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地⽅創⽣の祭典︕JAPAN CHALLENGER AWARD 2021 in 四條畷
開催報告書

公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト
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御礼

みなさまにおかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。

去る⼤阪府四條畷市にて、2021年12⽉11⽇「地⽅創⽣の祭典︕JAPAN CHALLENGER
AWARD 2021 in 四條畷」を⼤盛況のうちに終えることができました。ご参加いただいた
皆様、またご尽⼒いただいた皆様、多⼤なご⽀援を賜り誠にありがとうございました。

四條畷市の地⽅創⽣に関わる⽅々が集結する祭典となり、えにし庵という地元の⽅に愛さ
れている場所の温かい雰囲気も⼿伝い、チャレンジャーを含めた発表者、参加者、裏⽅全員
が素敵な表情であったことが印象的でした。

また感染予防に努め、コロナ禍での対応もスムーズに進めることができました。私たち、
公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクトでは。今後は、JAPAN CHALLENGER 7
名を１年間サポートをして参ります。軌道に乗せるまで伴⾛していきます。

私たちのミッションである「地域起業家が⼈気業種となり、地⽅創⽣事業が各地域で成功
している」という未来の実現のため、全⼒で進めてまいります。

これからもどうぞ、みなさまのご⽀援賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

令和3年12⽉吉⽇
公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト代表理事

中川直洋
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開催概要
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■場所 えにし庵（四條畷市南野2丁⽬6-3）
■⽇程︓2021年12⽉11⽇（⼟）
■主催︓JAPAN CHALLENGER AWARD in 四條畷実⾏委員会

（四條畷市、四條畷市商⼯会、枚⽅信⽤⾦庫）
公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト

■協賛︓上村⾦網⼯業株式会社、枚⽅信⽤⾦庫
株式会社ジェイコムウエスト、堀産業株式会社

レオスキャピタルワークス株式会社、⾯⽩法⼈カヤック
ヤマサ醤油株式会社、株式会社レイメイ藤井、Hamee株式会社
株式会社⼤和システム、株式会社クレオ、株式会社アイサイト
弥蔵舎株式会社、株式会社WOW WORLD
⽇本ITチャリティ駅伝

■参加︓四條畷学園⾼校
■事務局︓四條畷市、公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト

✳コロナ感染防⽌のため、⼀般参加は不参加（オンラインにてLive配信）
✳ケーブルテレビJ:COMにて様⼦を放送
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審査員

協賛・関係者

チャレンジャー
PA 機 器

【備品】
〇フラッシュバック
マイク：審査員×５本

司会×２本
チャレンジャー×１本
予備×１本

スピーカー×？台

〇市役所
プロジェクター
スクリーン

〇事務局
PC（スライド操作）×１台
PC（配信⽤）×１台
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事前セミナー
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10⽉9⽇(⼟)、12⽇（⽇）四條畷市役所にて、
ジャパンチャレンジャーセミナーを開催しました。

講師に代表理事の中川直洋から
「地⽅起業の教科書」を使い講義を⾏いました。

また特別講師にプロデューサーの池嶋亮より、
「アワードに出て変わったこと」をテーマにお話し
いただきました︕

さらにプロデューサーの⼭川太郎からは、
オンラインにて「ふるさと納税」についての講義を
実施していただきました。

ジャパンチャレンジャーセミナー

リモートにて、チャレンジャー1名につき計2回、
個別指導を通した事業プランのブラッシュアップを
⾏いました。（7名×2回＝計14回）

当団体では、ビジネスモデルをブラッシュアップ
するためのノウハウと、事務局の1対1での⼿厚い
サポート体制を強みとしています。

その強みを活かしながら個別セミナーでは、チャレ
ンジャーのビジネスアイデアを、共にビジネスモデ
ルに落とし込み、さらにそのビジネスモデルをブ
ラッシュアップしました。

上記の丁寧な個別セミナーにより、本番までにより
実現可能性の⾼いビジネスモデルにし、発表の質を
上げることで、審査員や観客からの納得感を醸成し
ました。

■実施⽇︓1回⽬ 11⽉10⽇
2回⽬ 12⽉2⽇〜12⽉3⽇

■実施時間︓各1時間〜1時間30分

個別指導
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チャレンジャー① 久保 裕司（クボ ユウジ）

5

久保 祐司さん
「YouTubeとWebで⾰命を︕四條畷デジタル・タウン化構想」
四條畷をデジタルタウンを⽬指して、①畷YouTube-Studioの開設/動画番組
（畷・通信の制作・配信）、②畷YouTubeアカデミー設⽴、③Google MAP連
動の動画広告（Google マイビジネス）の3つの事業をクロスさせるビジネス
プランを発表。

チャレンジャー№１
YouTubeとWebで革命を！

四條畷デジタル・タウン化構想

久保裕司さん

久保裕司 プロフィール

◎１９６０年１⽉ ⼤阪市塚本に⽣まれる

◎１９７０年３⽉ ⼩学５年１０歳で四條畷市・⽶崎町に転居、南⼩転⼊

◎１９７２年４⽉ 四條畷市⽴南中学校⼊学→ ７５年卒業（３期⽣）

◎１９７５年４⽉ 府⽴南寝屋川⾼校⼊学→ ７８年卒業（３期⽣）

多感な少年・⻘年期を、四條畷で17年間過ごしました。

◎浪⼈後、同志社⼤学⼊学→ １９８１年9⽉、広告コピーライターに成るべく中退（学籍は7年間休学扱い）

◎宣伝会議コピーライター養成講座受講（⼤阪３０期）１８０⼈中トップで卒業 ※学内コンペ１３回中１１回受賞

◎ＣＭ制作会社を等数社を経て１９８９年４⽉㈱東急エージェンシー関⻄⽀社・制作部⼊社 、
⾚坂本社勤務・関⻄⽀社企画局 第⼆制作部⻑・クリエイティブ・ディレクター（ＳＰ部・Ｗｅｂ担当兼務）

ＮＴＴ⻄⽇本・ＪＲ⻄⽇本・郵政省・ＧＵＮＺＥ・ワコール・ＤｙＤｏ・⼤阪市交通局などを担当
㈱阪急アド出向後 → ２００８年１０⽉、２０年勤務後に早期退職

３軸のビジネス・エンジンで、実現させる！

① YouTube-Studio

③ Google MAP動画 ② YouTubeアカデミー

☆後任の育成「畷」から第⼆の⿊澤を︕

☆「畷」の魅⼒を、動画で全国へ配信︕

☆「畷」のビジネスを動画で活性化︕

Webエンジンで
笑顔が広がる
Ｎｉｃｅ︕
Ｎａｗａｔｅ

①畷YouTube-Studioの開設／動画番組（畷・通信の制作・魅⼒）配信

四條畷・楠公通り商店街の中央部の１階路⾯に、ガラス張りのYouTube-Studioを開設。
⾃社が請け負う動画広告（Google MAP）の制作と、四條畷市の広報誌（四條畷LIFE）の動画版
（畷通）を制作・配信。また、ミセスへの⼦育て情報やお得Ｎｅｗｓ、畷の魅⼒を発信致します。
あえてメインストリートの路⾯にガラス張りのサテライトStudioを開設するのは、
道⾏く市⺠に、何か始まったぞ︕と⾔うワクワク感を与え、四條畷に活⼒を与える為です。
②のYouTubeアカデミーともリンクしますが、登下校の四條畷⾼校・四條畷学園の⽣徒達
へのPRの⽬的もあります。⼩・中学⽣の⼦供たちが、このＳｔｕｄｉｏから⾃分のチカラで
⾃由に情報（番組︓畷・通信）を⽇本中に発信するなんて、夢があると思いませんか♪

また、このStudioでは動画番組以外にも、ＡｃｃｅＬが⼿掛ける四條畷近郊の商店・企業の
動画広告も制作し、③のGoogle MAP連動広告とリンクさせStudioのマネタイズを図ります。

2022年

持続化する、コロナに負けない畷サイクルを全力で回す！

今までのサイクル これからのサイクル

⾮デジ
タル

アク
セス

⽇常
体験

停滞

動画と
Ｗｅｂで

アク
セス

体験
感動

配信
シエア

ＮＥＷ
Ｎｉｃｅ︕
Ｎａｗａｔｅ

古い四條畷…

ＴＰＯに関係なく
オンディマンドで
⾮接触でアクセス︕

時間や移動の制約
がある・・・

好きな時に、スマホで
ＳＮＳシエア♪

⼝コミのみ、
広がらない・・・

情報を基に
リアル体験♪

確定市民に加え、仮定市民（過去と未来の）にアプローチする！
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チャレンジャー② ⽥⼝ 政⾏（タグチ マサユキ）
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⽥⼝ 政⾏さん
「散歩で実現する防災⼒のある地域社会」
弱者が情報発信でき、災害時の公助を効率化するシステムを構築し、市⺠
の防災意識を⾼める。また継続的に、メディアに話題を提供できるとし、
QRコードによる防災システムを提案しました。

チャレンジャー№２
散歩で実現する防災力のある地域社会

田口政行さん

自己紹介

１９８３年、四條畷

１９６５年、ヨット部

１９９５年、阪神淡路大震災

１９９７年、ヨット浸水事故

２０１１年、東日本大震災

情報弱者も発信できる情報システムとは

1. 個人を特定するQRコードを常時携行（自助）
2. 他人のスマホでアクセスして良い（共助）

3. 自分のQRコードにアクセスする
4. アクセス後（誰、何時、何処、状況）が、
サーバに登録される

5. 登録された情報は、必要な人と共有される

サンタ巡りは自助・共助の練習

サンタは
防災知識も
教える

四條畷市への提案

•弱者が情報発信でき、災害時の公助を効
率化するシステムで、市民の防災意識を
高めませんか

•継続的に、メディアに、話題を提供できます
•行政として予算化しませんか

6
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チャレンジャー③ 辻野 航（ツジノ タクミ）
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辻野 航さん
「ハラスメント問題を無くし「働きやすい社会」の実現︕」
『ハラレコ』は「ハラスメント」と「レコーダー」の２つの単語を合わせて
作った造語。ドラレコが事故の瞬間を保存するように、ハラレコはハラスメ
ントの瞬間を保存。決定的瞬間を捉えて、企業のハラスメント問題をズバッ
と解決を⽬指すビジネスプランとして発表しました。

チャレンジャー№３
ハラスメント問題を無くし

「働きやすい社会」の実現！

辻野 航さん

72

仕事に
行きたくない

証拠を集める
ことが大変

何も…
できない…

家族

友人
私

悔しい！！

なぜ？ハラスメントを？

78

ハラ
レコ

ハラスメント行為を
探知しました。
報告しますか？
YES

NO

ハラスメントワードを探知

この役立たず！

もうクビだ！

帰れ！

ハラレコの動作イメージ

81

Before
ハラレコを使うことで

ハラスメント発生

被害者や関係者からの相談・告発

被害者からの聞き取り調査

加害者からの聞き取り調査

関係者からの聞き取り調査

ハラスメント行為の事実確認

A'er

ハラスメント発生

被害者や関係者からの報告

加害者からの聞き取り調査

ハラスメント行為の解決！

アプリで簡単報告！

音声データを元に
第三者視点で事案を分析

最小限の調査で解決へ スピード解決！

87

2年⽬第⼀四半期
¥-28,000,000

¥500,000,000
導⼊実績︓２,２００社

３年⽬第三四半期

ハラレコの５年間収益計画
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チャレンジャー④ 多⽥ ゆき（タダ ユキ）
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多⽥ ゆきさん
「四條畷に名物を︕⽉夜（げつよ）で創る新しい産業」
絶滅の危機に瀕しているうさぎ⾁の復活させ、四條畷市の名物を⽬指すプラ
ンを発表。うさぎ⾁のヘルシーさ、栄養価の⾼さなど強みをPRし、ふるさと
納税商品としての展開や新たな宿舎開設など今後の展望を語りました。

チャレンジャー№４
四條畷に名物を！
月夜で創る新しい産業

多田ゆきさん

兎⾁の販売状況

四條畷市に名物を！！！

8
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チャレンジャー⑤ 森本 翔太（モリモト ショウタ）

9

森本 翔太さん
「⼦供の笑顔でみんなを繋ぐ〜できるを増やすコミュニティサロン〜」
地元のママさんが集まり、副業をしながら地域交流ができる拠点づくりを提案。
会員同⼠がわいわい団欒しながら、内職やハンドメイドをしたり、地域住⺠のた
めに⼿助けサポートをしたりといった内容。時には⼦供参加の副業も企画し、
ハンドメイドでは親⼦ブランド、畷ブランドなど事業プランを語りました。

チャレンジャー№５
子供の笑顔でみんなを繋ぐ～できるを増やすコミュニティサロン～

森本翔太さん

現状把握（社会背景）

⼦や家族との
向き合う時間

専業主婦 ＜ 共働き

減少

解決策〜地⽅創⽣の為に私にできること〜

⼦育て世代を中⼼にした、
地域会員制のコミュニティサロンを創る

副業内容（私が営業経験を活かし仕事をとってきます︕）

地域交流
内職

地域⼿助けサービス

ハンドメイド

セミナー講師

広報活動

会員の仲間とともに、内職やハンドメイドなど
物作りをしたり、地域の⽅へのセミナー講師。
また、地域の⽅のちょっと困ったを解決する
サービスマンになったりなど。
地域つながりがある、副業が可能です。

※⼦連れOKな環境を完備︕

利⽤料⾦（１世帯なんと５００円︕）

■⽉額会員費（利⽤料） １世帯 ⽉５００円
協⼒企業様 ⽉５０００円〜

■セミナーや体験代 参加回数× １０００円〜３０００円
無料も有

■⼊会費 初回無料 （２回⽬以降５００円）
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チャレンジャー⑥ 端野 翔（ハシノ ショウ）

10

端野 翔さん
「四條畷ユニバーサルシティープロジェクト

〜代⾏サービスから広がる共⽣社会〜」
課題と課題を掛け合わせ、新しいサービスを展開するソーシャルビジネスカ
ンパニー創設を宣⾔。障害者の⽅々の雇⽤と⾼齢者の課題の両⽅を解決する
事業として、買い物と洗濯の代⾏サービスを発表しました。

チャレンジャー№６
四條畷ユニバーサルシティープロジェクト～代行サービスから広がる共生社会～

端野 翔さん

私は障がいをもって⽣まれたことを
不幸とは思わないが
⽇本の国に⽣まれたことを
不幸だと思う

ある障がい者の⾔葉 代⾏サービスで地域の課題を
解決し新しい未来を創造する

買い物代⾏

商店街の加盟店から購⼊
⽣鮮⾷品から⽇曜雑貨

購⼊商品を冊⼦化
季節ごとに更新

注⽂⽅法は電話・FAX
インターネット

ソーシャルビジネスカンパニー

SOCIAL
BUSINESS
COMPANY

10
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チャレンジャー⑦ 林 忍（ハヤシ シノブ）

11

林 忍さん
「四條畷市コスプレ観光客100万⼈計画」
四條畷の公園や神社仏閣などの場所を活⽤してコスプレの聖地にと提案。
また四条畷市にゆかりのある楠⽊政⾏の擬⼈化など、新しいブランディング
案も発表しました。

チャレンジャー№７
四條畷市コスプレ観光客100万人計画

林 忍さん

@2021 Kyoto-ShimogamoSalon.Ltd 182

コスプレイベント活用地域活性化の企画概要

京町屋フォトスタジオ京都下鴨茶論
代表 林 忍

令和3年11月4日

ひょんなきっかけで四條畷市に異世界転生
してきた俺…市長さんからコスプレ観光客
100万人を委託された話をしようか？

@2021 Kyoto-ShimogamoSalon.Ltd 184

⾃⼰紹介
京都下鴨茶論代表 林 忍（はやし しのぶ）
●コスプレ写真のカメラマン
●３年前からフォトスタジオを経営。コロナ禍でスタジオへの客⾜が遠のく
状況で、屋外でのコスプレイベント（鴨コス）の企画・運営に乗り出し、
観光施設の集客⽀援を⾏い現在に⾄る。

コロナ禍ではあるが、⼩規模なコスプレイベントを多数開
催して、⼤都市部よりもアクセスの良い地⽅都市での開催
をイベント企画したいと思い、本募集に応募。

＜開催実績＞
⽐叡⼭延暦寺、ひらかたパーク、壬⽣寺、⼋⽊邸、京都⼑剣四社 など多数

応募動機

@2021 Kyoto-ShimogamoSalon.Ltd 190

いきなり映画の撮影誘致やドラマの舞台誘致が簡単にできるのでしょうか？
→それはやはりできません。

まずは、四條畷市の持つ施設や場所、⾒つめ直しが必要

そこで

コスプレイベントを⼩規模で開催するのはいかがでしょう
か？
私どもは、地域の⽅々と異なる視点で既存施設や場所を
⾒ることができます。コスプレイベントで四條畷市の魅
⼒を再発⾒、再発掘してみましょう。

コスプレ撮影に寛容な都市というイメージ戦略を展開

2.方法

→→⾯⽩いロケーション、施設他

壬⽣寺にて撮影
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四條畷市ロケーションオフィス＆ロケーションパークの
主な四條畷市観光客誘致企画として以下の事業も視野に⼊れて企画展望

2.5次元化

公式レイヤー
選出

・市にゆかりのある楠⽊正⾏（くすのきまさつら）を
擬⼈化（キャラ考案、イラスト化、短編⼩説化）

関連グッズ他
イベントへ露出

・市公式コスプレイヤー選出

⇒これらすべてを四條畷市⺠から公募によって⾏います。

・四條畷市公式コスレイヤーによる
イベントへのコスプレ参加 （認知度、集客アップ）

①楠⽊正⾏ 擬⼈化計画

キャラクター設定（性別／ビジュアル）、⾐装、武器、ストー
リー 他
ex:史実に基づき男性／美少⼥化など

⼥性からの⽀持を受けたければ、男装レイヤーが良い
市で⾏われる様々なイベントに出演可能

3.シミュレーション

11

審査員
5名の審査員の皆さんがチャレンジャーの事業プランに対してコメントをしました。

12

ジャパンチャレンジャープロジェクト会⻑理事
レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役会⻑兼社⻑
藤野 英⼈ 審査員

株式会社minitts 代表取締役
中村 朱美 審査員

”⼤阪を変える100⼈”会議 特別顧問
（株）遊企画 取締役会⻑
施 治安 審査員

四條畷市商⼯会 会⻑
上村⾦網⼯業 代表取締役社⻑
上村 ⼀彦 審査員⻑

枚⽅信⽤⾦庫忍ケ丘⽀店 ⽀店⻑
新屋 道幸 審査員

12
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オープニング

13

⾕⼝智則⽒によおる
サンタオブジェ

開会宣⾔ 東市⻑

13

特別企画

14

ファイナリストの今

食堂まばたき店主

島田 丁花

⾷堂 まばたき

1
3

前回開催グランプリで、全国⼤会でもある
「いざ鎌倉︕JAPAN CHALLENGER 
AWARD2021」 でも発表した島⽥丁花さん
が、新たに四條畷の廃校を活⽤したコミニ
ティを提案しました。

地元⾼校の四條畷学園⾼校の⽣徒が、
SNSを活⽤した四條畷市のブランディング
施策についてのアイデアを発表しました。

なお、四條畷⾼等学校は、新型コロナによ
る就学旅⾏の延期で時期に重なり不参加と
なりました。

四条畷市における地⽅創⽣事業について、
東市⻑、藤野英⼈がパネルディスカッショ
ンを実施。ファシリテーターを仲⽊威雄が
担当。
「地⽅への投資〜四條畷の活性化には何が
必要か〜」をテーマに、地⽅における投資
の現状やその意義、また教育の重要性など
について語っていただきました。

14
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フィナーレ（表彰式）

今回グランプリを獲得したのは、チャレンジャー⑥の端野翔さんです。おめでとうございます︕
準グランプリは、チャレンジャー①の久保裕司さん。
さらに審査員特別賞として、チャレンジャー④の多⽥ゆきさんが選ばれました。

今後、みなさんがどのような事業展開をしていくのか、楽しみです。
なおグランプリには10万円、準グランプリは2万円、特別賞は1万円の事業⽀度⾦を授与されます。

他のジャパンチャレンジャーとも、公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト、
審査員も今後サポートしていきます︕

15

審査員特別賞
多⽥ ゆきさん

グランプリ
端野 翔さん

準グランプリ
久保 裕司さん

15

スタッフ（組織図）

16

⼤会委員⻑ 東修平

運営 ⻑江（四條畷市役所産業振興課）

総合プロデューサー・演出・⾳楽・映像︓中川直洋
プロデューサー︓池嶋亮
チーフディレクター︓東⽥⼀起
ディレクター︓⻄井⾹織
アシスタントディレクター︓廣⽥修造
（以上、公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト）

⾳響︓千葉、⾚井（フラッシュパック）

運営スタッフ⼀覧

ゲスト

⾕⼝智則
島⽥丁花（⾷堂まばたき店主）

四條畷学園⾼等学校

司会

仲⽊威雄（公益社団法⼈ジャパンチャレンジャープロジェクト）
中村恭⼦（松⽵芸能）
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サポーター（協賛企業）

上村⾦網⼯業株式会社 枚⽅信⽤⾦庫
株式会社ジェイコムウエスト北河内局 堀産業株式会社

レオスキャピタルワークス株式会社 ⾯⽩法⼈カヤック
ヤマサ醤油株式会社 株式会社レイメイ藤井
Hamee株式会社 株式会社⼤和システム

株式会社クレオ 株式会社アイサイト
弥蔵舎株式会社 株式会社WOW WORLD

⽇本アイティーチャリティ駅伝

17


