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令和 4年 10月 28日 

デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 

 

 

令和４年度「冬の Digi田甲子園」 募集要項 

 

 

１．募集期間 

 令和４年 10月 28日（金）～12月 20日（火） 

 

２．募集取組 

 デジタルの活用により、地域の個別課題を実際に解決し、住民の暮らしの利便性と

豊かさの向上や、地域の産業振興につながっているもの。 

  ※既に実装が行われ、成果が上がっているものを対象とします。 

 

（具体的な分野のイメージ）※下記に記載していない分野の応募も可能です。 

①医療、介護、健康     …遠隔診療、介護ロボット、データヘルス 

②教育、子育て       …遠隔教育、デジタルを活用した教材、母子保健、子どもの見守り 

③交通、物流        …自動運転・デマンド交通、ドローン物流、MaaS 

④企業の生産性向上     …中小・中堅企業 DX、就労環境の改善、スタートアップの支援 

⑤農林水産業、食関連    …農業機械の遠隔操作、漁業 DX、デジタルを活用した食品開発 

⑥観光、文化、娯楽     …観光アプリ、デジタルアート製作、文化の情報発信 

⑦防災、安心・安全の確保  …罹災時の状況把握、平時のコミュニティ形成・見守りサービス 

⑧グリーン社会の形成    …脱炭素につながる取組 

⑨誰一人取り残されない社会 …高齢者・障がい者等のデジタルデバイド対策 

 

 

３．募集対象 

企業や団体その他の民間の主体。 

  ※地方公共団体との協働実施の取組も応募可能です。 

 

４．選考方法 

 有識者による審査及び国民によるインターネット投票によって表彰対象を決定する

こととします。大まかなスケジュールは以下のとおりです。 

選考方法は、まず、各都道府県で受け付けた応募事例について、有識者が事前審査を

行いインターネット投票に進む取組を選定します。その後、国民によるインターネッ

ト投票とともに、並行して有識者による審査を実施し、投票結果と有識者による審査

の結果を組み合わせて、表彰対象を決定します。なお、詳細な選考方法については改め

て公表する予定です。 
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また、ネット投票には進めなかった取組であっても、他の地域での導入が期待され

る優良事例について、取組の横展開を促進するため、デジタル田園都市国家構想ウェ

ブサイトに「メニューブック」として掲載し、広く発信する予定です。 

 

 

 

 

 

 

５．評価ポイント 

①地域の課題解決・魅力向上（構想の実現）へ貢献する取組であること 

  … デジタルの活用により人口減少や産業空洞化などの課題を解決する手段として、

利便性・豊かさや生産性の向上、関係人口の創出などによる人の流れづくりに貢

献する取組であるか 

②独自性・先進性のある取組であること 

  … 従来の思考にとらわれない取組や、新しい技術・仕組みを活用した取組である

など、デジタルを活用した創意工夫あふれる独自の取組であるか 

③持続性・発展性のある取組であること 

 … 一過性のものではなく持続的な発展が見込まれる取組として、取組の費用対効

果や利用主体の継続的なサービス利用が見込まれる取組であるか 

④他地域への横展開が期待される取組であること 

 … 多くの利用者に活用されている取組であり、他の地域や分野、業種等にも展開

が期待される取組であるか 

 

６．応募方法 

以下の要領に沿って資料を作成し、取組を行っている場所のうち、最も実績・効果を

あげている地域の都道府県に提出して下さい。なお、複数の都道府県で行われている

取組の場合は、応募フォーマットの「最も実績・効果をあげている地域」に記載した場

所の都道府県に御提出下さい。 

（応募資料） 

①応募フォーマット 

･･･下記 URL より応募フォーマットをダウンロードし、必要事項を記入して下さい。 

（URL）https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/archives/koushien/index.html 

②取組内容の補足資料 

 ･･･補足資料がある場合は、①とともにご応募下さい。 

 ･･･補足資料は PDF（拡張子.pdf）で作成し、A4（縦横自由）、ページ数 3ページ以内、

ファイル容量は 5MB以下として下さい。 

③取組を紹介する動画、サムネイル 

 ･･･取組内容を紹介した動画、サムネイルを作成して下さい、①②を応募後に、別途

募集（10月 28日 
～12月 20日） 

有識者による 
事前審査 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ投票 
及び有識者による審査 

（1月中旬～2月中旬） 

 

 

受賞者 
決定 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/archives/koushien/index.html
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提出していただきます。 

具体的な提出方法については、10 月 28 日～11 月 30 日までに応募されたものは

12月初旬頃、12月 1日～20日までに応募されたものは応募締め切り後に、内閣官

房より問い合わせ先にご連絡します。 

※取組を紹介する動画及びサムネイル作成時の注意事項は、別添１参照。 

 

（応募件数） 

１つの取組につき１件までの応募として下さい。 

※１企業・団体が異なる取組を複数エントリーすることも可能です。 

 

（各都道府県の提出先） 

別添２を参照して下さい。 

 

7．応募に当たっての注意事項 

・応募に当たっては、日本国内に拠点を置く企業又は団体その他の民間の主体に限るこ

ととします。ただし、公序良俗に反する、又は企業・団体に暴力団関係者が含まれる

等、社会通念上不適切な企業、団体は除きます。 

・提出された応募書類等に不備がある場合、審査対象から除外する場合があります。 

・審査の過程において、必要に応じて追加資料の提出や内容の照会をする場合がありま

す。 

・審査の内容はいかなる場合においても不開示といたします。 

・応募要領に記載された応募要件に反する場合、応募内容に虚偽がある場合、重大な法

令違反や行政処分などが発覚した場合には、応募の受理や受賞を取り消す場合があり

ます。 

・受賞者には受賞発表後、紹介用写真の提供、本賞の広報・PR等へのご協力をいただき

ます。 

・応募書類等及び応募・審査の過程で提供を受けた各情報は、募集・審査・表彰の目的

で事務局が使用するほか、審査関係者に限り提供する場合があります。 

 

8．問い合わせ先 

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 

冬の Digi田甲子園担当 菊池、大河原 

TEL（03）5253-2111（代表）37147、37161 

Email：k.digiden.x4t@cas.go.jp 

 

  

mailto:k.digiden.x4t@cas.go.jp


 
 

別添１ 

 

取組を紹介する動画、サムネイル作成に当たっての注意事項 

 

取組を紹介する動画等を作成する際は、以下の点にご注意下さい。 

なお、御応募いただいた紹介動画等に関する著作権は、内閣官房デジタル田園都市国家

構想実現会議事務局に譲渡いただくとともに、今後、Digi田甲子園を含む、デジタル田園

都市国家構想に関する広報に活用することに限り、動画内の全ての肖像権及び使用素材の

二次使用の許諾を頂くことを原則とします。ただし、応募者は、自己のＰＲ、記録または

事業紹介の目的のためには、無償で使用することができるものとします。 

 

１．取組を紹介する動画 

 ファイル形式は、mp4ファイル、時間は１分程度（最長 1分 20秒まで）で作成をお願

いします。 

 動画の出演者は、当該取組の関係者の方々とします。 

 写真、イラスト、ＢＧＭを使用する際は、作成元に許諾の確認をお願いいたします。 

 屋外で撮影する場合、可能な限り、本件撮影に関係のない人（特に顔）の映り込みは

避けてください。個人や建造物を特定し得る映像を使用する場合は、撮影と公開の承

諾を得ていることを条件とします。 

 特定の商品名や企業名が映り込みは極力避けるようにお願いします（過度に商品名や

企業名が映り込まない程度であれば、可とします）。 

 動画は取組を紹介する内容のみとし、公序良俗に反する内容があった場合は、受付を

取り消します。 

 

２．サムネイル 

 ファイル形式は、jpgファイル、ファイル容量は 2MB以内で作成をお願いします。 

 サムネイルには、タイトル文を必ず記入してください。 

 

 

以 上 

 



 
 

 

別添２ 

応募手続きについて 

 

○ 応募資料のうち、応募フォーマット、取組内容の補足資料について、当該取組を実施し

ている地域の都道府県に御提出下さい。内容を確認後、取組を紹介する動画、サムネイル

提出用のＵＲＬをお送りします。 

※メールのタイトル（件名）は、「【冬の Digi 田甲子園応募】企業名＋提出日付」として

下さい（例：【冬の Digi田甲子園応募】デジ田(株)10/28）。 

 

＜各都道府県の提出先＞ 

 提出先 Email 

北海道 総合政策部地域創生局地域戦略課 sogo.chisen@pref.hokkaido.lg.jp 

青森県 企画政策部企画調整課 digiden_aomori@pref.aomori.lg.jp 

岩手県 ふるさと振興部科学・情報政策室 AB0008@pref.iwate.jp 

宮城県 企画部デジタルみやぎ推進課地域情報化推進班 digimip@pref.miyagi.jp 

秋田県 産業労働部 産業政策課 デジタルイノベーショ

ン戦略室 

digital＠pref.akita.lg.jp 

山形県 みらい企画創造部やまがた幸せデジタル推進課 ydigi@pref.yamagata.jp 

福島県 企画調整部デジタル変革課 digital_henkaku@pref.fukushima.lg.jp 

茨城県 政策企画部情報システム課 joho1@pref.ibaraki.lg.jp 

栃木県 総合政策部デジタル戦略課 dx@pref.tochigi.lg.jp 

群馬県 知事戦略部デジタルトランスフォーメーション

戦略課 

dejitora@pref.gunma.lg.jp 

埼玉県 企画財政部 計画調整課（地方創生担当） a2130-05@pref.saitama.lg.jp 

千葉県 総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課 tiikiit@mz.pref.chiba.lg.jp 

東京都 政策企画局政策部渉外課 digiden_tokyo@section.metro.tokyo.jp 

神奈川県 総務局デジタル戦略本部室 info.sys0107.kpg@pref.kanagawa.lg.jp 

新潟県 デジタル改革実行本部（ＩＣＴ推進課） ngt000210@pref.niigata.lg.jp 

山梨県 知事政策局 DX推進グループ dx@pref.yamanashi.lg.jp 

長野県 企画振興部ＤＸ推進課 dx-promo@pref.nagano.lg.jp 

静岡県 デジタル戦略局デジタル戦略課 digital@pref.shizuoka.lg.jp 

富山県 知事政策局デジタル化推進室デジタル戦略課 ml-r4koushien@pref.toyama.lg.jp 

石川県 総務部デジタル推進課 e120300@pref.ishikawa.lg.jp 

岐阜県 清流の国推進部デジタル推進局 デジタル戦略

推進課 

c11178@pref.gifu.lg.jp 

愛知県 政策企画局企画調整部地方創生課 digiden@pref.aichi.lg.jp 
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三重県 戦略企画部人口減少対策課 mie-fuyu@pref.mie.lg.jp 

福井県 地域戦略部ＤＸ推進課 dx-suishin@pref.fukui.lg.jp 

滋賀県 総合企画部 DX推進課地域 DX連携推進室 chiiki@pref.shiga.lg.jp 

京都府 政策企画部総合政策室 sogoseisaku@pref.kyoto.lg.jp 

大阪府 スマートシティ戦略部戦略推進室地域戦略推

進課事業推進グループ 

smart-

jigyosuishin@gbox.pref.osaka.lg.jp 

兵庫県 企画部総合企画局計画課 keikaku@pref.hyogo.lg.jp 

奈良県 総務部 デジタル戦略課 https://s-kantan.jp/pref-nara-

u/offer/offerList_detail.action?tempSt

ring=fuyudigi 

和歌山県 企画部企画政策局企画総務課 kurimoto_y0005@pref.wakayama.lg.jp 

鳥取県 総務部デジタル・行財政改革局デジタル改革推

進課 

jouhou@pref.tottori.lg.jp 

島根県 地域振興部 地域政策課デジタル戦略室 senryaku@pref.shimane.lg.jp 

岡山県 総務部デジタル推進課 digiden-koshien@pref.okayama.lg.jp 

広島県 総務局 経営企画チーム digiden-koshien@pref.hiroshima.jp 

山口県 総合企画部デジタル推進局デジタル政策課 fuyudigi2022@pref.yamaguchi.lg.jp 

徳島県 政策創造部地方創生局デジタルとくしま推進課 digitaltokushimasuishinka@pref.tokushi

ma.jp 

香川県 デジタル戦略総室デジタル戦略課 digital@pref.kagawa.lg.jp 

愛媛県 企画振興部デジタル戦略局デジタルシフト推進

課 

digitalshiftsuishin@pref.ehime.lg.jp 

高知県 商工労働部 産業デジタル化推進課 152001@ken.pref.kochi.lg.jp 

福岡県 情報政策課 デジタル戦略推進室 f-digital@pref.fukuoka.lg.jp 

佐賀県 政策部政策チーム seisakuteam@pref.saga.lg.jp 

長崎県 デジタル戦略課 s15400@pref.nagasaki.lg.jp 

熊本県 企画振興部デジタル戦略局デジタル戦略推進課

戦略推進班 

dejisuishin@pref.kumamoto.lg.jp 

大分県 商工観光労働部 DX 推進課 a14280@pref.oita.lg.jp 

宮崎県 総合政策部デジタル推進課 digital-suishin@pref.miyazaki.lg.jp 

鹿児島県 総合政策部デジタル推進課ＤＸ推進班 dx＠pref.kagoshima.lg.jp 

沖縄県 企画部デジタル社会推進課 tamashha@pref.okinawa.lg.jp 
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