客があったが、テレビ放送により認知度が上昇し、さら
なる集客が⾒込める。また、特産品については、来客数が増加したと施設からの声を聴いており、⼀定の
効果が⾒られた。        
      

■ 取組の課題    
30 分番組では、各地域の特産品や観光資源を網羅することが不可能なことから、テレビ放送を⽤い

た宣伝事業にあっては、継続的に取り組むことは望ましいが、経費の⾯で継続は難しい。 
     

■ 今後の取組予定   
       
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

130 万円 平成 26 年度伊予市からの観光振興事業費補助⾦ 
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≪平成 26 年度≫  

四国中央市観光協会ＨＰリニューアル 
     

【実施団体】四国中央市観光協会 
 

■ 取組の概要等    
四国中央市の観光情報発信のため、既存のホームページをリニューアルした。  

  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

SNS（facebook）の活⽤により、新たなファン層の獲得が期待される。   
      

■ 取組の課題    
飽きせないコンテンツ作りのために更新回数を多くしなければならない。 
動画などを編集できる技術者が不⾜している。  
       

■ 今後の取組予定   
 未定  
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

準備費⽤：30 万円  運営経費： 6 万円 四国中央市観光協会補助⾦ 

 
■ 取組のイメージ等 

  

四国中央市観光協会ＨＰ（http://www.shikochu-kankou.jp/） 
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≪平成 25 年度≫   

東温市観光 PR ビデオの制作(5 分版、10 分版) 
   

  【実施団体】株式会社ジョイ・アート 
  

■ 取組の概要等   
東温市の観光資源を「観る」「遊ぶ」「憩う」の 3 本柱に分け、美しい写真と映像を使い、PR ビデオとし

て作成した。 
また、名刺に AR を埋め込み、かざすと当該 PR ビデオが再⽣を始める。 

   
■ 取組の効果⼜は期待される効果   

東温市内、外でのイベント時に披露した。YouTube にて公開している。平成 27 年 2 ⽉ 26 ⽇まで
に 303 回閲覧履歴有り。    

   
■ 取組の課題   

    
■ 今後の取組予定 

東温市内企業、関連企業にも配布し、広く周知、活⽤してもらう予定である。   
   
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

92 万円 平成 25 年度愛媛県集客⼒向上⽀援事業 
   
■ 取組のイメージ等 

  

「東温市 PR 映像」10 分版（https://www.youtube.com/watch?v=CcymmyNdRTI） 

 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

97



≪平成 26 年度≫    

砥部町観光協会ＨＰリニューアル  
 

【実施団体】砥部町観光協会 
 
■ 取組の概要等    

砥部町の観光協会のホームページを⼀新し、「観る」、「体験する」、「買う」、「⾷べる」、「役⽴つ情報」
等のカテゴリー別のメニューにするなど、ホームページを⾒やすくした。 

    
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

新しいホームページになってから、アクセス数が旧ホームページの 10 倍に伸びた。  
     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

未定 
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

運営費：年間 50 万円 愛媛県 新ふるさとづくり総合⽀援事業 

 
■ 取組のイメージ等 

 

砥部町観光協会ＨＰ（http://www.tobe-kanko.jp/） 
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≪平成 24 年度〜継続≫   

情報発信事業 
 

【実施団体】NPO 法⼈佐⽥岬ツーリズム協会 
 
■ 取組の概要等    

町の観光協会にあたる佐⽥岬ツーリズム協会が、ホームページで「観光情報」、「旅⾏情報」、「特産
品・お買い物情報」等を発信した。 

   
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

旅⾏者に必要な情報を幅広く発信できるようになった。    
     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

未定 
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 情報発信にかかる補助⾦事業（伊⽅町） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

佐⽥岬の観光ナビサイト「さだみさきナビ」（http://www.sadamisaki.com/） 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

愛南ワンダーランド 
 

【実施団体】愛南リポーターズ 
 
■ 取組の概要等    

平成 23 年 1 ⽉、地元のケーブルテレビを通じて愛南町の良さを発信しようと町内外から有志が集ま
って愛南リポーターズが発⾜した。平成 24 年には南予圏域で開催された「えひめ南予いやし博 2012」
の⾃主企画事業として、町内の観光資源・出来事・⼈・ものの魅⼒を伝える映像を制作し、地域に暮ら
す町⺠だからこそ持てる視点と⼈との繋がりを活かした活動を展開した。また同時期に総務省の地域情
報化アドバイザー派遣事業を活⽤して、住⺠ディレクター活動の実践者、岸本晃さんの「住⺠ディレクタ
ー養成講座」を受講、そのことがきっかけとなって平成 25 年 1 ⽉から地元の情報を地元の⼈が発信する
番組の制作を⾏っている。   

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

番組制作を通じて、メンバーの企画⼒や制作⼒が向上し、2014年の「ふるさとＣＭ⼤賞えひめ」での
⼤賞受賞につながった。また情報を発信し続けることで、⼈との出会いや繋がりが⽣まれ、新しい活動が
起こるなど、効果が派⽣してきている。  

 
■ 取組の課題    

    
■ 今後の取組予定   

今後も、地元ケーブルテレビやＷＥＢサイトなどで積極的に町の魅⼒を発⾒・発信し、⼈とつながりな
がら、より主体的な活動を展開したいと考えている。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

  

企画会議の様⼦ 「ふるさと CM ⼤賞えひめ'14」⼤賞受賞 
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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 TelevisionMexiquense 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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≪平成 27 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 27
年度は、ホンジュラス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。 
既製コンテンツの 2 次、3 次活⽤ができる。    

     
■ 取組の課題    

応募段階では、対象国の現地語「スペイン語」のローカライズに対応していなかったため、事業採択後
から約半年かけてスペイン語の字幕貼り付け作業を⾏った。翻訳作業も２〜３社に委託して同時進⾏
する状況で、ローカル局で慣れない⾔語のローカライズは⼤きな課題だった。 

   
■ 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 

380 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「よさこいまつり 2015」 ⾷の宝庫、四国「鰹の国の極旨がつお」 
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≪平成 26 年度≫   

海外放送コンテンツ 「Wonder Box！四国」の製作と関連イベント 
   

  【実施団体】株式会社⾼知放送 
 

四国内の⽇本テレビ系列局、制作会社及び周辺産業と連携して、四国の⽂化を知ってもらうテレビ番
組を製作して海外で放送するだけでなく、関連イベントとして四国へのモニターツアーを実施するなど、⾼知
放送の地域における芸術・⽂化交流に向けた取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

台湾での PR を⽬的としたため、⽇本の番組の放送実績があり、且つ⾼い視聴率が⾒込める現地の
放送局として⺠視電視台と接触し、交渉がスムーズに進んだ。また、四国内の系列放送局と過去にも
共同製作を実施した経緯もあり、今回もコンテンツの製作で協⼒を得ることができた。  
    

■ 事業概要 
四国内の観光・⽂化等を紹介するテレビ番組を 3 本製作し、四国への来訪が最も多い台湾の地上

波で放送した。 
タイトル「Wonder Box」は、四国全体をびっくり箱に例えて、ワクワク・ドキドキ感のある内容を視聴者

に期待していただくイメージで、視聴した⼈々が「⾏ってみたい」「⾷べてみたい」「体験してみたい」という衝
動に駆られる番組を製作した。 

テーマは、台湾で⼈気の⾼い「温泉」「宿」「野菜・果物」「サブカルチャ－」で、これらを3 番組にまとめて、
台湾で視聴率が⾼い⺠視電視台で「四国シリーズ」として放送。さらに、pay テレビ「優視」でもリピート
放送する予定である。 

〜関連イベント〜 
◆四国へのモニターツアーを実施。視聴者の中から抽選
で、番組で紹介した場所を含むツアーにご招待し、四国の
観光・⽂化に触れていただく。 
◆番組コンテンツは、国際旅⾏博等の商談会場でも  
活⽤し、観光誘客に努める。  
       

■ 取組の⽬的 
四国を訪れる外国⼈観光客のトップである台湾の⽅々に、四国の⽂化を知っていただくことにより、さら

なる観光客の増加を⽬的とする。 
また、台湾の放送局との提携で情報発信・⽂化交流の発展を期待。  
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■ 事業の効果 
◇台湾からの観光客増 

観光団体や施設と連携して、番組情報を内外に発信した結果、来⽇者数の増加につながった。 
◇番組コンテンツの商談活⽤ 

番組を海外での旅⾏博など観光誘致商談会でも PR 活⽤し、多数の集客を得た。 
◇地域の活性化 

番組製作に関わった系列放送局も台湾の放送局との交流が進んだ。 
また、四国と台湾との間で地域の芸術・⽂化交流も展開しているほか、産業⾯でも相互関係が良

好に進展し始めており、地域の活性化にも⼤きく寄与した。 
 

■ 事業の課題    
情報発信の細かなサービスに⼈員を割けなかったことなどにより、SNS やネット上での宣伝・⼝コミの成

果は⽬標値に届かなかった。海外コーディネーターの確保が必要である。   
    

■ 今後の予定、展望    
2015 年 4 ⽉以降に 2 次利⽤として国内及び台湾以外でも販売放送し、四国の交流⼈⼝の増加と

さらなる地域の活性化を⽬指す。       
     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

1,000 万円 周辺産業との連携・地域活性化を⽬的とした放送コンテンツの海外展開
に関するモデル事業（総務省平成 25 年度補正予算） 

 
■ 取組の様⼦ 

 
 

  

 
 

番組の内容から 
「旬をお届け ハッピーベジフル〜四国の産直市〜」 TITF（タイの国際旅⾏博覧会） 
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≪平成 27 年度≫  

「すさきがすきさＰＶ」を制作 
 

   【実施団体】⾼知県須崎市⽴須崎中学校 
よさこいケーブルネット株式会社 

 
須崎中学校と地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」による、「すさきがすきさＰＶ」制作にかか

る共同の取組について紹介する。 
 

■ 背景・経緯 
須崎中学校は、学校⽣活を向上させ、⾃治の⼒をつけるための様々な取組を⾏うとともに、地域・社

会貢献を⽬標にボランティア活動にも積極的に参加している。 
平成 26 年に、須崎への想いを込めた⼀⾏詩を全校⽣徒に募集し、それをまとめて歌詞にした。そして

作曲は、⾼知にゆかりのあるシンガーソングライターの「織⽥哲郎」さんに⽣徒が依頼し、須崎市の PR 曲
「すさきがすきさ」が誕⽣した。 
この曲が⼈々に愛され、歌って踊ってもらえるように、そして須崎の名所をたくさんの⼈に知ってもらおうと、

「すさきがすきさＰＶ（プロモーションビデオ）」の制作に取りかかった。 
 

■ 取組の概要等    
ＰＶは、春休みを利⽤して⽣徒が企画し、地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」に撮影と

編集を依頼した。 
ＰＶでは、テンポの良い曲に合わせて⽣徒がダンスを披露。最後に「⽇本かわうそ」が⾒られた新荘川

を歌う、１番｢かわうそ編｣では、須崎市のキャラクター｢しんじょう君｣も登場する。⼭、川、海など豊かな
⾃然に囲まれた市内の名所を紹介する２番｢観光編｣、その⾃然の中から⽣まれるおいしい⾷べ物を紹
介する３番｢⾷べ物編｣と続く。それぞれのロケ地で⼯夫された撮影が⾏われた。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

ＰＶ制作を通して、地域の価値や魅⼒の再発⾒につながった。⽣徒主体の活動は各マスコミにもたびたび
取り上げられ、夏の甲⼦園の出場校、明徳義塾⾼校の学校紹介にも活⽤され広がりを⾒せている。 
今後、須崎が⼤好きだという全校⽣徒の思いと、須崎の魅⼒が全国に広がっていくことが期待される。 
本作品は、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 2015」（※）で最

優秀賞（プロ・セミプロ部⾨）に輝いた。 
 

※「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。2015 年度は、各地から全 57 作品の応募があり、「プロ・セミプロ」と「アマチュア」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 2015 の⼊賞作品はこちら 

（http://www.shikoku-ictcon.jp/?page_id=4572） 
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■ 取組の課題    
ＰＶ制作の⽬的は、⽣徒が⽣まれ育った須崎市の魅⼒を多くの⼈に知ってもらうこと。そのために、テレ

ビコマーシャルなどに活⽤したいという⽣徒たちの思いはある。しかし、予算等の問題もあり、実現できてい
ない。市内のイベントでＰＶの販売活動などを⾏っているが、多くの⼈に知ってもらう⼿段を考えることが
いちばんの課題である。 

    
■ 今後の取組予定 

平成 28 年度の春から、⾼知県では｢奥四万⼗博｣が開催されている。この⼤きなイベントを通して、ＰＶ
の活⽤⽅法や須崎市をＰＲする活動を続けて⾏っていく。 

また、ＰＶに出演している⽣徒会役員だけではなく、昨年度よりイベントや地域ボランティアに参加する団
体「ＳＳＣ」を⽴ち上げた。｢すさきがすきさ｣は全校の活動に広がりを⾒せているので、これからも須崎の魅⼒
を全国に発信し続けて、地域の活性化に少しでも貢献していきたい。 

     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

ＰＶ制作・撮影費 ５万円 須崎市「⼦どもの夢応援事業」 

 
■ 取組のイメージ等 

  
 
 

「すさきがすきさＰＶ」の⼀場⾯ ｢すさきがすきさＰＶ｣の⼀場⾯ 

  

｢すさきがすきさ｣作曲家 
織⽥哲郎ライブ前のＰＶ販売活動 ｢すさきがすきさ｣をＰＲ テレビ出演 
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≪平成 26 年度、平成 27 年度≫  

⾼知⼤⽣が⾏く ウラ学のススメ 
     

【実施団体】⾼知ケーブルテレビ株式会社 
■ 取組の概要等    

⾼知⼤学の学⽣が団体、企業を訪ね、その「ウラ側」を探る【成⻑型情報バラエティー番組】の制作を
⽀援。ＫＣＢと⼀緒に制作に取り組んでいるのは「ウラ学同好会」という⾼知⼤学の学⽣グループ。「ウ
ラ学」の意味であるが、⾼知県内企業のなかなか表に出ない努⼒やこだわり等を学⽣の視点で取材し、
そこから得た学びのことを「ウラ学」と呼んでいる。 

⾼知⼤学 S・O・S 認定活動の 1 つとなっている。S・O・S とは「Studentsʼ Organization for 
Self-help and Official Support」のことで、⾼知⼤学の学⽣相互⽀援活動組織。こういう活動を⼤
学として公的に⽀援していく組織である。これまでに「パン屋さん」「NPO 法⼈」「県⽴交通安全こどもセン
ター」「⼟佐観光ガイドボランティア協会」「旅館」「⽕薬店」等、2011 年 8 ⽉以降、16 の団体や企業
様に学⽣がお邪魔してそのウラ側を伝えてきた。 

番組内では学⽣⾃⾝がマイクを向けてインタビューをする。撮影編集は⾼知ケーブルテレビが受け持
つ。 出来あがった番組は⾼知ケーブルテレビ「Kochi on TV!(60 分)」の中で不定期放送。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果 

・地場の企業と地域との橋渡し役。 
・産学連携の取り組みで地域を巻き込み地域活性化につなげる。 
・働く現場と働く⼈たちの思いを知ることで、「働く」ということを肌で感じ、学⽣の意識改⾰に繋がっている。 
・注⽬度は⾼く、各媒体で紹介された。 

     
■ 取組の課題 

現在、メンバーは５期⽣に⾄っているが、毎年、新メンバーの獲得そして育成に苦慮。 
 

■ 今後の取組予定   
引き続き、活動を継続していく予定。 
 

■ 運営経費等 
運営経費等 活⽤⽀援事業 

20,000 円 － 
 
■ 取組のイメージ等 

  

第 15 回放送「⽯元⾷品」 撮影現場 
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2011 年 10 ⽉ ⽇本経済新聞と⽇経ＭＪに取り組みが掲載される。 
2012 年 6 ⽉ NHK ⾼知放送局でウラ学の取り組みを取材。四国内で放送。 

後⽇、全国版の「おはよう⾼知」でも放送される。 
2012 年 7 ⽉ メディアビジネスマガジン・⽉刊Ｂ－ｍａｇａで取り組みが掲載される。 
2015 年 8 ⽉ ⾼知新聞朝刊（8 ⽉ 15 ⽇）に紹介記事が掲載。 
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≪平成 24 年度〜平成 26 年度≫    

⾼知県観光情報サイト「よさこいネット」のリニューアル及び運⽤ 
 

【実施団体】⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

平成 24 年度にリニューアルを実施し、⾼知県の観光情報を継続発信している。平成 25 年度からは
同サイト内に「こうち⼥⼦旅プロジェクト」ページを⽴ち上げ、⼥性向けのコンテンツ発信にも注⼒してい
る。 

     
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

         
■ 取組の課題    

アクセス数の向上、利⽤者⽬線での情報の整理、充実が求められる。   
    
■ 今後の取組予定   

27 年度以降も引き続き実施予定である。     
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
 
■ 取組のイメージ等 

 

「よさこいネット」（http://www.attaka.or.jp/） 

 
 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

108



≪平成 27 年度≫  

⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇」ＰＲ映像の製作 
     

【実施団体】（公財）⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

来年度開催する観光キャンペーン「リョーマの休⽇」をプロモーションするために県内の歴史と⾷コンテン
ツを盛り込んだ PV を制作し、2016 年 4 ⽉以降順次放送する。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

来年度の観光キャンペーンや平成２９年度以降の歴史博覧会等の PR を⾏うことにより、県内誘客
を図る。    

     
■ 取組の課題    

「リョーマの休⽇」キャンペーンに連動した企画⽴案等。 
    
■ 今後の取組予定   

各種商談会等での上映、観光事業者等への映像の貸出等。 
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 補助⾦（⾼知県） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

「リョーマの休⽇」メイングラフィック 
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≪平成 25 年度≫ 

⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇ 〜⾼知家の⾷卓〜」ＰＲ映像の製作 

【事業団体】⾼知県観光コンベンション協会 

■ 取組の概要等
平成 26〜27 年度実施する⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇〜⾼知家の⾷卓〜」をＰＲす

る動画を作成した。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
各種商談会等での上映、観光事業者等への映像の貸出等により、キャンペーン及び⾼知県観光の

ＰＲを図った。 

■ 取組の課題

■ 今後の取組予定
県の観光戦略に基づき、今後も同様の動画を作成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 

－ － 
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伝統・⽂化の伝承



≪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】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

らの事業主たちの中には、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。 
徳島県からの委託事業である本事業では、この様な徳島県内に埋もれている、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、県内の優れた企業を詳しく紹介するＰＲビデオを制作（３社
取材）、中国語版（繁体字、簡体字）及び英語版にローカライズし、徳島県が定期的に県産品フェアを開
催するとともに観光誘客の重点市場でもある台湾において放映した。さらに、今後は徳島県ホームページでの
展開や徳島県の世界各地での様々なプロモーション活動において幅広く本ＶＴＲを利活⽤する事により、県
内企業の活性化に役⽴てていく。 

■ 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、県内企

業がもつ⾼品質な製品や⾼いレベルの技術を、現地において⼗分にアピールできたものと考えられる。 
また、今後徳島県が国内外で開催する展⽰会や⾒本市、観光展においても放映することにより、徳島県の

産業について広くＰＲできるとともに、徳島県への関⼼を⾼めることで外国⼈観光誘客にもつながるものと期
待される。 

■ 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⼀
括して紹介する⽅法を考えていく事が課題となる。 

■ 今後の取組予定
未定

■ 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 
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≪平成 27 年度≫  

徳島県の伝統⽂化「藍染」を中⼼とした 
地域事業活性化に資するテレビ番組の活⽤ 

 
    【実施団体】四国放送株式会社 

 
藍染⽂化を通じた台湾と徳島の知られざる関係や、徳島の様々な魅⼒を紹介する番組を製作して海

外で放送し、あわせて展⽰即売会イベントを開催するなど、四国放送による放送コンテンツを活⽤した四
国・徳島へのインバウンドに向けた取組について紹介する。 

 
■ 背景・経緯 

本事業を始めるにあたり、海外放送局との共同制作を直接交渉する事によるノウハウの蓄積を⽬標と
してとりかかった。 

⽐較的訪問しやすい近隣国をターゲットとし調査を始めたところ、台湾は、徳島と歴史的、⽂化的側
⾯で様々な結びつきがある事がわかり、台湾においての事業展開を考えた。 

まず、様々な産業において⽇本と台湾の連携で実績のある台⽇産業連携推進オフィスにコーディネー
トを依頼し、三⽴電視との共同制作が決まった。そして、総務省への企画提出前に訪台して事前交渉
を⾏い、お互いの意識や責任分担を確認した上で企画書上に反映させた。 

 
■ 取組の概要等    

藍染⽂化は、徳島、台湾各々の地域で独⾃に育まれた伝統的⽂化である。本事業では、この⼆つの
⽂化を融合させた新しい商品を製作し、台北で展⽰即売会イベントを実施した。 
また、本事業において制作した番組では、徳島の魅⼒を藍染を中⼼として発信したほか、徳島と台湾

のつながり「湾⽣」等も紹介した。台湾の⼈々に馴染みやすい番組とするため、三⽴電視との共同制作
体制を確⽴し、構成・台本段階から共同で検討した。 
さらに、台湾の経済団体・三三会の姉妹団体である台⽇商務交流協進会及び徳島県経営者協会

と連携して、徳島県の企業と台⽇商務交流協進会メンバーとの橋渡し的役割も担った。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
台湾では、当番組を延べ 90 万⼈の⽅が視聴された。この 90 万⼈の視聴者の⽅々には、徳島県の存在

を知っていただき、観光・歴史・⽂化・経済などに興味を⽰していただき、訪れてみたい場所と思っていただけ
た。 

台湾から徳島へのアクセスはあまりよくないが、⻄⽇本を訪れた際に寄ってみたい観光都市“徳島”を⼗分に
訴求でき、今後のインバウンドへつなげることが出来るのではないかと確信している。 

 
■ 取組の課題    

単発番組の放送や事業展開では、⼀定期間インバウンドへつなげる事ができても、時間と共に印象が
薄れてしまうため、継続的なものになりにくい。新規ユーザーを獲得し続けていかなければ、継続的に観
光都市“徳島”へのインバウンドに期待が持てない。 

細々としていても継続的な放送や事業展開が必要だと考える。  
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■ 今後の取組予定 
徳島県経営者協会や藍染職⼈との継続的な連携を模索している。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

1,800 万円 地域の創意⼯夫による地域経済活性化に資する放送コンテンツ海外
展開モデル事業（総務省平成 26 年度補正予算：1,620 万円） 

 
■ 取組のイメージ等 

  

台湾（三⽴電視）テレビ番組「玩客瘋德島」 台北でのイベントポスター 

 

台湾でのイベントの様⼦ 
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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切っ掛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 
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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 26 年度≫    

ふるさとプロモーション 〜神⼭アーカイブス製作中〜 
     

【実施団体】神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラットイーズ 
 
■ 取組の概要等    

放送局の映像データのアーカイブシステムを構築しているが、サテライトオフィスとして地域に貢献できる
取り組みとして地域資源を４Ｋ映像で次世代に残す「地域アーカイブス」に取り組んでいる。神⼭町の
「⼈」「特産」「⽂化」「⾃然」を、1000 年先にも映像データとして保存していく計画である。 

      
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

今を⽣きる神⼭町の⼈（100 ⼈）、⽂化、伝統技術、⾃然、芸能などを４Ｋ映像として保存するこ
とにより、将来にわたり有効活⽤が⾒込まれる。 

また、町内のＩＣＴ技術を駆使して全世界に発信することにより、幅広い世代へ町の魅⼒を伝えるこ
とができる。強いては、特産/観光/街づくりの活性化に繋がり、Ｕターン、I ターン者の増加に期待を寄せ
ている。 

     
■ 取組の課題    

今後も継続して映像を残してゆきたいが、継続的な予算の確保が課題となっている。 
   

■ 今後の取組予定   
動画及び MAP アプリを制作中である。地図上に映像をリンクさせ、観光情報やイベント情報を詳しく

伝えるシステムを構築している。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

⾮公開 神⼭町ふるさと活性化事業と当社地域事業とのコラボレーション 
 

■ 取組のイメージ等 
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≪平成 25 年度〜継続≫    
 

番組「阿波ストリームｄｅ８」を配信 
     

【実施団体】阿波市観光協会 
 
■ 取組の概要等    

観光資源 PR や地域産品、地域の⼈々の紹介など地域振興、ならびに観光振興のためのコンテンツ
作成し、インターネット番組配信サイト「ユーストリーム」や「YouTube」などを利⽤して、毎⽉第 2 ⾦曜
⽇の午後 8 時から 1 時間程度、「阿波ストリームｄｅ８」という番組の配信を⾏っている。  

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

地域の魅⼒を発信することによる交流⼈⼝の増加、地域の⼈材発掘などが期待される。 
     
■ 取組の課題    

視聴数の増加、番組の周知⽅法、機材などの設備不⾜、取材スタッフなどの⼈員不⾜が課題であ
る。 

    
■ 今後の取組予定   

番組周知のため、パンフレットを作成する。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

6 万円 阿波市補助⾦ 
 （阿波市観光協会補助⾦） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

番組「阿波ストリームｄｅ８」（http://www.ustream.tv/channel/awast9） 

  
  

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

118



≪平成 26 年度、平成 27 年度≫    

にし阿波で働く／にし阿波を知る 
     

【実施団体】NPO 法⼈マチトソラ 
 
■ 取組の概要等    

地域の魅⼒発信につながる、移住者や地元出⾝者の⾯⽩い取り組みの記事を作成し、ホームページ
で公開した。（http://machitosora.com/interview/） 

この地域の特徴であるサテライトオフィスや廃校活⽤事業を取り上げ、詳細な記事を作成し、ホームペ
ージで公開した。（http://machitosora.com/satelliteoffice/） 

    
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

移住やサテライトオフィス進出を考えている⽅に、地域での暮らしぶりや働く⼈たち、先⾏事例を紹介す
ることにより、この地域への関⼼が⾼まるきっかけになる。   

     
■ 取組の課題    

今年度である程度、先進的な事例は紹介できたので、今後は新しい取り組みを探していかなくてはな
らない。  
    

■ 今後の取組予定   
平成 28 年度の更新回数は減るであろうが、新しい取り組みを取材し、随時掲載する予定である。 
        

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

400 万円 にし阿波サテライトオフィスコンシェルジュ事業 
 
■ 取組のイメージ等 

 

マチトソラホームページ（http://machitosora.com/） 
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≪平成 26 年度≫ 

⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 

【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 

■ 取組の概要等
ハリウッドにおける映画脚本開発⽅法論、地域調査⽅法論、新規事業構想論を組み合わせた授業

を⾏い、①地域の埋もれた資源を発掘しコンテンツ開発（映画プロジェクト計画・映画脚本のシノプシス
開発）を試みた。②映画と地域資源のコラボレーションによる地域活性化プランの開発を試みた。

■ 取組の効果⼜は期待される効果
フィールドワークによる⾼松駅ストーリー開発プロジェクトの成果として、４点の短編映画シノプシスが得

られ、JR 職員、駅ビルの教室や２階共有空間、航路待合室等、隠れた魅⼒に光をあてたストーリーが
開発された。 

また、各⾃の最終レポートとして、４点の映画企画ないしコラボレーションビジネス企画が得られた。最
終回のレポート発表会に映画『瀬⼾内海賊物語』プロデューサーの益⽥祐美⼦⽒を招聘し、評価コメン
トをいただいた。希少糖、お遍路、戦争といった地域のいくつかの要素を融合したストーリーである
『Kechigan』が益⽥祐美⼦⽒により最優秀賞に選ばれた。希少糖に関係する映画は、実際の希少糖
ビジネスの展開との相乗効果で、⼤きな効果をあげることが期待される。

■ 取組の課題
地域の資源を活かした興味深い映画企画が得られた。フィールドワークによる映画企画探索も効果的

であった。ただし、実際の映画の脚本としては、さらにリライトを重ねて練り上げる必要があり、半年間 15
コマの授業の次の段階の指導が課題である。学⽣が共同で⾏った⾼松駅ストーリー開発プロジェクトは、
その後、学⽣により、⾃主的に映像化しようとする動きがあり、授業外として指導を⾏っている。

■ 今後の取組予定
未定

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

40 万円 ⽂部科学省 COC（Center of Community）事業費 
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≪平成 26 年度≫ 

⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト 
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫ 

【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 

瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、⼤学院⽣が⾼松市在住のフランス⼈と
ともに単なる観光地ではない現地の魅⼒などを映像コンテンツ化し、フランス向けに発信することで、フランス
からの観光需要の掘り起こしをはかる取組について紹介する。 

■ 背景・経緯
固有の地域資源に注⽬した地域活性化が各地で取り組まれる中、映画やアニメとリンクした地域活

性化の試みも広がってきている（⼭村,2011;原,2013）。 
⾹川県では、フィルムコミッションの活動が早くから⾏われロケ誘致に成功しているため、さらに進めて地

域発でより地域の素材を活かしたコンテンツ開発と発信のあり⽅が問われている。県内の海外観光客の
誘致は韓国、中国を中⼼としたアジアが中⼼であり、ヨーロッパの需要は瀬⼾内国際芸術祭などで可能
性が⾒出されてきているが未開拓の部分が⼤きい。 

■ 事業の⽬的
本事業は、地域の隠れた資源に焦点をあてた映像コンテンツを特にヨーロッパのフランスをターゲットとし

て開発・制作して発信し、⾼松への観光集客につなげることを⽬的とする。 
海外からの観光客誘致は規模的には韓国・中国からのものが⼤きいものの、近年の観光は単なる物

⾒遊⼭から、体験型の探求へと移⾏しており(筒井⽒・澤端⽒,2010 年)、特に個⼈的な「特別な経
験」がリピーターにつながることが指摘されている。 

地域の埋もれた、しかし本物の魅⼒を軸に地域活性化を図るには、「観光地」における⼀過性のマス
ツーリズムではなく、じっくりと地域の魅⼒を味わおうとする志向性を持つ観光客に注⽬すべきであり、他
⼈と異なる体験、オーセンティシティ（真正性）を求める傾向が強いフランス⼈をマーケットリーダーとして
研究対象に設定し、その誘致のポイントをさぐることが効果的であると考える。

■ 事業の概要
⼤学院における授業「クリエイティビティと地域活性化」ならびに「実践型地域活性化演習」の⼀環とし

て、⾼松市在住のフランス⼈、ジュリア・イニサン⽒の協⼒により、男⽊島の魅⼒を特にフランス⼈に向け
て映像コンテンツ化する試みを⾏っている。男⽊島における現地ヒアリング＆撮影を実施し、現在、編集
作業中である。 

今後、⾼松市との連携により、フランスで開催される JAPAN EXPO で映像出展し、マーケティングリサ
ーチを⾏う予定である。  
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■ 事業イメージ、取組の様⼦等

■ 事業の効果⼜は期待される効果
⾼松市の地域資源の⼀つとして、瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、単

なる観光地ではない現地の魅⼒、現地での島⺠との交流の豊かさなどに注⽬した映像を特にフランス⼈
向けに発信することで、⼈と異なる体験を志向する傾向があるというフランス⼈の男⽊島への関⼼を⾼め、
フランスからの観光需要を掘り起こすことが期待される。

■ 今後の予定、課題など
現在、編集作業中であり、ネットなどで映像コンテンツを発信していく予定である。さらに、平成 27 年

度において、菓⼦⽊型、盆栽を対象とした映像コンテンツの制作を進めている。 
また、⾼松市と連携し、平成 27 年 7 ⽉にフランスで開催される JAPAN EXPO で映像展⽰を⾏い、

⾼松への観光集客につなげる取組みを⾏う予定である。 

■ 運営経費等
事業経費 活⽤⽀援事業 

225 千円 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科映像コンテンツによる地域
活性化推進事業 

取組イメージ 

男⽊島カフェでのインタビューの様⼦ 男⽊島集落内での会話の様⼦ 男⽊島古⺠家にて 
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≪平成 26 年度≫ 

ケーブルテレビ放送 Nolife での⾼松紹介番組放送

【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 

■ 取組の概要等
フランスのケーブル放送局 Nolife の⽇本を紹介する番組「Japan in Motion」にて、平成 26 年 10

⽉に⾼松市で開催された⽇仏⾃治体交流会議の模様や、⾼松の伝統⼯芸、観光情報などを紹介す
る番組を放送する。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
フランス国内 650 万世帯が加⼊するケーブルテレビ放送 Nolife で 3 番⽬に⼈気の「Japan in

Motion」にて、⽇仏⾃治体交流会議の開催、盆栽、⾼松で開催される和のワークショップなどを紹介す
る番組を放送することにより、海外からの観光客にワークショップなどの案内を⾏い、⾼松のイメージアップ
に繋げる。 

■ 取組の課題
単年度に限らず、継続的に海外にコンテンツを発信したり、コンテンツの再利⽤がはかられることが課題

となっている。 

■ 今後の取組予定
未定

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円 ⾼松観光プロモーション事業 

■ 取組のイメージ等

ゲストハウス若葉屋の様⼦ ⼤川原染⾊本舗の
様⼦ 望海荘の様⼦ 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

インターネット動画配信事業

【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 

■ 取組の概要等
県外や海外のより多くの⼈に配信するため、⼤⼿配信サービスの公式なスタジオを設置し、連携するス

タジオや屋外から公式チャンネルを通じ動画で地域情報を配信する組織づくりをおこなう。

■ 取組の効果⼜は期待される効果
映像配信のノウハウや映像コンテンツの制作のノウハウの蓄積がなされた。
⼀般社団法⼈として、地域に根ざした事業を展開し、⾃治体や教育機関などと連携したコンテンツ流

通の促進が期待される。 

■ 取組の課題
地域プロモーションの⼀環としてインターネット動画の活⽤は注⽬されているが、ネット動画は無料の視

聴であり、広告収⼊を得難い。 
番組作成にはカメラや中継機材、スタッフ⼈件費などの維持費もかかる。 
継続的に地域コンテンツを発信するための収益性の確保が必要である。 

■ 今後の取組予定
有志での運営⽀援によって事業運営が図られている。事業の収益化を図り、雇⽤を創出する。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

150 万円（平成 24 年度） ⾼松観光プロモーション事業（平成 24 年度） 

■ 取組のイメージ等

配信の様⼦ 野球中継の様⼦ 屋外中継の様⼦ 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 

【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 

家庭⽤のデジタルビデオカメラやモバイル回線などの通信機器の性能が向上し、個⼈でもインターネットで
の動画配信が⾏いやすくなった。しかしながら個⼈の⼒だけでは地域の情報発信に限界がある。そこで、⾃
治体や地域の様々な団体と連携し、平成24年8⽉に発信⼒があるネット動画メディアとして⼀般社団法
⼈まちテレを設⽴。 

現在では⾼松市の公式ネット配信を始め、地域団体や商店街等と 50 以上のネット配信チャンネルをも
ち、⾼松から世界にネット動画番組を配信するなど、積極的に地域からの情報発信に取り組んでいるまち
テレの取組について紹介する。

■ 背景・経緯
平成 22 年に情報サービス等の研究に取り組む⼤学院⽣や学⽣たちが中⼼となり、地域貢献の⼀環

として動画を使った情報発信の取り組みをスタートした。 
初年度では⾼松で開催されたトライアスロン⼤会で、広域無線 LAN やモバイルデータ通信を⽤い、⼤

会会場７箇所に設置したカメラ映像を使ったネット動画配信を⾏った。次年度では選⼿のバイクに取り
付けたカメラ映像も配信するなど、先進的なネット中継に取り組んできた。 

2 年後の平成 24 年には、本事業の取組みが、地域の観光プロモーションにも有効であるとの評価を
受け、公益財団法⼈⾼松観光コンベンション・ビューローの⾼松観光プロモーション事業の⽀援を受けて
⼀般社団法⼈化した。 

現在は⾼松市の公式ネット動画配信などの業務を担当するだけでなく、ネット中継技術の講習会など
も実施し、地域の情報発信⼈材の育成にも取り組んでいる。 

■ 事業の概要
ネット放送の利点は、⾼速のインターネット回線さえあれば、どこからでも発信することができるということと、

世界中の多くの国で動画を視聴することができるという 2 点である。 
本事業では、⼤⼿動画配信サービスの公式スタジオを設置するとともに、商店街や市役所、地域団

体や教育機関等、プロスポーツチームと連携したネット放送に取り組み、現在 50 以上のチャンネルをジャ
ンルごとに分類・整理し、⼀つのポータルサイトの中で⾒られるようにしている。

2015 年 3 ⽉に開催された全国⾼等学校選抜卓球⼤会では、競技場となった⾼松市総合体育館
から累計で 10 万回の視聴再⽣数を上げるなど、⼤会関係者からも⼤いに評価を得た。 

また、⾼松市のホームページにある「⾼松ムービー（動画）チャンネル」の運営を担当しており、
YouTube でアップロードした動画も視聴しやすいよう分類し掲載している。 

◇「まちテレ」ポータルサイト
http://mothertown.tv/

◇⾼松ムービー（動画）チャンネル
http://takamatsu.mothertown.tv/
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■ 利⽤者の反応
コンテンツが増えているため、視聴数も全体的には順調に増えている。
視聴されている⽅は⾼松市内の⽅が多いが、市外の⽅、特に東京や⼤阪の⽅の視聴もある。コンテン

ツによっては海外からの視聴も多くなる。
また、配信した動画はアーカイブとして後で視聴もできるため、これまで配信してきた農村歌舞伎や郷

⼟芸能、⾳楽イベントの記録映像としても好評を得ている。 

■ 今後の課題と展望
事業運営費は主に⾃治体からの委託費や補助⾦の依存が⾼い。今後、持続的に事業を⾏うために

は、中継以外での収益を⾼めていく必要がある。 
そのため、マルチコプターを使った空撮や CG 製作、4K カメラ撮影や動画編集、通信技術を⽣かし、

⾼松市のプロモーション映像や博物館での解説映像など、より⾼度な映像製作の業務にチャレンジして
いる。 

また、平成 26 年度では、海外向けのコンテンツ促進としてフランスのケーブルテレビで⾼松を紹介する
番組の放送にも携わった。 

■ 運営経費等

事業経費 活⽤⽀援事業 

１,000 万円／年 ⾼松観光プロモーション事業 
（平成 24 年度、平成 26 年度） 

■ 取組の様⼦

クロマキー合成を使った番組制作 マルチコプターによる空撮映像を中継
現代屋島合戦絵巻 2013 

独⾃開発のスコアボードや４K カメラを使った 
野球中継 

バイクカメラからの映像 
サンポート⾼松トライアスロン⼤会 2012
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≪平成 28 年度≫ 

瀬⼾内国際芸術祭２０１６夏 「五感をくすぐるアートな旅」 

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 

■ 取組の概要等
３回⽬を迎える現代アートの祭典「瀬⼾内国際芸術祭２０１６」は、県内外や海外から合わせて

100 万⼈の来場者が訪れる国際的なイベントである。 
⼀⽅、県⺠の中には「瀬⼾内国際芸術祭を⾒たことがない」という⽅も多く存在しており、その要因のひ

とつは「現代アートがよくわからない」というもの。 
しかし、瀬⼾内国際芸術祭の本質は、ただ作品を鑑賞するだけではなく、島の⽂化、歴史、⾃然の魅

⼒を再発⾒し⼈々の活⼒を⽣み出すもの。 
番組では、この芸術祭の本質を理解してもらい、３年に⼀度、ここでしか⾒られない国際的な作品に

もっと地元の⼈々に触れてもらうことを⽬的に制作した。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
⾼松市内の島々に点在するアート作品の紹介に加え、開幕直前に制作現場を取材し、アーティスト

の思いや作品の⾒⽅を紹介し、島の⾃然や⾷の魅⼒に気付いてもらう。 

■ 取組の課題
・取材場所が多く、また島のため、取材箇所が限られている。
・著作物のため、版権処理が⼤変

■ 今後の取組予定
次回以降の瀬⼾内国際芸術祭も継続して取材し、魅⼒を発信していく。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 

■ 取組のイメージ等

番組内画像１ 番組内画像２ 
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≪平成 27 年度≫ 

⾹川県特産品イベント連動番組制作および発信 

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 

■ 取組の概要等
⾹川県にある盆栽、漆器、庵治⽯といった特産品は、⾼度な技術により⽀えられている事から、敷居

が⾼いイメージがあるが、伝統技術を継承しつつ、より現代のライフスタイルにあったプロダクトを作る取組
みを「匠雲」という⾹川のモノづくりを担う作家が集まるグループが⾏っている。そんな「匠雲」がアプローチす
る⾹川の新しいモノづくりのカタチをより多くの⼈に知ってもらう事を⽬的として 8 ⽉に⽟藻公園内にある国
の重要⽂化財“被雲閣”をギャラリーとして活⽤したイベントと連動した番組を制作し、ケーブルテレビコミュ
ニティチャンネル放送および web 配信、イベント会場内放送を実施した。

■ 取組の効果⼜は期待される効果
「⾹川の新しいモノづくりのカタチ」を映像化して発信する事で、県内外および外国⼈観光客など広く

PR することができ、⾹川の特産品市場のさらなる活性化が期待できる。 

■ 取組の課題
継続して番組化することがコスト的にできていないので、継続した取組にしたい。

■ 今後の取組予定

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 

■ 取組のイメージ等
匠雲（http://www.takumikumo.com/）

イベント会場 ロゴ 特産品 
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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≫    

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。 

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が始まるなど、
地域への波及効果が認められた。 
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■ 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 

事業経費 活⽤⽀援事業 

事業経費：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事業 
（総務省平成 28 年度当初予算） 

 
■ 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イ  
〜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様 
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≪平成 26 年度≫   

魅⼒ある愛媛の演劇コンテンツを海外へ 
≪新たなビジネス展開と⽂化芸術の交流に向けて≫  

   
  【実施団体】株式会社愛媛 CATV 

 
地域密着メディアとして「ど・ローカル宣⾔」を貫く愛媛 CATV が、その対極となる「制作コンテンツの海外

展開」に地域活性化の光明を⾒いだし、オールえひめ体制で地域芸能⽂化を世界に向けて発信した取組
を紹介する。     

   
■ 背景と経緯    

愛媛県東温市にある全国で唯⼀の地域常設劇場「坊っちゃん劇場」で上演された「奇想天外☆歌
舞⾳曲劇『げんない』」を映像化し、2014年4⽉にフランスのカンヌで開催されたMIPTV（国際映像コ
ンテンツ⾒本市）の JCTA（⽇本ケーブルテレビ連盟）のブースに出品したところ、諸外国からの関⼼が
⾼かった。 

本取組を契機に、愛媛県の営業本部⻑を筆頭に各⾃治体、公共機関、マスコミ等官⺠⼀体のオー
ル愛媛体制でコンテンツの海外輸出事業実⾏委員会を形成し、「坊っちゃん劇場」のローカル性の⾼い
コンテンツを核とした番組を制作した。    

 
■ 取組の⽬的 

坊っちゃん劇場の舞台｢道後湯の⾥｣を活⽤した番組を制作し、シンガポール CNA 社で放送するだけ
ではなく、現地での放送時期に合わせて、坊っちゃん劇場の役者によるトークショーや県産品の PR などを
⾏うイベントを開催することで、番組視聴及び訪⽇、観光・物産の促進にとどまらず、ビジネスや⽂化芸
術の交流を狙うものである。 

     
■ 番組の概要 

【コンセプト】 
・｢道後湯の⾥｣に出演していた役者たちとシンガポール出⾝の出演者が⾃転⾞で愛媛県内を旅しな
がら愛媛の観光物産や伝統⼯芸などの魅⼒を発信。 
・番組内の随所でミュージカル｢道後湯の⾥｣のあらすじをダイジェストで紹介し、｢坊っちゃん劇場｣のミ
ュージカルの魅⼒を発信。 
・番組は 1 回 23 分の本編と 1 分間の地元 CM で構成され計 5 本を制作。 
・番組はすべて英語字幕にてローカライズ。 

【構成】 
エピソード 1 松⼭編（道後温泉、松⼭城など）、エピソード 2 南予編（養殖場、郷⼟料理など）、 
エピソード 3 東温編（坊っちゃん劇場など）、エピソード 4 しまなみ編（サイクリングなど）、 
エピソード 5 伝統⼯芸編（砥部焼、タオル） の 5 番組で構成 

【放送】 
・Channel News Asia international（シンガポールをはじめとする 25 の国と地域で放送） 
・エピソード１ 2015 年 1 ⽉ 25 ⽇(⼟)21:30〜 以降、毎週⼟曜 21:30〜(最終 2 ⽉ 22 ⽇) 
 

■ 事業の効果、成果    
予算が減額されたことや実施期間の短縮などハンデは⼤きかったが、地域全体で取り組めたこと、規模

の⼤きなメディアでコンテンツの流通実績ができたこと、現地でのイベントが好評に終わったことなど⼤きな
実績を残すことができた。 
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また、海外へのコンテンツ展開に取り組む当社にとって、実際に放送実績を残すことができたのが意義
深い。次のステップの⾜がかりとなった。 
成果としては、優秀なデジタルコンテンツ等の制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー

ʻ14／第20 回記念AMD アワード』において、地域芸能⽂化を積極的に世界に向けて発信したことが
評価され、「リージョナル賞」を授賞した。 

 
■ 取組のイメージ等 

 
■ 今後の課題、展望など    

今回の放送実績を踏まえて⾃⾛化に向けて次のステップはバーターなり、実費回収なりのインカム型ス
キームへの転換を⽬指す必要がある。関連事業の展開に関しては、地域はもちろん、国全体でコンテン
ツを海外発信することについて国⺠の周知と⽀援体制が拡充される必要がある。 

   
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 
◇放送枠代 ： 12,007 千円 
◇事業経費 ： 26,780 千円（イベント費⽤、⼈件

費、番組制作費、ローカライズ費等）  

周辺産業との連携・地域活性化を⽬的とした放送
コンテンツの海外展開に関するモデル事業 
（総務省平成 25 年度補正予算） 

 

取組イメージ 
  

シンガポールでのイベントの様⼦ 
 

番組キャプチャ  
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≪平成 25 年度〜継続≫  

えひめの動画 愛媛県を動画で元気にします！ ネット動画で地域活性 
     

【実施団体】佐川印刷株式会社 
 

佐川印刷は、コミュニケーションで⼈と社会、そして地域を豊かにするために、地域活性化事業に取り組
んでいる。その中の⼀つ、「えひめの動画」について紹介する。 
 
■ 背景・経緯 

「えひめの動画」とは、愛媛県を動画で元気にし、地域活性・PR を⾏うための佐川印刷の地域活性
事業の名称であり、同事業のホームページの名前。 

愛媛には、素晴らしい場所や歴史・⽂化がたくさんあり、愛媛県に住む⼈をはじめ、県外・国外の⼈に
少しでも多くの⼈に愛媛県を知り、再認識してもらい、好きになってもらいたい、来てもらいたいという思い
から、事業およびサイトを 2013 年 5 ⽉に⽴ち上げた。 

 
■ 取組の概要等    

愛媛県内各地の観光地・景勝地、イベント、まつり、まだ知られていないスポット等を社員がビデオカメ
ラで動画撮影する他、ドローンによる空撮等を収録し、社内で映像編集。YouTube を通じて⾃社運営
動画ポータルサイト「えひめの動画」にて公開している。動画は Twitter、Facebook、Instagram 等の
SNS にて告知発信している。 

県内⾃治体へは観光・移住・インバウンド・スポーツ誘致等の PR 動画提案、地元企業へは企業紹
介・採⽤動画等の提案に素材活⽤している。また海外向けサイト制作も⾏い、発信に取り組んでいる。 

ドローンによる空撮の取り組みは 2013 年 8 ⽉にスタート、「安⼼・安全で感動の映像を」をスローガン
に、社内のパイロットを育成し、航空法などの法令を遵守し関係各所に打診確認をとりながら運営してい
る。 

ホームページには、撮影リクエストフォームを設け、撮影を希望する場所・動画素材の少ない県内のス
ポット・イベントをインターネットで広く募集している。 

県内施設・ロビー等各地での展⽰上映、セミナー・イベント⽤動画貸出、DVD 販売等も受け付けてい
る。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
・地域活性化 
・地域事業や地⽅創⽣事業受注機会獲得 
・空撮サービスの受注 

     
■ 取組の課題    

・情報発信の⽅法 
・事業の認知度向上 
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■ 今後の取組予定   
課題に基づく 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

※社内で取り組み － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

えひめの動画 WEB サイト 
（http://www.ehimedoga.jp/） 

空撮事業ホームページ 
（https://drone-ehime.jimdo.com/） 

 

えひめの動画 YouYube チャンネル（https://www.youtube.com/user/ehimedogajp） 
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≪平成 26 年度≫  

四国中央市観光協会ＨＰリニューアル 
     

【実施団体】四国中央市観光協会 
 

■ 取組の概要等    
四国中央市の観光情報発信のため、既存のホームページをリニューアルした。  

  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

SNS（facebook）の活⽤により、新たなファン層の獲得が期待される。   
      

■ 取組の課題    
飽きせないコンテンツ作りのために更新回数を多くしなければならない。 
動画などを編集できる技術者が不⾜している。  
       

■ 今後の取組予定   
 未定  
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

準備費⽤：30 万円  運営経費： 6 万円 四国中央市観光協会補助⾦ 

 
■ 取組のイメージ等 

  

四国中央市観光協会ＨＰ（http://www.shikochu-kankou.jp/） 
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≪平成 25 年度≫   

東温市観光 PR ビデオの制作(5 分版、10 分版) 
   

  【実施団体】株式会社ジョイ・アート 
  

■ 取組の概要等   
東温市の観光資源を「観る」「遊ぶ」「憩う」の 3 本柱に分け、美しい写真と映像を使い、PR ビデオとし

て作成した。 
また、名刺に AR を埋め込み、かざすと当該 PR ビデオが再⽣を始める。 

   
■ 取組の効果⼜は期待される効果   

東温市内、外でのイベント時に披露した。YouTube にて公開している。平成 27 年 2 ⽉ 26 ⽇まで
に 303 回閲覧履歴有り。    

   
■ 取組の課題   

    
■ 今後の取組予定 

東温市内企業、関連企業にも配布し、広く周知、活⽤してもらう予定である。   
   
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

92 万円 平成 25 年度愛媛県集客⼒向上⽀援事業 
   
■ 取組のイメージ等 

  

「東温市 PR 映像」10 分版（https://www.youtube.com/watch?v=CcymmyNdRTI） 
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≪平成 26 年度≫    

砥部町観光協会ＨＰリニューアル  
 

【実施団体】砥部町観光協会 
 
■ 取組の概要等    

砥部町の観光協会のホームページを⼀新し、「観る」、「体験する」、「買う」、「⾷べる」、「役⽴つ情報」
等のカテゴリー別のメニューにするなど、ホームページを⾒やすくした。 

    
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

新しいホームページになってから、アクセス数が旧ホームページの 10 倍に伸びた。  
     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

未定 
       

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

運営費：年間 50 万円 愛媛県 新ふるさとづくり総合⽀援事業 

 
■ 取組のイメージ等 

 

砥部町観光協会ＨＰ（http://www.tobe-kanko.jp/） 
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≪平成 24 年度〜継続≫    

情報発信事業 
 

【実施団体】NPO 法⼈佐⽥岬ツーリズム協会 
 
■ 取組の概要等    

町の観光協会にあたる佐⽥岬ツーリズム協会が、ホームページで「観光情報」、「旅⾏情報」、「特産
品・お買い物情報」等を発信した。 

   
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

旅⾏者に必要な情報を幅広く発信できるようになった。    
     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

未定 
      

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 情報発信にかかる補助⾦事業（伊⽅町） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

佐⽥岬の観光ナビサイト「さだみさきナビ」（http://www.sadamisaki.com/） 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

愛南ワンダーランド 
 

【実施団体】愛南リポーターズ 
 
■ 取組の概要等    

平成 23 年 1 ⽉、地元のケーブルテレビを通じて愛南町の良さを発信しようと町内外から有志が集ま
って愛南リポーターズが発⾜した。平成 24 年には南予圏域で開催された「えひめ南予いやし博 2012」
の⾃主企画事業として、町内の観光資源・出来事・⼈・ものの魅⼒を伝える映像を制作し、地域に暮ら
す町⺠だからこそ持てる視点と⼈との繋がりを活かした活動を展開した。また同時期に総務省の地域情
報化アドバイザー派遣事業を活⽤して、住⺠ディレクター活動の実践者、岸本晃さんの「住⺠ディレクタ
ー養成講座」を受講、そのことがきっかけとなって平成 25 年 1 ⽉から地元の情報を地元の⼈が発信する
番組の制作を⾏っている。   

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

番組制作を通じて、メンバーの企画⼒や制作⼒が向上し、2014年の「ふるさとＣＭ⼤賞えひめ」での
⼤賞受賞につながった。また情報を発信し続けることで、⼈との出会いや繋がりが⽣まれ、新しい活動が
起こるなど、効果が派⽣してきている。  

 
■ 取組の課題    

    
■ 今後の取組予定   

今後も、地元ケーブルテレビやＷＥＢサイトなどで積極的に町の魅⼒を発⾒・発信し、⼈とつながりな
がら、より主体的な活動を展開したいと考えている。 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

  

企画会議の様⼦ 「ふるさと CM ⼤賞えひめ'14」⼤賞受賞 
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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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≪平成 26 年度≫   

海外放送コンテンツ 「Wonder Box！四国」の製作と関連イベント 
   

  【実施団体】株式会社⾼知放送 
 

四国内の⽇本テレビ系列局、制作会社及び周辺産業と連携して、四国の⽂化を知ってもらうテレビ番
組を製作して海外で放送するだけでなく、関連イベントとして四国へのモニターツアーを実施するなど、⾼知
放送の地域における芸術・⽂化交流に向けた取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

台湾での PR を⽬的としたため、⽇本の番組の放送実績があり、且つ⾼い視聴率が⾒込める現地の
放送局として⺠視電視台と接触し、交渉がスムーズに進んだ。また、四国内の系列放送局と過去にも
共同製作を実施した経緯もあり、今回もコンテンツの製作で協⼒を得ることができた。  
    

■ 事業概要 
四国内の観光・⽂化等を紹介するテレビ番組を 3 本製作し、四国への来訪が最も多い台湾の地上

波で放送した。 
タイトル「Wonder Box」は、四国全体をびっくり箱に例えて、ワクワク・ドキドキ感のある内容を視聴者

に期待していただくイメージで、視聴した⼈々が「⾏ってみたい」「⾷べてみたい」「体験してみたい」という衝
動に駆られる番組を製作した。 

テーマは、台湾で⼈気の⾼い「温泉」「宿」「野菜・果物」「サブカルチャ－」で、これらを3 番組にまとめて、
台湾で視聴率が⾼い⺠視電視台で「四国シリーズ」として放送。さらに、pay テレビ「優視」でもリピート
放送する予定である。 

〜関連イベント〜 
◆四国へのモニターツアーを実施。視聴者の中から抽選
で、番組で紹介した場所を含むツアーにご招待し、四国の
観光・⽂化に触れていただく。 
◆番組コンテンツは、国際旅⾏博等の商談会場でも  
活⽤し、観光誘客に努める。  
       

■ 取組の⽬的 
四国を訪れる外国⼈観光客のトップである台湾の⽅々に、四国の⽂化を知っていただくことにより、さら

なる観光客の増加を⽬的とする。 
また、台湾の放送局との提携で情報発信・⽂化交流の発展を期待。  
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■ 事業の効果 
◇台湾からの観光客増 

観光団体や施設と連携して、番組情報を内外に発信した結果、来⽇者数の増加につながった。 
◇番組コンテンツの商談活⽤ 

番組を海外での旅⾏博など観光誘致商談会でも PR 活⽤し、多数の集客を得た。 
◇地域の活性化 

番組製作に関わった系列放送局も台湾の放送局との交流が進んだ。 
また、四国と台湾との間で地域の芸術・⽂化交流も展開しているほか、産業⾯でも相互関係が良

好に進展し始めており、地域の活性化にも⼤きく寄与した。 
 

■ 事業の課題    
情報発信の細かなサービスに⼈員を割けなかったことなどにより、SNS やネット上での宣伝・⼝コミの成

果は⽬標値に届かなかった。海外コーディネーターの確保が必要である。   
    

■ 今後の予定、展望    
2015 年 4 ⽉以降に 2 次利⽤として国内及び台湾以外でも販売放送し、四国の交流⼈⼝の増加と

さらなる地域の活性化を⽬指す。       
     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

1,000 万円 周辺産業との連携・地域活性化を⽬的とした放送コンテンツの海外展開
に関するモデル事業（総務省平成 25 年度補正予算） 

 
■ 取組の様⼦ 

 
 

  

 
 

番組の内容から 
「旬をお届け ハッピーベジフル〜四国の産直市〜」 TITF（タイの国際旅⾏博覧会） 

144



≪平成 27 年度≫  

「すさきがすきさＰＶ」を制作 
 

   【実施団体】⾼知県須崎市⽴須崎中学校 
よさこいケーブルネット株式会社 

 
須崎中学校と地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」による、「すさきがすきさＰＶ」制作にかか

る共同の取組について紹介する。 
 

■ 背景・経緯 
須崎中学校は、学校⽣活を向上させ、⾃治の⼒をつけるための様々な取組を⾏うとともに、地域・社

会貢献を⽬標にボランティア活動にも積極的に参加している。 
平成 26 年に、須崎への想いを込めた⼀⾏詩を全校⽣徒に募集し、それをまとめて歌詞にした。そして

作曲は、⾼知にゆかりのあるシンガーソングライターの「織⽥哲郎」さんに⽣徒が依頼し、須崎市の PR 曲
「すさきがすきさ」が誕⽣した。 
この曲が⼈々に愛され、歌って踊ってもらえるように、そして須崎の名所をたくさんの⼈に知ってもらおうと、

「すさきがすきさＰＶ（プロモーションビデオ）」の制作に取りかかった。 
 

■ 取組の概要等    
ＰＶは、春休みを利⽤して⽣徒が企画し、地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」に撮影と

編集を依頼した。 
ＰＶでは、テンポの良い曲に合わせて⽣徒がダンスを披露。最後に「⽇本かわうそ」が⾒られた新荘川

を歌う、１番｢かわうそ編｣では、須崎市のキャラクター｢しんじょう君｣も登場する。⼭、川、海など豊かな
⾃然に囲まれた市内の名所を紹介する２番｢観光編｣、その⾃然の中から⽣まれるおいしい⾷べ物を紹
介する３番｢⾷べ物編｣と続く。それぞれのロケ地で⼯夫された撮影が⾏われた。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

ＰＶ制作を通して、地域の価値や魅⼒の再発⾒につながった。⽣徒主体の活動は各マスコミにもたびたび
取り上げられ、夏の甲⼦園の出場校、明徳義塾⾼校の学校紹介にも活⽤され広がりを⾒せている。 
今後、須崎が⼤好きだという全校⽣徒の思いと、須崎の魅⼒が全国に広がっていくことが期待される。 
本作品は、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 2015」（※）で最

優秀賞（プロ・セミプロ部⾨）に輝いた。 
 

※「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。2015 年度は、各地から全 57 作品の応募があり、「プロ・セミプロ」と「アマチュア」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 2015 の⼊賞作品はこちら 

（http://www.shikoku-ictcon.jp/?page_id=4572） 
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■ 取組の課題    
ＰＶ制作の⽬的は、⽣徒が⽣まれ育った須崎市の魅⼒を多くの⼈に知ってもらうこと。そのために、テレ

ビコマーシャルなどに活⽤したいという⽣徒たちの思いはある。しかし、予算等の問題もあり、実現できてい
ない。市内のイベントでＰＶの販売活動などを⾏っているが、多くの⼈に知ってもらう⼿段を考えることがい
ちばんの課題である。 

    
■ 今後の取組予定 

平成 28 年度の春から、⾼知県では｢奥四万⼗博｣が開催されている。この⼤きなイベントを通して、ＰＶの
活⽤⽅法や須崎市をＰＲする活動を続けて⾏っていく。 

また、ＰＶに出演している⽣徒会役員だけではなく、昨年度よりイベントや地域ボランティアに参加する団体
「ＳＳＣ」を⽴ち上げた。｢すさきがすきさ｣は全校の活動に広がりを⾒せているので、これからも須崎の魅⼒を
全国に発信し続けて、地域の活性化に少しでも貢献していきたい。 

     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

ＰＶ制作・撮影費 ５万円 須崎市「⼦どもの夢応援事業」 

 
■ 取組のイメージ等 

  
 
 

「すさきがすきさＰＶ」の⼀場⾯ ｢すさきがすきさＰＶ｣の⼀場⾯ 

  

｢すさきがすきさ｣作曲家 
織⽥哲郎ライブ前のＰＶ販売活動 ｢すさきがすきさ｣をＰＲ テレビ出演 
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≪平成 27 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 27
年度は、ホンジュラス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。 
既製コンテンツの 2 次、3 次活⽤ができる。    

     
■ 取組の課題    

応募段階では、対象国の現地語「スペイン語」のローカライズに対応していなかったため、事業採択後
から約半年かけてスペイン語の字幕貼り付け作業を⾏った。翻訳作業も２〜３社に委託して同時進⾏
する状況で、ローカル局で慣れない⾔語のローカライズは⼤きな課題だった。 

   
■ 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 

380 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「よさこいまつり 2015」 ⾷の宝庫、四国「鰹の国の極旨がつお」 
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≪平成 24 年度〜平成 26 年度≫ 

⾼知県観光情報サイト「よさこいネット」のリニューアル及び運⽤ 
 

【実施団体】⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

平成 24 年度にリニューアルを実施し、⾼知県の観光情報を継続発信している。平成 25 年度からは
同サイト内に「こうち⼥⼦旅プロジェクト」ページを⽴ち上げ、⼥性向けのコンテンツ発信にも注⼒してい
る。 

     
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

         
■ 取組の課題    

アクセス数の向上、利⽤者⽬線での情報の整理、充実が求められる。   
    
■ 今後の取組予定   

27 年度以降も引き続き実施予定である。     
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
 
■ 取組のイメージ等 

 

「よさこいネット」（http://www.attaka.or.jp/） 

 
 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

148



≪平成 27 年度≫  

⾼知県観光キャンペーン「リョーマの休⽇」ＰＲ映像の製作 
     

【実施団体】（公財）⾼知県観光コンベンション協会 
 
■ 取組の概要等    

来年度開催する観光キャンペーン「リョーマの休⽇」をプロモーションするために県内の歴史と⾷コンテン
ツを盛り込んだ PV を制作し、2016 年 4 ⽉以降順次放送する。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

来年度の観光キャンペーンや平成２９年度以降の歴史博覧会等の PR を⾏うことにより、県内誘客
を図る。    

     
■ 取組の課題    

「リョーマの休⽇」キャンペーンに連動した企画⽴案等。 
    
■ 今後の取組予定   

各種商談会等での上映、観光事業者等への映像の貸出等。 
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 補助⾦（⾼知県） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

「リョーマの休⽇」メイングラフィック 
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≪平成 26 年度≫   

映画「0.5 ミリ」特設劇場 
     

【事業団体】株式会社桃⼭商店・⾼知市 
 
■ 取組の概要等    

⾼知市城⻄公園野外ステージに仮設の特設劇場を作り、11 ⽉〜12 ⽉の 2 ヶ⽉間に渡り⾼知ロケ
映画「0.5 ミリ」の公開を⾏った。作品ロケをきっかけに⾼知に移住した安藤桃⼦監督が、⾃らの映画の
公開及び地域映像⽂化の発信のため企画したもの。     

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

映画をきっかけとした地域⽂化の発信、観光誘客（映画⾃体の撮影は平成 25 年 3 ⽉〜4 ⽉） 
          

■ 取組の課題    
⼤掛かりな取り組みであるにも関わらず、県外へのＰＲをうまくできなかった印象。上映後に、「0.5 ミリ」

は多数の賞を獲得したが、話題性を活かす⼯夫の余地があった。   
    

■ 今後の取組予定   
将来的には映画祭的な位置づけとして、定期的な開催をしたいと聞いている。   

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
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≪平成 26 年度≫    

四万⼗映画祭 
     

【事業団体】四万⼗映画祭実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

映画館 0 地域での映画祭の開催。地域⽂化やロケーションを活かしたイベントをジョイントし、地元⺠
も観光客もゲストも、参加したみんなが楽しめる映画祭。    

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

映画館 0 地域での映画祭は、⾮⽇常の創出と映画⽂化の継承、また映画祭情報の発信を通じて
交流⼈⼝増⼤が期待される。また地域のブランド⼒の強化、イメージアップの効果がある。この事業を⼦
供たちに体感してもらう事により、教育の観点からもメリットがあると考えられる。  
         

■ 取組の課題    
資⾦、スタッフ、機材の確保。   
    

■ 今後の取組予定   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ ◇補助⾦（四万⼗市） 
◇補助⾦（⾼知県） 

 
■ 取組のイメージ等 

 
 

「四万⼗映画祭」（http://40010ff.com/） 
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≪平成 25 年度≫    

四万⼗おきゃく映画祭 
 

【事業団体】四万⼗おきゃく映画祭実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

映画館 0 地域での映画祭の開催。地域⽂化やロケーションを活かしたイベントをジョイントし、地元⺠
も観光客もゲストも、参加したみんなが楽しめる映画祭。    

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

初めての映画祭にも関わらず、たくさんの⽅に協⼒して頂き、⼤きな盛上りを作っていただいた。取組み
は、各メディアにも取り上げられ、四万⼗の新しい情報発信ツールとなった。  

  
■ 取組の課題    

資⾦、スタッフ、機材の確保。     
    

■ 今後の取組予定   
国内では全国公開、海外ではカンヌ国際映画祭フィルムマーケットにて作品の販売、また、各国の国

際映画祭に出品し、世界で作品を⾒て頂ける機会を作って⾏く。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

補助⾦（⾼知県） － 

 
■ 取組のイメージ等 

 
 

「四万⼗おきゃく映画祭」facebook（https://www.facebook.com/soff.jp） 
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安⼼・安全なまちづくり



≪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 26 年度≫   

インターネットで⽣放送をはじめよう！ 
≪中⾼⽣のためのメディアプロモーションワークショップ≫  

 
  【実施団体】情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) 

 
情報通信交流館は、平成 26 年 12 ⽉に、中⾼⽣がインターネットラジオの⽣放送を体験するワークショ

ップを開催した。ICT の基礎知識から専⾨性の⾼い技術の習得までバラエティ豊かな講座やイベントを実
施している同館が初めて企画した試みであり、その取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

いつでもどこでも誰とでも。 
気軽に⾃分の意⾒を発信できる場として広がっている動画配信やインターネットラジオ。 
「聞いたことはあるけどよく分からない」「興味はあるけど⾃分でもできるの？」という疑問を解決するため、

中⾼⽣を対象とした体験ワークショップを開催した。  
           

■ 取組の⽬的 
本ワークショップを通じて、インターネット⽣放送の番組制作・配信ができるような基本的技術と、情報

発信で気をつけるべき著作権やネットモラルなどの知識を、中⾼⽣に⾝に付けていただく。 
 
■ 取組の概要 

【内 容】 
① 番組制作基礎講座 
② ゲームで学ぶ！ラジオ制作 
③ 実践！⾃分の番組を配信しよう 

【講 師】 
なぎさのお星サマ制作委員会（※） 
（ラジオパーソナリティのかわやなぎさわこ⽒ 他） 
※元⾹川⼤学放送部有志が集まり、インターネット番組「お星サマになりました」を e-とぴあ放送局

より定期放送中！ http://yanastar.com/  
 

■ 参加者の反応 
コンテンツが増えているため、視聴数も全体的には順調に増えている。 
視聴されている⽅は⾼松市内の⽅が多いが、市外の⽅、特に東京や⼤阪の⽅の視聴もある。コンテン

ツによっては海外からの視聴も多くなる。 
また、配信した動画はアーカイブとして後で視聴もできるため、これまで配信してきた農村歌舞伎や郷

⼟芸能、⾳楽イベントの記録映像としても好評を得ている。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
学校や地域などから情報発信する若い世代を育成することにより、地域情報の発信⼒を強化すること

が期待される。  
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■ 取組の課題 

継続した開催と⾃主活動のフォローが必要である。   
 

■ 運営経費等 
事業経費 活⽤⽀援事業 

4 万円／回 － 

 
■ 取組の様⼦等 

 
  

  

講座の様⼦ ネットラジオの配信を体験する⽣徒たちの様⼦ 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 
   

  【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 

家庭⽤のデジタルビデオカメラやモバイル回線などの通信機器の性能が向上し、個⼈でもインターネットで
の動画配信が⾏いやすくなった。しかしながら個⼈の⼒だけでは地域の情報発信に限界がある。そこで、⾃
治体や地域の様々な団体と連携し、平成24年8⽉に発信⼒があるネット動画メディアとして⼀般社団法
⼈まちテレを設⽴。 

現在では⾼松市の公式ネット配信を始め、地域団体や商店街等と 50 以上のネット配信チャンネルをも
ち、⾼松から世界にネット動画番組を配信するなど、積極的に地域からの情報発信に取り組んでいるまち
テレの取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

平成 22 年に情報サービス等の研究に取り組む⼤学院⽣や学⽣たちが中⼼となり、地域貢献の⼀環
として動画を使った情報発信の取り組みをスタートした。 

初年度では⾼松で開催されたトライアスロン⼤会で、広域無線 LAN やモバイルデータ通信を⽤い、⼤
会会場７箇所に設置したカメラ映像を使ったネット動画配信を⾏った。次年度では選⼿のバイクに取り
付けたカメラ映像も配信するなど、先進的なネット中継に取り組んできた。 

2 年後の平成 24 年には、本事業の取組みが、地域の観光プロモーションにも有効であるとの評価を
受け、公益財団法⼈⾼松観光コンベンション・ビューローの⾼松観光プロモーション事業の⽀援を受けて
⼀般社団法⼈化した。 

現在は⾼松市の公式ネット動画配信などの業務を担当するだけでなく、ネット中継技術の講習会など
も実施し、地域の情報発信⼈材の育成にも取り組んでいる。 

           
■ 事業の概要 

ネット放送の利点は、⾼速のインターネット回線さえあれば、どこからでも発信することができるということと、
世界中の多くの国で動画を視聴することができるという 2 点である。 

本事業では、⼤⼿動画配信サービスの公式スタジオを設置するとともに、商店街や市役所、地域団
体や教育機関等、プロスポーツチームと連携したネット放送に取り組み、現在 50 以上のチャンネルをジャ
ンルごとに分類・整理し、⼀つのポータルサイトの中で⾒られるようにしている。 

2015 年 3 ⽉に開催された全国⾼等学校選抜卓球⼤会では、競技場となった⾼松市総合体育館
から累計で 10 万回の視聴再⽣数を上げるなど、⼤会関係者からも⼤いに評価を得た。 

また、⾼松市のホームページにある「⾼松ムービー（動画）チャンネル」の運営を担当しており、
YouTube でアップロードした動画も視聴しやすいよう分類し掲載している。 

◇「まちテレ」ポータルサイト 
 http://mothertown.tv/ 

◇⾼松ムービー（動画）チャンネル 
http://takamatsu.mothertown.tv/  
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■ 利⽤者の反応 
コンテンツが増えているため、視聴数も全体的には順調に増えている。 
視聴されている⽅は⾼松市内の⽅が多いが、市外の⽅、特に東京や⼤阪の⽅の視聴もある。コンテン

ツによっては海外からの視聴も多くなる。 
また、配信した動画はアーカイブとして後で視聴もできるため、これまで配信してきた農村歌舞伎や郷

⼟芸能、⾳楽イベントの記録映像としても好評を得ている。 
 

■ 今後の課題と展望    
事業運営費は主に⾃治体からの委託費や補助⾦の依存が⾼い。今後、持続的に事業を⾏うために

は、中継以外での収益を⾼めていく必要がある。 
そのため、マルチコプターを使った空撮や CG 製作、4K カメラ撮影や動画編集、通信技術を⽣かし、

⾼松市のプロモーション映像や博物館での解説映像など、より⾼度な映像製作の業務にチャレンジして
いる。 

また、平成 26 年度では、海外向けのコンテンツ促進としてフランスのケーブルテレビで⾼松を紹介する
番組の放送にも携わった。 

     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

１,000 万円／年 ⾼松観光プロモーション事業 
（平成 24 年度、平成 26 年度） 

 
■ 取組の様⼦ 

  

クロマキー合成を使った番組制作 マルチコプターによる空撮映像を中継 
現代屋島合戦絵巻 2013 

  

独⾃開発のスコアボードや４K カメラを使った 
野球中継 

バイクカメラからの映像 
サンポート⾼松トライアスロン⼤会 2012 
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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 27 年度≫  

⼤学⽣による「情報モラル教室」 
 

   【実施団体】NPO 法⼈松⼭⼤学学⽣地域創造研究所 Muse 
四国⼤学経営情報学部メディア情報学科 

総務省四国総合通信局 
 

松⼭⼤学 Muse（愛媛）と四国⼤学（徳島）が連携して取り組んだ、⻘少年に対する安⼼安全な
インターネット利⽤についての周知啓発に向けた取組について紹介する。 

 
■ 背景・経緯 

スマートフォンなどの普及により、⻘少年がインターネットを利⽤する機会が急激に増加し、「ネット依存」
や「ネットいじめ」をはじめ、コミュニケーションサイト利⽤による被害や、ＳＮＳへの不適切な投稿などが深
刻な社会問題になっている。 

このような中、様々な団体・組織が連携して、⻘少年に対する安⼼安全なインターネット利⽤について
の周知啓発活動を実施することが求められている。 

四国総合通信局では、四国内の⼤学と協働し、⼤学⽣が作成したビデオ教材により、⼤学⽣が講師
となって、⻘少年を対象に安⼼安全なインターネット利⽤についての周知啓発を⾏う「情報モラル教室」
を実施することとした。 

 
■ 取組の概要等    

「情報モラル教室」の実施に向け、中⾼校⽣に分かりやすい内容となるよう、ビデオ教材のシナリオづくり
から両⼤学の学⽣が協⼒して取り組み、四国⼤学メディア情報学科の学⽣が「SNS が及ぼす危険な
事件」、「パスワードとフリーWi-Fi の危険性について」など、8 本のビデオ教材を制作した。 
地域の中⾼校⽣を対象とした「情報モラル教室」では、松⼭⼤学Museの学⽣が講師となり、これらの

ビデオ教材を活⽤しながら、安⼼安全なインターネット利⽤についての周知啓発を⾏った。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
中⾼校⽣に対して、より年齢の近い⼤学⽣がビデオ教材を作成し、説明することで、⽣徒の⽬線に⽴っ

て、強く訴えかける周知啓発が実現し、⽣徒たちの理解を深めた。 
また、映像制作や情報モラル教室の実施を通じて、取り組んだ学⽣⾃⾝の安⼼安全なインターネット利

⽤についての理解も深まった。 
   

■ 取組の課題    
今回は中⾼校⽣を対象としたビデオ教材を制作したが、スマートフォンの普及などによるインターネット

利⽤の低年齢化に伴い、⼩学⽣に対する情報モラル教室も必要となってきており、今後、⼩学⽣を対
象としたビデオ教材の制作が望まれる。 

また、取組の継続にあたり、⾃主活動のフォローが必要である。 
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■ 今後の取組予定 
今後も、学校からの要望に応じ、「情報モラル教室」に⼤学⽣を講師として派遣し、⼤学⽣制作のビデオ

教材を活⽤した周知啓発活動を⾏う予定。 
     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

10 万円 － 

 
■ 取組のイメージ等 

 
 
 
 

周知啓発⽤ビデオの⼀部 周知啓発⽤ＤＶＤ 

  

「情報モラル教室」の様⼦ 
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≪平成 25 年度〜継続≫   

「⾼知 e-お薬⼿帳」 
     

【実施団体】公益社団法⼈⾼知県薬剤師会 
株式会社 STNet ヘルスケア IT 推進部 

  
⾼知県薬剤師会では、災害などの緊急時でも服⽤中のお薬を正確に把握できるなど、県⺠の健康増

進を図るため、「⾼知 e-お薬⼿帳」の普及に取り組んでいる。 
 

■ 背景・経緯    
紙タイプのお薬⼿帳については、利⽤者が薬局・医療機関ごとに使い分けていたり、持参忘れ等により

複数冊持っているなど、服薬履歴が⼀つにまとまっていないため、飲み合わせや重複投与の確認ができな
いといった課題が⽣じている。 

また、政府の地震調査研究推進本部の予測によると、南海トラフ巨⼤地震の発⽣確率は 30 年内
に 60〜70％と⾼く、先の東⽇本⼤震災での教訓からお薬⼿帳の有⽤性が広く認識されてはいるものの、
発災時にお薬⼿帳を持ち出せるかとの課題もある。 

そこで、⾼知県薬剤師会では、お薬⼿帳の服薬情報を患者⼜はその家族のスマートフォンに取り込み、
薬局での服薬指導、重複投与・相互作⽤の防⽌や災害時などの緊急時に役⽴つ情報ツールとしての
活⽤を図るため、⾼知県の補助を受け、「⾼知県お薬⼿帳電⼦化事業」に取り組んでいる。 

 
■ 取組の概要等 

「e-お薬⼿帳」のシステムは、平成 23 年度の総務省事業（健康情報活⽤基盤構築事業）の成果
を踏まえて STNet が開発した。 

本システムを最初に導⼊したのは⼤阪府薬剤師会であり、⼤阪府が「e-お薬⼿帳」の他地域での利
⽤を認めたことにより、全国に広がっていった。⽇本薬剤師会もデザインや⾊は異なるものの、同じ機能を
持った電⼦お薬⼿帳アプリを提供している。 

平成 28 年 3 ⽉末時点での参加薬局は 279 薬局。県内約 7 割の薬局で導⼊され、アプリのダウン
ロード総数は全国で 17 万件を超えている。 
利⽤⽅法は、 スマートフォンの専⽤アプリ「e-お薬⼿帳」（無料）をダウンロードすれば、薬局に備え

付けの IC リーダーライターにかざすか、薬局からお薬とともに渡される QR コードを読み取るだけでお薬の
情報を簡単に取り込むことができる。 

 
■ 利⽤者の反応 

導⼊の 1 年後に薬局にアンケート調査をおこなったところ、「e-お薬⼿帳」の利⽤率が⾼い年代は、男
性は 40 歳〜50 歳代、⼥性は 20 歳〜30 歳代であった。男性はその頃に病院へ⾏く機会が増え、⼥
性は出産などが多い年代に利⽤が多くなっていると考えられる。 

利⽤されている⽅の反応は、「良かった」とする薬局が8割以上を占めていた。紙タイプのお薬⼿帳のサ
ポート役として利⽤されており、⼦どもが多い家庭からは「複数冊持ち歩くが⼤変だったので、家族全員
分をスマホで管理できるので便利」という声が寄せられた。 

 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

163



■ 取組の効果⼜は期待される効果    
お薬⼿帳の電⼦化により、スマホであれば常に携帯していることが多いので、災害時の避難所や外出

先など、いつでもどこでも確認することができる。また、紙の⼿帳の場合は複数冊を管理するケースもある
が、スマホアプリはこれらを全てまとめることができる。さらに、飲み忘れを防ぐアラーム機能があるため、⼀
層の健康増進が図られる。 

また、アプリの開発元であるSTNetのデータセンターで管理するサーバへのデータ同期機能があるため、
スマホの機種変更時や故障時だけでなく、災害時にもサーバにバックアップしたお薬の情報からデータを復
元することが可能であり、安⼼感がある。 

さらに、STNet では、そのお薬の情報を利⽤者の同意のもと、薬局等で参照できるサービスも薬局向
けに提供している。これからは薬剤師や医師も「e-お薬⼿帳」の機能を活⽤して、患者が服薬してきたお
薬の履歴などを知ることができるため、適切なアドバイスが可能となる。 

    
■ 取組の課題    

県⺠への普及・啓発が重要である。 
 

■ 今後の取組予定   
これまでも、啓発⽤パンフレットを各薬局や各種イベント会場に設置したり、⾼知⺠放 3 局においてテ

レビ CM（平成 26 年 9〜10 ⽉）や、映画館での映画本編前の 30 秒 CM（平成 27 年 10 ⽉ 17
⽇〜30 ⽇、12 ⽉ 26 ⽇〜平成 28 年 1 ⽉ 9 ⽇）上映を実施し、今後も啓発⽤資材等を活⽤して
普及・啓発活動をおこなっていく予定である。 
     

■ 運営経費等 
運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ ⾼知県の補助 

 
■ 取組のイメージ等 

  

⾼知 e-お薬⼿帳画⾯ 薬局に備え付けの IC リーダーライター 
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≪平成 25 年度〜継続≫   

安否確認アプリでスタンプラリー 
   

  【実施団体】⾼知⼯業⾼等専⾨学校 
 

⾼知⼯業⾼等専⾨学校 電気情報⼯学科 今井研究室では、津波避難タワー間を結ぶ安⼼防災シ
ステム「つながっタワー」の開発・研究を⾏っている。ここでは、本システムの中で、安否確認アプリについて紹
介する。      

   
■ 背景と経緯    

2011 年 3 ⽉に起きた東⽇本⼤震災での被害は、9 割以上の犠牲者が津波によるものであり、今後
想定される南海トラフ巨⼤地震でも⾼い津波の到来が予測されている。 

海岸線を持つ⾼知県では、2016 年度までに 100 基を超える津波避難タワーが設置される予定で、
すでに南国市では 2013 年度に 14 基の津波避難タワーが完成している。 

今井研究室では、津波発⽣時に海岸沿いに設置されている携帯電話の基地局が被害を受け、モバ
イル回線が使⽤できない状況下でも、津波避難タワーに避難してきた⼈が各⾃の携帯情報端末で容
易に安否情報を送ることのできるシステムの開発を、南国市に設置された津波避難タワーを利⽤して⾏
った。      

 
■ 津波避難タワー安否確認アプリ「つながっタワー」の概要 

津波避難タワーでの安否確認の実証実験のために、スマートフォンアプリ「つながっタワー」を開発した。
これは、スマートフォンの iPhone をターゲットとしたもので、対象者を南国市に在住の⽅、南国市に訪れ
る予定のある⽅として、iOS7.1 以上の iOS デバイス上で動作するものである。（現在、Android 版を
開発中。）   

本アプリの機能としては、以下の機能が使えるようになっている。 
 

◆「つながっタワー」のダウンロードサイトはこちら 
＜App Store＞  https://itunes.apple.com/jp/app/tsunagattawa/id924967772?mt=8 

◆「つながっタワー」のサポートページはこちら 
 http://tower.kochi-ct.jp/  
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機能 機能概要 

安否情報送信 
津波避難タワーに避難すると、Beacon により安否情報の送信が促され、迅速な安
否確認を⾏うことができる。 

スタンプラリー 
普段訪れることのない津波避難タワーを巡ることで、津波避難タワーの存在を再認識
して防災に備えることができる。 

チャット 他のアプリ利⽤登録者とチャットをすることができる。 
SIP 電話登録 SIP サーバに登録して SIP 電話の利⽤が LAN 内で可能となる。 
防災検定 地震や津波に関する問題を解くことで、防災・減災の知識を蓄えることができる。 

避難ガイド 
地震発⽣時の対処法や地震への対策、避難場所⼀覧などの情報をオフラインでも確
認することができる。 
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■ 「つながっタワー」の画⾯の様⼦ 

 
■ 開発・研究の成果 

今井研学⽣チーム（電気情報⼯学科 5 年⽣の 4 ⼈）が出場した全国⾼等専⾨学校・第 25 回プ
ログラミングコンテスト（平成 25 年 10 ⽉に岩⼿県⼀ノ関市で開催）の課題部⾨（課題テーマ：防
災・減災対策と復興⽀援）において、全国の⾼専から 56 チームのエントリーがあり、プレゼンテーションと
デモンストレーションの両⾯で審査された結果、その頂点となる 1 位に輝き、⽂部科学⼤⾂賞・最優秀
賞等を受賞した。 

さらに、平成 27 年 11 ⽉ 9 ⽇には、国の「ものづくり⽇本⼤賞」の「ものづくりの将来を担う⾼度な技
術・技能分野（⻘少年部⾨）」で最優秀にあたる内閣総理⼤⾂賞を受賞した。 

 
■ システムの実⽤化にむけて 

今回の実証実験により、津波発⽣時のモバイル回線切断時においても、津波避難タワー間での安否
情報の共有や、市役所などの対策本部への安否情報の通知を、リアルタイムで⾏えることを確認でき
た。 

また、「つながっタワー」アプリは、多くの市⺠の⽅々に使ってもらうために、平常時においても津波避難タ
ワーで利⽤できる Beacon によるスタンプラリーが可能となっている。これに加えて、アプリに⼊っている防
災検定機能を組み合わせた参加者の表彰制度への展開によって、多くの市⺠の⽅々に興味を持っても
らうことも考えている。 

今後、本システムは、南国市に設置されている津波避難タワーで実⽤化するために、南国市役所やソ
フト関係の会社と⼀緒に産学官連携プロジェクトを進めていく予定となっている。また、⾼知県だけでなく
他の県での津波避難タワー安否確認システムとしても使ってもらえるように、各⽅⾯に PR していきたい。 

  

 

左：アプリのトップ画⾯  右：スタンプラリーの画⾯ 
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■ 参考：津波避難タワー間を結ぶ安⼼防災システム全体の概要 

本システムは、各津波避難タワーを指向性・無指向性アンテナにより無線 LAN 接続し、複数の津波
避難タワー間で LAN を構築するものである。この LAN 内にデータベースサーバ、SIP サーバを設置し、
LAN 内でのデータ通信を可能とする。 

また、中核となる津波避難タワー（メインタワー）には衛星インターネット⽤パラボラアンテナを設置し、
衛星インターネットによる VPN を介して災害対策本部となる市役所との通信を可能とするシステムとなっ
ている。 

このシステムの⼤きな特徴は、Bluetooth Low Energy 規格で電波を⼀定間隔で発信する
Beacon を各津波避難タワーで活⽤することである。これにより、携帯情報端末が、Beacon 発信機の
電波を感知すると Push 通知され、Beacon の電波範囲に⼊ったことを確認することができるため、災害
時には迅速な安否情報の送信が可能となる。 

また、この Beacon を使⽤することで、平常時には携帯情報端末による津波避難タワーのスタンプラリ
ーとしても機能させることができる。   

 

 

 

津波避難タワー間を結ぶ安⼼防災システムの構成図 
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移住・定住の促進



≪平成 26 年度≫ 

「徳島発 幸せここに」シンポジウム 
「⼈⼝減少社会への挑戦〜神⼭－東京から考える〜」 

【実施団体】徳島県、徳島新聞社、東京徳島県⼈会、株式会社えんがわ、 
株式会社プラットイーズ、株式会社神⼭神領、HIP（Home Island Project） 

■ 取組の概要等
神⼭と東京にシンポジウム会場を設け、この 2 会場を「ウェブ会議システム」でつないだ上で、地域の活

性化に尽⼒してきた識者によるパネルディスカッションや講演会を実施した。 
神⼭会場には⼤南信也⽒（NPO 法⼈グリーンバレー理事⻑）、隅⽥徹⽒（株式会社えんがわ社

⻑）、信岡良亮⽒（株式会社巡の環取締役）、東京会場には⼭崎亮⽒（株式会社 studio-L 代
表）、藤⽥恭嗣⽒（株式会社メディアドゥ代表）、岡⽥育⼤⽒（株式会社フォレストバンク代表）が
それぞれパネリストとして出席。また神⼭会場には飯泉嘉⾨徳島県知事、東京会場には⽯破茂⼤⾂と
⼭⼝俊⼀⼤⾂がそれぞれオブザーバー参加した。 

株式会社えんがわ・株式会社プラットイーズは本会議への機材貸し出し、ウェブ会議システムの操作、
地域映像 4K コンテンツの提供を⾏った。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
「地⽅過疎化」「都市⼀極集中型」から、都市と⽥舎がネットワークを通して繋がる事で、場所に左右

されぬ、相互関係が⽣まれ、地⽅での暮らし・新しい働き⽅の先駆けとして、⽇本各地にＵターン・Ｉタ
ーン者の増加とともに、地域活性化に繋がる⼀歩として期待したい。 

■ 取組の課題
地⽅紙が主催するイベントのため告知・事業レポートも新聞紙上が中⼼となった。イベント周知につい

てはパネリスト各⽒にSNS等で拡散いただいたが、地域課題の解決が今や⽇本全国で共有するべき課
題であることを踏まえても、WEB を如何に効果的に事業に組み込めるかを念頭に置くことは不可⽋であ
る。  

■ 今後の取組予定
徳島新聞社が徳島⼤学・四国⼤学と地域貢献の推進に向けた連携協定を締結したことで、産学官

連携のもと、より実践的な地域課題解決のための事業が期待される。シンポジウム・講演会はもとより、
移住者・若⼿の事業化⽀援といった具体的な成果を求める取組も検討する。 

■ 運営経費等
運営経費等 活⽤⽀援事業 

⾮公開 － 

■ 取組の様⼦
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≪平成 26 年度≫    

ふるさとプロモーション 〜神⼭アーカイブス製作中〜 
     

【実施団体】神⼭町、株式会社えんがわ、株式会社プラットイーズ 
 
■ 取組の概要等    

放送局の映像データのアーカイブシステムを構築しているが、サテライトオフィスとして地域に貢献できる
取り組みとして地域資源を４Ｋ映像で次世代に残す「地域アーカイブス」に取り組んでいる。神⼭町の
「⼈」「特産」「⽂化」「⾃然」を、1000 年先にも映像データとして保存していく計画である。 
     

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
今を⽣きる神⼭町の⼈（100 ⼈）、⽂化、伝統技術、⾃然、芸能などを４Ｋ映像として保存するこ

とにより、将来にわたり有効活⽤が⾒込まれる。 
また、町内のＩＣＴ技術を駆使して全世界に発信することにより、幅広い世代へ町の魅⼒を伝えるこ

とができる。強いては、特産/観光/街づくりの活性化に繋がり、Ｕターン、I ターン者の増加に期待を寄せ
ている。      

     
■ 取組の課題    

今後も継続して映像を残してゆきたいが、継続的な予算の確保が課題となっている。 
   

■ 今後の取組予定   
動画及び MAP アプリを制作中である。地図上に映像をリンクさせ、観光情報やイベント情報を詳しく

伝えるシステムを構築している。   
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
⾮公開 神⼭町ふるさと活性化事業と当社地域事業とのコラボレーション 

 
■ 取組のイメージ等 
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≪平成 26 年度、平成 27 年度≫ 

にし阿波で働く／にし阿波を知る 

【実施団体】NPO 法⼈マチトソラ 

■ 取組の概要等
地域の魅⼒発信につながる、移住者や地元出⾝者の⾯⽩い取り組みの記事を作成し、ホームページ

で公開した。（http://machitosora.com/interview/） 
この地域の特徴であるサテライトオフィスや廃校活⽤事業を取り上げ、詳細な記事を作成し、ホームペ

ージで公開した。（http://machitosora.com/satelliteoffice/） 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
移住やサテライトオフィス進出を考えている⽅に、地域での暮らしぶりや働く⼈たち、先⾏事例を紹介す

ることにより、この地域への関⼼が⾼まるきっかけになる。 

■ 取組の課題
今年度である程度、先進的な事例は紹介できたので、今後は新しい取り組みを探していかなくてはな

らない。

■ 今後の取組予定
平成 28 年度の更新回数は減るであろうが、新しい取り組みを取材し、随時掲載する予定である。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

400 万円 にし阿波サテライトオフィスコンシェルジュ事業 

■ 取組のイメージ等

マチトソラホームページ（http://machitosora.com/）
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⼈材育成



≪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 
 

  

172



≪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切っ掛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≫    

４K 徳島映画祭２０１６ ＆ とくしま４K フォーラム２０１６ 
     

【実施団体】とくしま４K フォーラム実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

徳島県では、全県域に光ファイバーを FTTH 式で整備しており、CATV の世帯普及率が全国１位と
なっていることから、従来のハイビジョン(２K)より伝送容量が⼤きい４K の伝送実験に適しており、「４K
先進県徳島」と位置づけ、講演、機器展⽰、４Ｋコンテンツ上映などを⾏う「４Ｋ徳島映画祭」や「とくし
ま４Ｋフォーラム」を開催している。 

 
イベント名 ：４K 徳島映画祭２０１６、とくしま４K フォーラム２０１６ 
⽇   程 ：平成２８年１１⽉２５⽇（⾦）〜１１⽉１７⽇（⽇） 
会   場 ：徳島県名⻄郡神⼭町内各所 
来 場 者 ：約３，４００⼈ 
概    要 ：４K 映像作品の上映、セミナー・ワークショップの開催、最新の４K 機器の展⽰、など 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果  
次世代放送システム（４Ｋ・８Ｋ）の関連産業集積や⼈材育成、地域経済の活性化 
  

■ 今後の取組予定 
更なる産業集積を⽬指して、継続実施 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

４K 徳島映画祭２０１６ とくしま４K フォーラム２０１６ 
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≪平成 27 年度≫  

４Ｋ徳島映画祭２０１５ｉｎ神⼭&とくしま４Ｋフォーラム２０１５ 
     

【実施団体】とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

全国屈指の光ファイバー網とケーブルテレビ普及率を誇る徳島県から、次世代⾼画質テレビの規格に
関する技術・映像コンテンツのフォーラムを開催し，基調講演から最新技術セミナーや最新機器の展⽰
を実施した。 

【⽇ 時】 平成 27 年 12 ⽉ 4 ⽇〜6 ⽇ 
【場 所】 神⼭町（寄井座、左右内⼩学校、名⻄酒造酒蔵、ＷＥＥＫ神⼭、コンプレックス等） 
【内 容】 約５０本の４K コンテンツをこたつシアター、古⺠家シアター、酒蔵シアターなど特⻑あるシ

アターで上映、表彰式、４K 関連機器展⽰、講演、ライブ等 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果 
４Ｋ先進県・徳島のＰＲを図ることにより，４Ｋ関連事業者の集積や創出などにつなげる。 

     
■ 取組の課題    
    
■ 今後の取組予定   

今後も継続して実施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 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

 
 

こたつシアター（寄井座） ４Ｋ徳島映画祭の受賞者 
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平成 26 年度≫   

とくしま 4K フォーラム 2014 
   

  【実施団体】とくしま４Ｋフォーラム実⾏委員会 
 

全国屈指の光ファイバー網とケーブルテレビ普及率を誇る徳島県から、次世代⾼画質テレビの規格に関
する技術・映像コンテンツのフォーラムを開催。 

基調講演から最新技術セミナーや最新機器の展⽰を実施した取組について紹介する。  
   

■ 背景・経緯    
今年 1 ⽉にラスベガスで開かれた世界的エレクトロニクスイベント「CES2015」において、世界の主要メ

ーカー各社においては、パネルとしての 4Ｋは当然のこととしてディスプレイされていた。 
⽇本においては 2014 年 6 ⽉から「Channel 4K」がスタートし、10 ⽉からはひかり TV、12 ⽉からは

アクトビラでも「4K VOD（Video on Demand）」が始まっている。2015 年 3 ⽉からはスカパーで 4K
商⽤放送サービスがスタートする予定となっている。 

総務省が国策として 4K8K の普及に乗り出すのに呼応するように、また 2020 年に開催される東京オ
リンピック・パラリンピックへ向けて 4K8K が⺠間レベルでも本格的にスタートしたと⾔える。 

徳島県では、神⼭町にデジタルコンテンツサービスの企画、開発、運⽤などを業務とする株式会社プラ
ットイーズが平成 25 年 7 ⽉にサテライトオフィスを開設、また、4K8K 映像素材の制作、編集、配信 、
アーカイブ代⾏サービスなどを業務とする株式会社えんがわが平成 25 年 6 ⽉に創業、同年 9 ⽉には神
⼭町にて全国に先駆けて 4K の最先端技術の紹介やトップランナーの講演を⾏う全国 4K 祭を開催し
た。 

本事業はそういった背景を踏まえ、徳島県内において先駆的に地域集中型の充実した 4K8K 放送の
インフラや配信実績を構築し、国内はもとより世界に先駆けて 4K8K 放送の県域レベルによる初の実証
実験エリアとしての確⽴を⽬指すものである。 

           
■ 開催の⽬的 

全国屈指の光ファイバー網やケーブルテレビ普及率を誇る本県から、次世代の⾼品質テレビ規格スー
パーハイビジョン「4K」「8K」の制作やサービスに係る企業を集積することを⽬的とする。 

徳島県内において先駆的に地域集中型の充実した 4K8K 放送のインフラや配信実績を構築し、国
内はもとより世界に先駆けて 4K8K 放送の県域レベルによる初の実証実験エリアとしての確⽴を⽬指
す。 

県外に徳島県から次世代の技術⾰新のいまを発信する事で、徳島県として神⼭町として、先進的デ
ジタル⼤国へのアピールに繋がり、企業誘致に繋げる。 

NHK が「FIFA ワールドカップ・ブラジル 2014」のパブリックビューイング会場として、⼤都市である東京・
⼤阪・横浜並んで選定した徳島県は、４会場の中で唯⼀「4K」と「8K」を⼀度に体感・体験できる。 

徳島県が誇る「全国屈指のブロードバンド環境」をはじめとする「⽴地環境の優位性を全国・世界にア
ピールをすることにより、さらなる効果を期待。 
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■ 開催概要 
全国屈指の光ファイバー網とケーブルテレビ普及率を誇る徳島県から、次世代⾼画質テレビの規格に

関する技術・映像コンテンツのフォーラムを開催。基調講演から最新技術セミナーや講師を派遣し、機材
を貸し出し、地域映像コンテンツの提供を⾏なった。 

【内  容】：4K の先進事例を集めたセミナー、セッション、ワークショップ。 
       最新 4K 機器の展⽰およびデモ。4K コンテンツのパブリックビューイング。 
【参加者】：約 3,200 名 
【セミナー・ワークショップ】：49 講座 

 
■ 取組の様⼦ 

 
■ 来場者の反応 

全国から放送関係者や映像関係者に⼤多数お集まり頂き、徳島から 2020 年の年東京オリンピック・
パラリンピックに向けて加速度的に普及していく、4K を体感、体験することができ、全国屈指のブロードバ
ンド環境である本県の「4K 実証するなら徳島！」を来場者にも感じて頂けた模様である。  

 
■ 今後の課題と展望    

本年度も、4K 関連のイベント実施予定である。 
     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

⾮公表 4KTokushima 開催⽀援事業（徳島県） 

  
 会場となったアスティ徳島         徳島県知事 飯泉 嘉⾨⽒の講演の様⼦  

  

 チャンネル 4K 受信中            4K 中継⾞  
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≪平成 28 年度≫    

とくしまデジタルアートミュージアム構想 
     

【実施団体】とくしま LED・デジタルアート実⾏委員会 
 
■ 取組の概要等    

徳島県がこれまで取り組んできた「ＬＥＤバレイ構想」の推進や「クリエイティブプロジェクト」「アートによ
る地域づくり」と最新の「映像・デジタル技術」を融合し、県下をフィールドにした創作活動等を実施する。 

 
作品名 ：渓⾕に咲く花、流れ込む滝－⼤歩危⼩歩危 
⽇ 程 ：平成２８年１０⽉８⽇（⼟）〜１０⽉１０⽇（⽉・祝） 
会 場 ：三好市⼭城町重実 ⽩川橋周辺（⼩歩危峡） 
来場者 ：約２，５００⼈ 
概 要 ：夜間、⼩歩危峡の川や岩、岸壁に花や滝のデジタルアートを投影 

 
作品名 ：⽂化の森に憑依する滝 
⽇ 程 ：平成２９年３⽉２０⽇（⽉・祝）〜（※⽉曜休館）午後７時〜９時 
会 場 ：徳島県⽂化の森総合公園 徳島県⽴⼆⼗⼀世紀館 
概 要 ：県⽴⼆⼗⼀世紀館の建物の⼀部を使⽤して、建物の形状に合わせて、  

美しい滝を表現したデジタルアートを投影 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果  
徳島県の魅⼒の発信⼒向上、クリエイティブ⼈材の育成や関連企業等の集積 
   

■ 今後の取組予定 
今後も県下をフィールドとして、創作活動等を実施 

     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ － 
 
■ 取組のイメージ等 

  

渓⾕に咲く花，流れ込む滝－⼤歩危⼩歩危 ⽂化の森に憑依する滝 
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≪平成 26 年度≫    

デジタルコンテンツビジネスセミナー  映像編４Ｋ 
     

【実施団体】公益財団法⼈とくしま産業振興機構、四国⼤学 
株式会社丸菱、株式会社えんがわ、株式会社プラットイーズ   

 
■ 取組の概要等    

⼤学等と連携し、徳島県内中⼩企業にデジタルコンテンツのノウハウを持つ⼈材を育成するワークショッ
プを開催し、4K 動画の撮影から編集までを徳島市内と神⼭町の 2 ヶ所で実施した。講師を派遣し、機
材を貸し出し、地域映像コンテンツを提供した。 

  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

県内の学⽣、中⼩企業、地域おこし協⼒隊と幅広い参加者の⽅たちが、様々なフィールドで今回習
得した技術を使⽤しての 4K コンテンツ制作が期待される。 

           
■ 取組の課題    

現在主流である HD から 4K のワークフローの違いを説明する上での簡略化が難しい。  
 

■ 今後の取組予定   
 未定 
          

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

⾮公開 徳島県デジタルコンテンツ⼈材育成事業 
（徳島県補助事業） 

 
■ 取組のイメージ等 

 

 

ワークショップ⾵景 

 
 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

180



≪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 25 年度≫    

クリエイティブ⼈材育成 
     

【実施団体】株式会社徳島健康科学総合センター 
 
■ 取組の概要等    

第⼀線で活躍するクリエーター、デザイナー等を招聘し、将来業界で活躍のできる若⼿の⼈材育成を
図る研修会を開催した。ＩＣＴやデジタルコンテンツを活⽤した地域を元気にするプログラムを実施した。
        

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
若⼿クリエイターによるＩＣＴや映像コンテンツの地域活性化への活⽤が期待される。  

     
■ 取組の課題    

    
■ 今後の取組予定   

未定 
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

884 万円 徳島県緊急雇⽤創出事業 

 
■ 取組のイメージ等 
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≪平成 28 年度≫    

平成 28 年度 さぬき映画祭 映像塾 
『誰でも知りたがっているくせにちょっと聞きにくいショートムービーの作り⽅について教えましょう』 

 
【実施団体】情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ） 

 
■ 取組の概要等    

〜映画を遊ぼう！〜 
現役映像クリエーターを講師に迎え、ショートムービー制作を通して、映像作りの魅⼒を体験するワーク

ショップ。 
作ったショートムービーは、「さぬき映画祭 さぬきストーリー・プロジェクト」に応募しよう！ 
⽬指せグランプリ！！ 
    

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
プロの映画監督から作品制作のノウハウを実践形式で学ぶことができ、また、実習ではタブレットによる

撮影編集を⾏う事で幅広い層を対象に、映像制作スキルを持つ⼈材育成が期待できる。 
        
■ 取組の課題    

撮影機材にタブレットを⽤いることで映像制作への敷居を下げ、作品が完成する事への達成感を得る
事ができた。中級コースでは、演出計画に時間を割く事で、質の⾼い作品制作プロセスを学ぶことができ
た。また、繰り返し受講する⽅がいるなど、受講⽣には好評であった。 

反⾯、受講⽣の⼤半が過去の映像塾参加者で⽐較的年齢層が⾼いなど、当初期待した⼩学⽣とそ
の家族や学⽣の受講が少なく、実施内容、広報の⾯において今後の課題が⾒えた。 

     
■ 今後の取組予定   

映像制作初級者向けの本講座は継続しつつ、経験者向けのカリキュラムを検討したい。 
     
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

約 140 万 － 
 

■ 取組のイメージ等 

  

初級ショートムービー制作講座 座学 初級ショートムービー制作講座 撮影実習 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

184



≪平成 27 年度≫ 

タイムラプス制作ワークショップ

【実施団体】情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ） 

■ 取組の概要等
⻑時間にわたって起こる景観などの変化を短時間で表現できる「タイムラプス」技術のノウハウを習得し、な

にげない⽇常⾵景やさらには⾹川の⽂化・情報を発信できる⼈材の育成を⽬的とした「タイムラプス制作ワー
クショップ」を実施、合わせて成果発表の場として「⾹川で撮った！タイムラプスコンテスト」を実施した。

■ 取組の効果⼜は期待される効果
最⼩構成では、個⼈レベルでスマートフォンを⽤いて、作品制作から Web 公開までを完結することが

出来る⼿軽さがあり、個⼈による地域⽂化や暮らしを捉えた映像がネット上にアーカイブされていく事で、
表現⼿法としてだけではなく映像資料として永く残すことが出来る効果がある。 

■ 取組の課題
⼀過性で埋もれる事なく、⻑く使われる映像⼿法として定着する事に期待している。

■ 今後の取組予定
館事業、イベントなどでタイムラプスによるコンテンツ制作を計画予定。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

約 40 万円 なし 

■ 取組のイメージ等

ワークショップ⾵景 作品コンテスト⾵景 
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≪平成 27 年度≫ 

擬似空撮塾 

【実施団体】情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ） 

■ 取組の概要等
「スマートフォン＋⾃撮り棒」や話題の最新カメラ「OZMO」を⽤いて、⼿軽に空撮⾵の映像を撮影する新し

い映像⼿法「擬似空撮」を解説、体験し、なにげない⽇常⾵景から、⾹川の魅⼒を発信することのできる⼈
材を育成することを⽬的に「擬似空撮塾」を実施した。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
⼀昔前では、⾼額な予算とプロでなければ撮影できなかった映像が、個⼈レベルでなおかつ⾼いクオリ

ティで撮影することが出来るようになった。
このノウハウを⽣かした草の根からの地域映像制作と発信に期待している。

■ 取組の課題
⽬新しさだけに留まらず、受講者が実際にコンテンツ制作に取り組む意欲を持つまでの魅⼒を伝える難

しさがある。 

■ 今後の取組予定
当館事業において、擬似空撮を活⽤したコンテンツを取り⼊れる企画を検討したい。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

約 20 万円 なし 

■ 取組のイメージ等

講義⾵景 実習⾵景 
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≪平成 27 年度≫ 

映画制作実践ワークショップ２０１５ 

【実施団体】情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ） 

情報通信交流館（e-とびあ・かがわ）は、⼦どもから⼤⼈まですべての⽅に情報通信技術（ICT）を
活⽤いただける参加体験型施設。学びと交流の様々なプログラムが企画されている中で、平成 27 年度に
10 回⽬の開催となった「映像制作実践ワークショップ 2015」について紹介する。 

■ 取組の⽬的
当館では、⾹川県主催「さぬき映画祭 2016」との共催事業として、映画制作を通してアマチュアでも

品質の⾼い映像制作や発信スキルを持った⼈材を育成することを⽬的に「映画制作実践ワークショップ
2015」を実施した。 

■ 取組の概要等
映像制作の第⼀線で活躍しているクリエーターを講師に迎え、映画制作に必要なプロセスを学び、デ

ジタル撮影・編集機器を使⽤して 20 分程度の映画作品の完成を⽬指すもの。 
完成した作品は、「さぬき映画祭」にて上映会を⾏い、講師から講評していただいた。 
また、ワークショップ修了後には⾝に付けたスキルを活かし、より⾼度な作品制作や、映像を通した地域

貢献活動を⾏っている。  
＜スケジュール＞ 

実施時期 講習内容 
９⽉ 全８回基礎講座開講（週末開催） 

１０⽉〜２⽉ ⾃主制作期間 
２⽉ さぬき映画祭 映画制作実践ＷＳ作品上映会 
３⽉ e-とぴあ⽂化祭 映画制作実践ＷＳ作品上映会

■ 取組の効果⼜は期待される効果
ワークショップ修了⽣による映像制作活動が活発に⾏われており、さぬき映画祭優秀企画受賞、商業

映画作品製作をはじめ、業務、学業、プライベートなど各々のフィールドで、ワークショップで習得したスキ
ル、⼈材ネットワークを駆使した映像コンテンツ製作が⾏われている。

■ 取組の課題
⾃⼰表現に留まらず、地域の魅⼒発信、課題解決などを題材にした映像制作への取り組みがさらに

活発化する事に期待している。

■ 今後の取組予定
平成 28 年度も実施予定である。
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■ 参加者の反応
＜担当者所感＞

学⽣からシルバー世代の幅広い参加者によるグループで「映画制作」という⼀つの⽬標に向かって取り
組んでいる。 

⽇常⽣活、学業、仕事の合間を縫っての活動だが、各々のフィールドでの得意分野を活かし、活発な
意⾒効果が⾏われ、活動の中⼼となる週末は、熱気にあふれた制作現場となる。 

技術習得だけではなく、ワークショップでの出会いと交流に魅⼒を感じている参加者も多いと感じてい
る。 

＜受講⽣の声＞ 

河⽥ 夏希 『バスケしよ！』監督（⼤学⽣） 

作品制作では、体育館での⾳響や、⾬天時の撮影などは⼤変でしたが、その分全
員で頑張って⼯夫するのが楽しく、撮影最終⽇はみんな上⼿くなっているのがよく分か
りました。また、好きなことを共有できる仲間がたくさんできて、本当に良い経験になり
ました。 

⽳吹 昌⼤ 『ミラクルヒーロー』シナリオ／プロデューサー（社会⼈） 

撮影を進めていく中で発⽣した様々な問題を、チームのメンバーと⼀緒に乗り越えて
いく。 
そのプロセスを踏むことが、このワークショップの⼀番重要なことだと思います。映画とは
決して⼀⼈ではできないということ。沢⼭の⽅の⽀えや協⼒があって、やっと⼀つの作
品になるということを学びました。映画制作実践ワークショップに参加できて本当に良
かったです。 

森松 晃紀 『マツカン!!』監督（⼤学⽣） 

ワークショップの座学で学ぶのは、あくまで技術的なことだけです。そこから、試⾏錯誤
して仲間と映画を作り上げていくのは、本当に先が⾒えず、⼿探りです。ですが、だか
らこそ完成したときの喜びは今まで味わったことのないものです。どうか皆さんもこの喜び
を体験してみてはいかがでしょうか？

■ 運営経費等
運営経費等 活⽤⽀援事業 

約 180 万円 なし 

■ 取組のイメージ等

実習⾵景 さぬき映画祭での作品上映会 
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≪平成 27 年度≫ 

フォト・ラボ K

【実施団体】情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ） 

■ 取組の概要等
「アートとして⾹川を記録し続ける」事のできるフォトグラファー集団を構築することを⽬的としたプロジェクトと

して実施した。年 2 回実施 7 回⽬となる。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
技術的な追求ではなく、「なぜこの瞬間に惹かれてシャッターを押したのか？」という⾃⼰分析

を⾏う事が本講座の特徴の⼀つであり、修了時には着実に写真表現の幅が広がっておりまた、継続した
作品制作活動へとつながっている。 

■ 取組の課題
制作された作品のコーディネートと発信⽅法が課題である。

■ 今後の取組予定
平成 28 年度も実施予定である。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

約 160 万円 なし 

■ 取組のイメージ等

講義の様⼦ 作品展 
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≪平成 26 年度≫ 

まちあるきオープンデータソン in 男⽊島 

【実施団体】主催：情報通信交流館 
共催：かがわ情報化推進協議会 

■ 取組の概要等
ガイドと共にまちあるきをしながら、地域の情報を OSM（オープンストリートマップ）や Wikipedia に、

2 次利⽤可能なオープンデータとして登録するイベントである。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
男⽊島灯台や男⽊島に関係する写真、⽂献資料等を参考にして、Wikipedia に情報を公開した。

また調査した情報を地図にマッピングした。Wikipedia、OSM はオープンデータとして 2 次利⽤（商⽤
利⽤も）が可能である。地域情報化による地域振興が期待される。 

■ 取組の課題
オープンデータの利活⽤⽅法について、成功事例などを情報発信していかなければならない。

■ 今後の取組予定
オープンデータを⽤いた防災マップづくりを⾏う予定である。

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

10 万円/回 ⼀部、総務省の地域情報化アドバイザー派遣制度を利⽤ 

■ 取組のイメージ等

イベント案内（https://www.e-topia-kagawa.jp/event/opendata.asp）

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

190



≪平成 26 年度≫   

インターネットで⽣放送をはじめよう！ 
≪中⾼⽣のためのメディアプロモーションワークショップ≫  

 
  【実施団体】情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) 

 
情報通信交流館は、平成 26 年 12 ⽉に、中⾼⽣がインターネットラジオの⽣放送を体験するワークショ

ップを開催した。ICT の基礎知識から専⾨性の⾼い技術の習得までバラエティ豊かな講座やイベントを実
施している同館が初めて企画した試みであり、その取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

いつでもどこでも誰とでも。 
気軽に⾃分の意⾒を発信できる場として広がっている動画配信やインターネットラジオ。 
「聞いたことはあるけどよく分からない」「興味はあるけど⾃分でもできるの？」という疑問を解決するため、

中⾼⽣を対象とした体験ワークショップを開催した。  
           

■ 取組の⽬的 
本ワークショップを通じて、インターネット⽣放送の番組制作・配信ができるような基本的技術と、情報

発信で気をつけるべき著作権やネットモラルなどの知識を、中⾼⽣に⾝に付けていただく。 
 
■ 取組の概要 

【内 容】 
① 番組制作基礎講座 
② ゲームで学ぶ！ラジオ制作 
③ 実践！⾃分の番組を配信しよう 

【講 師】 
なぎさのお星サマ制作委員会（※） 
（ラジオパーソナリティのかわやなぎさわこ⽒ 他） 
※元⾹川⼤学放送部有志が集まり、インターネット番組「お星サマになりました」を e-とぴあ放送局

より定期放送中！ http://yanastar.com/  
 

■ 参加者の反応 
コンテンツが増えているため、視聴数も全体的には順調に増えている。 
視聴されている⽅は⾼松市内の⽅が多いが、市外の⽅、特に東京や⼤阪の⽅の視聴もある。コンテン

ツによっては海外からの視聴も多くなる。 
また、配信した動画はアーカイブとして後で視聴もできるため、これまで配信してきた農村歌舞伎や郷

⼟芸能、⾳楽イベントの記録映像としても好評を得ている。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
学校や地域などから情報発信する若い世代を育成することにより、地域情報の発信⼒を強化すること

が期待される。  
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■ 取組の課題 

継続した開催と⾃主活動のフォローが必要である。   
 

■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

4 万円／回 － 

 
■ 取組の様⼦等 

 
 
  

  

講座の様⼦ ネットラジオの配信を体験する⽣徒たちの様⼦ 
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≪平成 24 年〜継続≫ 

ライブメディアコーディネーター養成ワークショップ 
     

【事業団体】情報通信交流館（e-とぴあ・かがわ） 
 

■ 取組の概要等    
インターネット動画作成の基礎およびライブメディア技術を習得し、動画による地域情報の発信により

地域の活性化を担う⼈材の育成事業を年 2 回実施している。    
  
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

県⺠の情報発信⼒を⾼め、地域情報の活性化が期待される。    
      

■ 取組の課題    
継続的な活動場所の提供や情報提供ができていない。    
       

■ 今後の取組予定   
 

       
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

30 万円/年 － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

案内リーフレット（https://www.e-topia-kagawa.jp/kouza/dougaws.asp） 
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≪平成 26 年度≫  

  ⼤学院にて新規授業「クリエイティビティと地域活性化」開講 
     

【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科  
 

■ 取組の概要等    
ハリウッドにおける映画脚本開発⽅法論、地域調査⽅法論、新規事業構想論を組み合わせた授業

を⾏い、①地域の埋もれた資源を発掘しコンテンツ開発（映画プロジェクト計画・映画脚本のシノプシス
開発）を試みた。②映画と地域資源のコラボレーションによる地域活性化プランの開発を試みた。
      

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
フィールドワークによる⾼松駅ストーリー開発プロジェクトの成果として、４点の短編映画シノプシスが得

られ、JR 職員、駅ビルの教室や２階共有空間、航路待合室等、隠れた魅⼒に光をあてたストーリーが
開発された。 

また、各⾃の最終レポートとして、４点の映画企画ないしコラボレーションビジネス企画が得られた。最
終回のレポート発表会に映画『瀬⼾内海賊物語』プロデューサーの益⽥祐美⼦⽒を招聘し、評価コメン
トをいただいた。希少糖、お遍路、戦争といった地域のいくつかの要素を融合したストーリーである
『Kechigan』が益⽥祐美⼦⽒により最優秀賞に選ばれた。希少糖に関係する映画は、実際の希少糖
ビジネスの展開との相乗効果で、⼤きな効果をあげることが期待される。 

           
■ 取組の課題    

地域の資源を活かした興味深い映画企画が得られた。フィールドワークによる映画企画探索も効果的
であった。ただし、実際の映画の脚本としては、さらにリライトを重ねて練り上げる必要があり、半年間 15
コマの授業の次の段階の指導が課題である。学⽣が共同で⾏った⾼松駅ストーリー開発プロジェクトは、
その後、学⽣により、⾃主的に映像化しようとする動きがあり、授業外として指導を⾏っている。 

         
■ 今後の取組予定   

未定 
        

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

40 万円 ⽂部科学省 COC（Center of Community）事業費 
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≪平成 26 年度≫ 

⾼松市地域資源のフランス向け映像コンテンツ作成＆発信プロジェクト 
≪男⽊島の魅⼒をフランスへ発信≫  

   
  【実施団体】⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科 

 
瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、⼤学院⽣が⾼松市在住のフランス⼈と

ともに単なる観光地ではない現地の魅⼒などを映像コンテンツ化し、フランス向けに発信することで、フランス
からの観光需要の掘り起こしをはかる取組について紹介する。 

   
■ 背景・経緯    

固有の地域資源に注⽬した地域活性化が各地で取り組まれる中、映画やアニメとリンクした地域活
性化の試みも広がってきている（⼭村,2011;原,2013）。 

⾹川県では、フィルムコミッションの活動が早くから⾏われロケ誘致に成功しているため、さらに進めて地
域発でより地域の素材を活かしたコンテンツ開発と発信のあり⽅が問われている。県内の海外観光客の
誘致は韓国、中国を中⼼としたアジアが中⼼であり、ヨーロッパの需要は瀬⼾内国際芸術祭などで可能
性が⾒出されてきているが未開拓の部分が⼤きい。     
     

■ 事業の⽬的 
本事業は、地域の隠れた資源に焦点をあてた映像コンテンツを特にヨーロッパのフランスをターゲットとし

て開発・制作して発信し、⾼松への観光集客につなげることを⽬的とする。 
海外からの観光客誘致は規模的には韓国・中国からのものが⼤きいものの、近年の観光は単なる物

⾒遊⼭から、体験型の探求へと移⾏しており(筒井⽒・澤端⽒,2010 年)、特に個⼈的な「特別な経
験」がリピーターにつながることが指摘されている。 

地域の埋もれた、しかし本物の魅⼒を軸に地域活性化を図るには、「観光地」における⼀過性のマス
ツーリズムではなく、じっくりと地域の魅⼒を味わおうとする志向性を持つ観光客に注⽬すべきであり、他
⼈と異なる体験、オーセンティシティ（真正性）を求める傾向が強いフランス⼈をマーケットリーダーとして
研究対象に設定し、その誘致のポイントをさぐることが効果的であると考える。 

       
■ 事業の概要 

⼤学院における授業「クリエイティビティと地域活性化」ならびに「実践型地域活性化演習」の⼀環とし
て、⾼松市在住のフランス⼈、ジュリア・イニサン⽒の協⼒により、男⽊島の魅⼒を特にフランス⼈に向け
て映像コンテンツ化する試みを⾏っている。男⽊島における現地ヒアリング＆撮影を実施し、現在、編集
作業中である。 

今後、⾼松市との連携により、フランスで開催される JAPAN EXPO で映像出展し、マーケティングリサ
ーチを⾏う予定である。  
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■ 事業イメージ、取組の様⼦等 

 
■ 事業の効果⼜は期待される効果 

⾼松市の地域資源の⼀つとして、瀬⼾内国際芸術祭の舞台にもなっている男⽊島に焦点をあて、単
なる観光地ではない現地の魅⼒、現地での島⺠との交流の豊かさなどに注⽬した映像を特にフランス⼈
向けに発信することで、⼈と異なる体験を志向する傾向があるというフランス⼈の男⽊島への関⼼を⾼め、
フランスからの観光需要を掘り起こすことが期待される。  

 
■ 今後の予定、課題など    

現在、編集作業中であり、ネットなどで映像コンテンツを発信していく予定である。さらに、平成 27 年
度において、菓⼦⽊型、盆栽を対象とした映像コンテンツの制作を進めている。 

また、⾼松市と連携し、平成 27 年 7 ⽉にフランスで開催される JAPAN EXPO で映像展⽰を⾏い、
⾼松への観光集客につなげる取組みを⾏う予定である。   

     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

225 千円 ⾹川⼤学⼤学院地域マネジメント研究科映像コンテンツによる地域
活性化推進事業 

 

取組イメージ 

   

男⽊島カフェでのインタビューの様⼦ 男⽊島集落内での会話の様⼦ 男⽊島古⺠家にて 
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≪平成 24 年度〜継続≫ 

「⾼松から世界に！」インターネット動画による地域発信 
   

  【実施団体】⼀般社団法⼈まちテレ 
 

家庭⽤のデジタルビデオカメラやモバイル回線などの通信機器の性能が向上し、個⼈でもインターネットで
の動画配信が⾏いやすくなった。しかしながら個⼈の⼒だけでは地域の情報発信に限界がある。そこで、⾃
治体や地域の様々な団体と連携し、平成24年8⽉に発信⼒があるネット動画メディアとして⼀般社団法
⼈まちテレを設⽴。 

現在では⾼松市の公式ネット配信を始め、地域団体や商店街等と 50 以上のネット配信チャンネルをも
ち、⾼松から世界にネット動画番組を配信するなど、積極的に地域からの情報発信に取り組んでいるまち
テレの取組について紹介する。  

   
■ 背景・経緯    

平成 22 年に情報サービス等の研究に取り組む⼤学院⽣や学⽣たちが中⼼となり、地域貢献の⼀環
として動画を使った情報発信の取り組みをスタートした。 

初年度では⾼松で開催されたトライアスロン⼤会で、広域無線 LAN やモバイルデータ通信を⽤い、⼤
会会場７箇所に設置したカメラ映像を使ったネット動画配信を⾏った。次年度では選⼿のバイクに取り
付けたカメラ映像も配信するなど、先進的なネット中継に取り組んできた。 

2 年後の平成 24 年には、本事業の取組みが、地域の観光プロモーションにも有効であるとの評価を
受け、公益財団法⼈⾼松観光コンベンション・ビューローの⾼松観光プロモーション事業の⽀援を受けて
⼀般社団法⼈化した。 

現在は⾼松市の公式ネット動画配信などの業務を担当するだけでなく、ネット中継技術の講習会など
も実施し、地域の情報発信⼈材の育成にも取り組んでいる。 

           
■ 事業の概要 

ネット放送の利点は、⾼速のインターネット回線さえあれば、どこからでも発信することができるということと、
世界中の多くの国で動画を視聴することができるという 2 点である。 

本事業では、⼤⼿動画配信サービスの公式スタジオを設置するとともに、商店街や市役所、地域団
体や教育機関等、プロスポーツチームと連携したネット放送に取り組み、現在 50 以上のチャンネルをジャ
ンルごとに分類・整理し、⼀つのポータルサイトの中で⾒られるようにしている。 

2015 年 3 ⽉に開催された全国⾼等学校選抜卓球⼤会では、競技場となった⾼松市総合体育館
から累計で 10 万回の視聴再⽣数を上げるなど、⼤会関係者からも⼤いに評価を得た。 

また、⾼松市のホームページにある「⾼松ムービー（動画）チャンネル」の運営を担当しており、
YouTube でアップロードした動画も視聴しやすいよう分類し掲載している。 

◇「まちテレ」ポータルサイト 
 http://mothertown.tv/ 

◇⾼松ムービー（動画）チャンネル 
http://takamatsu.mothertown.tv/  
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■ 利⽤者の反応 
コンテンツが増えているため、視聴数も全体的には順調に増えている。 
視聴されている⽅は⾼松市内の⽅が多いが、市外の⽅、特に東京や⼤阪の⽅の視聴もある。コンテン

ツによっては海外からの視聴も多くなる。 
また、配信した動画はアーカイブとして後で視聴もできるため、これまで配信してきた農村歌舞伎や郷

⼟芸能、⾳楽イベントの記録映像としても好評を得ている。 
 

■ 今後の課題と展望    
事業運営費は主に⾃治体からの委託費や補助⾦の依存が⾼い。今後、持続的に事業を⾏うために

は、中継以外での収益を⾼めていく必要がある。 
そのため、マルチコプターを使った空撮や CG 製作、4K カメラ撮影や動画編集、通信技術を⽣かし、

⾼松市のプロモーション映像や博物館での解説映像など、より⾼度な映像製作の業務にチャレンジして
いる。 

また、平成 26 年度では、海外向けのコンテンツ促進としてフランスのケーブルテレビで⾼松を紹介する
番組の放送にも携わった。 

     
■ 運営経費等 

事業経費 活⽤⽀援事業 

１,000 万円／年 ⾼松観光プロモーション事業 
（平成 24 年度、平成 26 年度） 

 
■ 取組の様⼦ 

  

クロマキー合成を使った番組制作 マルチコプターによる空撮映像を中継 
現代屋島合戦絵巻 2013 

  

独⾃開発のスコアボードや４K カメラを使った 
野球中継 

バイクカメラからの映像 
サンポート⾼松トライアスロン⼤会 2012 
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≪平成 28 年度≫    

アナウンサー・カメランマン講座 
     

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 
 
■ 取組の概要等    

⾼松市内の⼗河・牟礼⼤町の２か所のコミュニティセンターにおいて夏休みを利⽤し、⼩学⽣対象の
「アナウンサー・カメラマン講座」を実施。 

・動画および静⽌画のカメラ撮影の基本講習（サイズ、アングル、テクニックなど） 
・アナウンサーとして様々な出来事を伝える⽅法・聞き出す⽅法の講習 
・アナウンサー班・カメラマン班が⼀緒に⼀つの番組を作る 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果  
⼦どもたちにテレビのお仕事を理解してもらうと共に興味をもってもらうことで、地域の出来事や歴史など

を発信していける⼈材を育成する。 
また、制作物をケーブルテレビで放送できることを認知してもらい、将来的に広く利⽤してもらうことで局

の価値を⾼める。 
 

■ 取組の課題 
・対象が３年⽣〜６年⽣のため理解度にばらつきがある。 
・持っている機材の仕様がそれぞれに違うため、できることとできないことがある。 
 

■ 今後の取組予定 
・同じ地域で継続して講座を⾏っていきつつ、新規の地区でも講座をしていく。 
・⼤⼈を対象にした撮影講座をコミュニティセンターで⾏っていく。 
 

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

アナウンサー講座資料の⼀部 カメラマン講座資料の⼀部 
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≪平成 27 年度≫   

映像制作研修会 
     

【実施団体】株式会社ケーブルメディア四国 
 
■ 取組の概要等    

⾼松市内に 44 ヵ所ある地域コミュニティ協議会のコミュニティセンター職員および関係者を対象に「映
像制作研修会」を実施。 
・動画および静⽌画のカメラ撮影の基本講習（サイズ、アングル、テクニックなど） 
・映像編集ソフトの操作および映像編集の基礎講習 
・15 秒 CM や番組などの構成表の書き⽅講習と映像編集講習  など複数回実施 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

各地域コミュニティ協議会関係者の映像制作スキルを向上させることで、地域で実施するイベント等が、
地域の⼈たちにより単なる記録ではなく伝える事ができる映像としてアーカイブされる事につながり、映像
が地域の財産となる。Web やケーブルテレビコミュニティチャンネル等で情報発信⽤に⼆次利⽤する事で、
地域イベントへの参加増や地域の情報発信強化につながり、地域活性化の⼀助となる事を期待してい
る。 

 
■ 取組の課題    

・カメラ機材および編集機材の調達 
・希望者の参加であるため、積極的な地域とそうでない地域の差が⼤きく出ている。 
 

■ 今後の取組予定   
・地域コミュニティ PRCM コンテストなど映像制作の成果発表の場を作りたいと考えている。 
・地域コミュニティ協議会関係者が制作したイベントコンテンツをニュースとしてケーブルテレビコミュニティ
チャンネルでそのまま放送するなどを検討中。 
 

■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 
－ － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

カメラ撮影講習会 映像編集講習会 
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≪平成 26 年度≫    

観光をテーマとしたアイデアソン、ハッカソン 
 

【実施団体】主催：⽇本 Android の会⾹川⽀部、GDG 四国 
共催：情報通信交流館 

 
■ 取組の概要等    

次回の瀬⼾内国際芸術祭において、便利な情報サービスのアイデアを出し合うアイデアソン、そのプロ
トタイプを開発するハッカソンを実施する。どのようなオープンデータがあれば芸術祭を盛り上げることができ
るか、県へ提⾔することを⽬的とする。 

       
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

⾏政に具体的なオープンデータや情報サービスを提⾔することで、オープンデータ化の促進が期待され
る。 

         
■ 取組の課題    

オープンデータは⾏政主導となりがち、市⺠や IT 技術者の意⾒も取り⼊れながらすすめていかなけれ
ばならない。    

    
■ 今後の取組予定   

観光をテーマとしたアイデアソン・ハッカソンに取り組む予定である。   
    
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

20 万円/回 － 
 
■ 取組のイメージ等 
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≪平成 28 年度≫ 

⼩学⽣を対象にしたアプリ作成勉強会の開催 
   

【実施団体】四国情報通信懇談会 
 総務省四国総合通信局   

 
■ 事業の概要   

⼩学⽣を対象にした⼦ども向けプログラミング⾔語によるアプリ作成勉強会を開催し、⼦どもたちがプロ
グラミングを体験するきっかけを作る。また、参加した⼦どもたちがプログラミングへの興味を抱き、継続して
学ぶことにより、ICT ⼈材の育成を図る。 

   
■ 事業の実施状況 

平成 28 年 12 ⽉ 5 ⽇、６⽇の 2 ⽇間、松⼭市⽴坂本⼩学校の４年⽣１０名を対象に、視覚的
にプログラミングを学べる「Scratch（スクラッチ）」を活⽤したアプリ勉強会を開催。 

⼦どもたちは、キャラクターを動かす⽅法や⾊・⾳の変更⽅法等、Scratch の基本的な使い⽅を体験
した後、既存のソースを参考にして、オリジナルのキャラクターを活⽤したゲームアプリを作成した。 

 
■ 事業の効果⼜は期待される効果   

⼦どもたちを対象にしたアンケートでは、「アプリ作成の勉強をしてみたいという気持ちが強くなった」、「い
ろいろなアプリを作ってみたい」等の感想が寄せられており、⼦ども向けプログラミング⾔語でゲームアプリを
作成したことにより、楽しみながらプログラミングを学ぶ体験ができたものと思われる。 

また、学校側からも、「今回の学習をきっかけにして、さらに児童の情報処理能⼒や ICT 活⽤⼒を育
成していく」というコメントをいただいており、今後の ICT ⼈材育成につながっていくことが期待される。
  

■ 取組のイメージ等 

  

アプリ作成勉強会の様⼦ アプリ作成勉強会の様⼦ 
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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 ヶ⽉をかけて⻑浜のプロ
モーションビデオである「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 27 年度≫  

⼤学⽣による「情報モラル教室」 
 

   【実施団体】NPO 法⼈松⼭⼤学学⽣地域創造研究所 Muse 
四国⼤学経営情報学部メディア情報学科 

総務省四国総合通信局 
 

松⼭⼤学 Muse（愛媛）と四国⼤学（徳島）が連携して取り組んだ、⻘少年に対する安⼼安全な
インターネット利⽤についての周知啓発に向けた取組について紹介する。 

 
■ 背景・経緯 

スマートフォンなどの普及により、⻘少年がインターネットを利⽤する機会が急激に増加し、「ネット依存」
や「ネットいじめ」をはじめ、コミュニケーションサイト利⽤による被害や、ＳＮＳへの不適切な投稿などが深
刻な社会問題になっている。 

このような中、様々な団体・組織が連携して、⻘少年に対する安⼼安全なインターネット利⽤について
の周知啓発活動を実施することが求められている。 

四国総合通信局では、四国内の⼤学と協働し、⼤学⽣が作成したビデオ教材により、⼤学⽣が講師
となって、⻘少年を対象に安⼼安全なインターネット利⽤についての周知啓発を⾏う「情報モラル教室」
を実施することとした。 

 
■ 取組の概要等    

「情報モラル教室」の実施に向け、中⾼校⽣に分かりやすい内容となるよう、ビデオ教材のシナリオづくり
から両⼤学の学⽣が協⼒して取り組み、四国⼤学メディア情報学科の学⽣が「SNS が及ぼす危険な
事件」、「パスワードとフリーWi-Fi の危険性について」など、8 本のビデオ教材を制作した。 
地域の中⾼校⽣を対象とした「情報モラル教室」では、松⼭⼤学Museの学⽣が講師となり、これらの

ビデオ教材を活⽤しながら、安⼼安全なインターネット利⽤についての周知啓発を⾏った。 
 

■ 取組の効果⼜は期待される効果    
中⾼校⽣に対して、より年齢の近い⼤学⽣がビデオ教材を作成し、説明することで、⽣徒の⽬線に⽴っ

て、強く訴えかける周知啓発が実現し、⽣徒たちの理解を深めた。 
また、映像制作や情報モラル教室の実施を通じて、取り組んだ学⽣⾃⾝の安⼼安全なインターネット利

⽤についての理解も深まった。 
   

■ 取組の課題    
今回は中⾼校⽣を対象としたビデオ教材を制作したが、スマートフォンの普及などによるインターネット

利⽤の低年齢化に伴い、⼩学⽣に対する情報モラル教室も必要となってきており、今後、⼩学⽣を対
象としたビデオ教材の制作が望まれる。 

また、取組の継続にあたり、⾃主活動のフォローが必要である。 
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■ 今後の取組予定 
今後も、学校からの要望に応じ、「情報モラル教室」に⼤学⽣を講師として派遣し、⼤学⽣制作のビデオ

教材を活⽤した周知啓発活動を⾏う予定。 
     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

10 万円 － 

 
■ 取組のイメージ等 

 
 
 
 

周知啓発⽤ビデオの⼀部 周知啓発⽤ＤＶＤ 

  

「情報モラル教室」の様⼦ 
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≪平成 28 年度≫ 

地図アプリ作成研修会の開催 
   

【実施団体】四国情報通信懇談会 
 総務省四国総合通信局   

 
■ 事業の概要   

簡単に地図アプリを作成できるソフトを利⽤して、地図アプリを作成する研修会を開催し、ICT ⼈材育
成、地域経済活性化を図る。 

   
■ 事業の実施状況 

平成29年2⽉18⽇、松⼭市において10⼈（⼤学⽣5⼈を含む）を対象に研修会を開催。 
地図アプリを活⽤して地域経済活性化に結びつけている事例の紹介等に引き続き、特別な開発知識

を必要とせず、地図アプリが簡単に作成できるソフト「JOYMAP」を説明。 
その後、参加者各⾃で、「松⼭⼤学学⽣地域創造研究所Muse」 が作成した遍路マップの画像及

びテキストデータを素材にして、「JOYMAP」を利⽤した地図アプリ（遍路マップ）を作成した。 
 

■ 事業の効果⼜は期待される効果   
参加者を対象としたアンケートでも「JOYMAP を利⽤していろいろな地図アプリを作成してみたい」という

コメントが寄せられており、簡単に地図アプリが作成できることを実感することで、地図アプリの作成への興
味や関⼼を持っていただいたと思われる。 

受講⽣が今後も地域の魅⼒を盛り込んだ独⾃の地図アプリを制作・発信することにより、地域経済活
性化につながることが期待できる。 

 
■ 取組のイメージ等 

  

地図アプリ作成研修会の様⼦１ 地図アプリ作成研修会の様⼦２ 
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≪平成 26 年度≫  

映像制作講座の開設「スマートフォンを使った動画撮影講座」 
 

【事業団体】愛媛県⽴⼩⽥⾼等学校 
 
■ 取組の概要等    

NTT ドコモ四国の協⼒を得て、映像表現の⽅法、撮影の基礎知識、映像編集の技術などを学ぶ映
像制作のための研修講座を 3 回開催した。  

      
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

（1）映像コンテンツを利活⽤するための⼈材の育成 
（2）地域と⼀体となった教育活動や地域活動の発展と郷⼟愛の醸成 
（3）教育教材としての映像制作や地域⽂化や史跡等の記録と伝承への貢献 
（4）同校の映像制作活動を契機とする内⼦町内の他校への映像制作機運の波及  
         

■ 取組の課題    
継続した取組とするためには、活動のフォローが必要である。   

    
■ 今後の取組予定   
   完成した映像作品について、町の HP 等に掲載する予定である。   
  
■ 運営経費等 

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ 四国総合通信局及び四国情報通信懇談会 映像制作⽀援事業 

 
■ 取組のイメージ等 

  

講義の様⼦ 撮影の様⼦ 
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≪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」 

 
  

210



≪平成 27 年度≫  

「すさきがすきさＰＶ」を制作 
 

   【実施団体】⾼知県須崎市⽴須崎中学校 
よさこいケーブルネット株式会社 

 
須崎中学校と地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」による、「すさきがすきさＰＶ」制作にかか

る共同の取組について紹介する。 
 

■ 背景・経緯 
須崎中学校は、学校⽣活を向上させ、⾃治の⼒をつけるための様々な取組を⾏うとともに、地域・社

会貢献を⽬標にボランティア活動にも積極的に参加している。 
平成 26 年に、須崎への想いを込めた⼀⾏詩を全校⽣徒に募集し、それをまとめて歌詞にした。そして

作曲は、⾼知にゆかりのあるシンガーソングライターの「織⽥哲郎」さんに⽣徒が依頼し、須崎市の PR 曲
「すさきがすきさ」が誕⽣した。 
この曲が⼈々に愛され、歌って踊ってもらえるように、そして須崎の名所をたくさんの⼈に知ってもらおうと、

「すさきがすきさＰＶ（プロモーションビデオ）」の制作に取りかかった。 
 

■ 取組の概要等    
ＰＶは、春休みを利⽤して⽣徒が企画し、地元のケーブルテレビ局「よさこいケーブルネット」に撮影と

編集を依頼した。 
ＰＶでは、テンポの良い曲に合わせて⽣徒がダンスを披露。最後に「⽇本かわうそ」が⾒られた新荘川

を歌う、１番｢かわうそ編｣では、須崎市のキャラクター｢しんじょう君｣も登場する。⼭、川、海など豊かな
⾃然に囲まれた市内の名所を紹介する２番｢観光編｣、その⾃然の中から⽣まれるおいしい⾷べ物を紹
介する３番｢⾷べ物編｣と続く。それぞれのロケ地で⼯夫された撮影が⾏われた。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果    

ＰＶ制作を通して、地域の価値や魅⼒の再発⾒につながった。⽣徒主体の活動は各マスコミにもたびたび
取り上げられ、夏の甲⼦園の出場校、明徳義塾⾼校の学校紹介にも活⽤され広がりを⾒せている。 
今後、須崎が⼤好きだという全校⽣徒の思いと、須崎の魅⼒が全国に広がっていくことが期待される。 
本作品は、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 2015」（※）で最

優秀賞（プロ・セミプロ部⾨）に輝いた。 
 

※「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。2015 年度は、各地から全 57 作品の応募があり、「プロ・セミプロ」と「アマチュア」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 2015 の⼊賞作品はこちら 

（http://www.shikoku-ictcon.jp/?page_id=4572） 
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■ 取組の課題    
 ＰＶ制作の⽬的は、⽣徒が⽣まれ育った須崎市の魅⼒を多くの⼈に知ってもらうこと。そのために、テ

レビコマーシャルなどに活⽤したいという⽣徒たちの思いはある。しかし、予算等の問題もあり、実現できて
いない。市内のイベントでＰＶの販売活動などを⾏っているが、多くの⼈に知ってもらう⼿段を考えること
がいちばんの課題である。 

    
■ 今後の取組予定 

平成 28 年度の春から、⾼知県では｢奥四万⼗博｣が開催されている。この⼤きなイベントを通して、ＰＶ
の活⽤⽅法や須崎市をＰＲする活動を続けて⾏っていく。 

また、ＰＶに出演している⽣徒会役員だけではなく、昨年度よりイベントや地域ボランティアに参加する団
体「ＳＳＣ」を⽴ち上げた。｢すさきがすきさ｣は全校の活動に広がりを⾒せているので、これからも須崎の魅⼒
を全国に発信し続けて、地域の活性化に少しでも貢献していきたい。 

     
■ 制作経費等 

制作経費等 活⽤⽀援事業 

ＰＶ制作・撮影費 ５万円 須崎市「⼦どもの夢応援事業」 

 
■ 取組のイメージ等 

  
 
 

「すさきがすきさＰＶ」の⼀場⾯ ｢すさきがすきさＰＶ｣の⼀場⾯ 

  

｢すさきがすきさ｣作曲家 
織⽥哲郎ライブ前のＰＶ販売活動 ｢すさきがすきさ｣をＰＲ テレビ出演 
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≪平成 25 年度〜継続≫   

安否確認アプリでスタンプラリー 
   

  【実施団体】⾼知⼯業⾼等専⾨学校 
 

⾼知⼯業⾼等専⾨学校 電気情報⼯学科 今井研究室では、津波避難タワー間を結ぶ安⼼防災シ
ステム「つながっタワー」の開発・研究を⾏っている。ここでは、本システムの中で、安否確認アプリについて紹
介する。      

   
■ 背景と経緯    

2011 年 3 ⽉に起きた東⽇本⼤震災での被害は、9 割以上の犠牲者が津波によるものであり、今後
想定される南海トラフ巨⼤地震でも⾼い津波の到来が予測されている。 

海岸線を持つ⾼知県では、2016 年度までに 100 基を超える津波避難タワーが設置される予定で、
すでに南国市では 2013 年度に 14 基の津波避難タワーが完成している。 

今井研究室では、津波発⽣時に海岸沿いに設置されている携帯電話の基地局が被害を受け、モバ
イル回線が使⽤できない状況下でも、津波避難タワーに避難してきた⼈が各⾃の携帯情報端末で容
易に安否情報を送ることのできるシステムの開発を、南国市に設置された津波避難タワーを利⽤して⾏
った。      

 
■ 津波避難タワー安否確認アプリ「つながっタワー」の概要 

津波避難タワーでの安否確認の実証実験のために、スマートフォンアプリ「つながっタワー」を開発した。
これは、スマートフォンの iPhone をターゲットとしたもので、対象者を南国市に在住の⽅、南国市に訪れ
る予定のある⽅として、iOS7.1 以上の iOS デバイス上で動作するものである。（現在、Android 版を
開発中。）   

本アプリの機能としては、以下の機能が使えるようになっている。 
 

◆「つながっタワー」のダウンロードサイトはこちら 
＜App Store＞  https://itunes.apple.com/jp/app/tsunagattawa/id924967772?mt=8 

◆「つながっタワー」のサポートページはこちら 
 http://tower.kochi-ct.jp/  
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機能 機能概要 

安否情報送信 
津波避難タワーに避難すると、Beacon により安否情報の送信が促され、迅速な安
否確認を⾏うことができる。 

スタンプラリー 
普段訪れることのない津波避難タワーを巡ることで、津波避難タワーの存在を再認識
して防災に備えることができる。 

チャット 他のアプリ利⽤登録者とチャットをすることができる。 
SIP 電話登録 SIP サーバに登録して SIP 電話の利⽤が LAN 内で可能となる。 
防災検定 地震や津波に関する問題を解くことで、防災・減災の知識を蓄えることができる。 

避難ガイド 
地震発⽣時の対処法や地震への対策、避難場所⼀覧などの情報をオフラインでも確
認することができる。 
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■ 「つながっタワー」の画⾯の様⼦ 

 
■ 開発・研究の成果 

今井研学⽣チーム（電気情報⼯学科 5 年⽣の 4 ⼈）が出場した全国⾼等専⾨学校・第 25 回プ
ログラミングコンテスト（平成 25 年 10 ⽉に岩⼿県⼀ノ関市で開催）の課題部⾨（課題テーマ：防
災・減災対策と復興⽀援）において、全国の⾼専から 56 チームのエントリーがあり、プレゼンテーションと
デモンストレーションの両⾯で審査された結果、その頂点となる 1 位に輝き、⽂部科学⼤⾂賞・最優秀
賞等を受賞した。 

さらに、平成 27 年 11 ⽉ 9 ⽇には、国の「ものづくり⽇本⼤賞」の「ものづくりの将来を担う⾼度な技
術・技能分野（⻘少年部⾨）」で最優秀にあたる内閣総理⼤⾂賞を受賞した。 

 
■ システムの実⽤化にむけて 

今回の実証実験により、津波発⽣時のモバイル回線切断時においても、津波避難タワー間での安否
情報の共有や、市役所などの対策本部への安否情報の通知を、リアルタイムで⾏えることを確認でき
た。 

また、「つながっタワー」アプリは、多くの市⺠の⽅々に使ってもらうために、平常時においても津波避難タ
ワーで利⽤できる Beacon によるスタンプラリーが可能となっている。これに加えて、アプリに⼊っている防
災検定機能を組み合わせた参加者の表彰制度への展開によって、多くの市⺠の⽅々に興味を持っても
らうことも考えている。 

今後、本システムは、南国市に設置されている津波避難タワーで実⽤化するために、南国市役所やソ
フト関係の会社と⼀緒に産学官連携プロジェクトを進めていく予定となっている。また、⾼知県だけでなく
他の県での津波避難タワー安否確認システムとしても使ってもらえるように、各⽅⾯に PR していきたい。 

  

 

左：アプリのトップ画⾯  右：スタンプラリーの画⾯ 

214



 
■ 参考：津波避難タワー間を結ぶ安⼼防災システム全体の概要 

本システムは、各津波避難タワーを指向性・無指向性アンテナにより無線 LAN 接続し、複数の津波
避難タワー間で LAN を構築するものである。この LAN 内にデータベースサーバ、SIP サーバを設置し、
LAN 内でのデータ通信を可能とする。 

また、中核となる津波避難タワー（メインタワー）には衛星インターネット⽤パラボラアンテナを設置し、
衛星インターネットによる VPN を介して災害対策本部となる市役所との通信を可能とするシステムとなっ
ている。 

このシステムの⼤きな特徴は、Bluetooth Low Energy 規格で電波を⼀定間隔で発信する
Beacon を各津波避難タワーで活⽤することである。これにより、携帯情報端末が、Beacon 発信機の
電波を感知すると Push 通知され、Beacon の電波範囲に⼊ったことを確認することができるため、災害
時には迅速な安否情報の送信が可能となる。 

また、この Beacon を使⽤することで、平常時には携帯情報端末による津波避難タワーのスタンプラリ
ーとしても機能させることができる。   

 

 
 
  

 

津波避難タワー間を結ぶ安⼼防災システムの構成図 
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≪平成 26 年度、平成 27 年度≫  

⾼知⼤⽣が⾏く ウラ学のススメ 
     

【実施団体】⾼知ケーブルテレビ株式会社 
■ 取組の概要等    

⾼知⼤学の学⽣が団体、企業を訪ね、その「ウラ側」を探る【成⻑型情報バラエティー番組】の制作を
⽀援。ＫＣＢと⼀緒に制作に取り組んでいるのは「ウラ学同好会」という⾼知⼤学の学⽣グループ。「ウ
ラ学」の意味であるが、⾼知県内企業のなかなか表に出ない努⼒やこだわり等を学⽣の視点で取材し、
そこから得た学びのことを「ウラ学」と呼んでいる。 

⾼知⼤学 S・O・S 認定活動の 1 つとなっている。S・O・S とは「Studentsʼ Organization for 
Self-help and Official Support」のことで、⾼知⼤学の学⽣相互⽀援活動組織。こういう活動を⼤
学として公的に⽀援していく組織である。これまでに「パン屋さん」「NPO 法⼈」「県⽴交通安全こどもセン
ター」「⼟佐観光ガイドボランティア協会」「旅館」「⽕薬店」等、2011 年 8 ⽉以降、16 の団体や企業
様に学⽣がお邪魔してそのウラ側を伝えてきた。 

番組内では学⽣⾃⾝がマイクを向けてインタビューをする。撮影編集は⾼知ケーブルテレビが受け持
つ。 出来あがった番組は⾼知ケーブルテレビ「Kochi on TV!(60 分)」の中で不定期放送。 

 
■ 取組の効果⼜は期待される効果 

・地場の企業と地域との橋渡し役。 
・産学連携の取り組みで地域を巻き込み地域活性化につなげる。 
・働く現場と働く⼈たちの思いを知ることで、「働く」ということを肌で感じ、学⽣の意識改⾰に繋がっている。 
・注⽬度は⾼く、各媒体で紹介された。 

     
■ 取組の課題 

現在、メンバーは５期⽣に⾄っているが、毎年、新メンバーの獲得そして育成に苦慮。 
 

■ 今後の取組予定   
引き続き、活動を継続していく予定。 
 

■ 運営経費等 
運営経費等 活⽤⽀援事業 
20,000 円 － 

 
■ 取組のイメージ等 

  

第 15 回放送「⽯元⾷品」 撮影現場 

観光
誘客 

産業
産品 

伝統
⽂化 

安⼼
安全 

移住
定住 

⼈材
育成 

2011 年 10 ⽉ ⽇本経済新聞と⽇経ＭＪに取り組みが掲載される。 
2012 年 6 ⽉ NHK ⾼知放送局でウラ学の取り組みを取材。四国内で放送。 

後⽇、全国版の「おはよう⾼知」でも放送される。 
2012 年 7 ⽉ メディアビジネスマガジン・⽉刊Ｂ－ｍａｇａで取り組みが掲載される。 
2015 年 8 ⽉ ⾼知新聞朝刊（8 ⽉ 15 ⽇）に紹介記事が掲載。 
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≪平成 26 年度≫ 

四万⼗映画祭 

【事業団体】四万⼗映画祭実⾏委員会 

■ 取組の概要等
映画館 0 地域での映画祭の開催。地域⽂化やロケーションを活かしたイベントをジョイントし、地元⺠

も観光客もゲストも、参加したみんなが楽しめる映画祭。 

■ 取組の効果⼜は期待される効果
映画館 0 地域での映画祭は、⾮⽇常の創出と映画⽂化の継承、また映画祭情報の発信を通じて

交流⼈⼝増⼤が期待される。また地域のブランド⼒の強化、イメージアップの効果がある。この事業を⼦
供たちに体感してもらう事により、教育の観点からもメリットがあると考えられる。 

■ 取組の課題
資⾦、スタッフ、機材の確保。

■ 今後の取組予定

■ 運営経費等

運営経費等 活⽤⽀援事業 

－ ◇補助⾦（四万⼗市）
◇補助⾦（⾼知県）

■ 取組のイメージ等

「四万⼗映画祭」（http://40010ff.com/） 
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