
京丹後発︕ICT×地⽅創⽣甲⼦園
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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概要
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■「京丹後発︕ICTX地⽅創⽣甲⼦園」とは
全国の⾼校⽣を対象とした京丹後の魅⼒発信、および地域課題を解決するためのビジネスアイデアコンテスト。

全国の⾼校⽣から京丹後市を盛り上げるビジネスアイデアを募集し、その中から選ばれた9組のファイナリストによるプ
レゼン⼤会を実施。

■⽇時︓令和4年10⽉30⽇（⽇） 14:00〜

■会場︓丹後王国「⾷のみやこ」 情報交流センター（〒627-0133 京都府京丹後市弥栄町⿃取123）

■⼤会の概要
事前に収録したビジネスアイデア動画（5分以内）を会場で放映します。
発表者はオンラインにて審査員から提案内容に関するアドバイスを受けます。全員の発表終了後に審査を⾏い、グランプリ
を決定します。

■グランプリ特典
・賞⾦10万円︕
・⾯⽩法⼈カヤックの柳澤社⻑によるオンライン個別指導が受けられる︕

■主催︓京丹後市

■後援︓iU 情報経営イノベーション専⾨職⼤学、⽇本取引所（東証）グループ、近畿経済産業局

■特別協賛︓アサヒグループジャパン株式会社



チャレンジャー合宿（オンライン）
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合宿セミナーの実施

9⽉24⽇（⼟）・25⽇（⽇）とそれぞれのアイデアを磨き
上げるための合宿を計画したが、台⾵の影響で中⽌。急遽
オンラインにて開催することとなった。
9⽉より個別で発表資料のブラッシュアップを開始。

Time Lap スケジュール 備考

13:00 0:30 オリエンテーション（井上・柴田） 今後のスケジュール、京丹後アワードについての説明

13:30 0:30 京丹後市吉翠苑女将さんから説明 京丹後の観光の説明

14:00 0:05 休憩・準備

14:05 0:55  井上さんプレゼンレクチャー（起承転結・構成の作り方）
15:00 1:00 映像レクチャー（会議室） 久保裕司さん（映像クリエーター）

16:00 0:15 休憩

16:15 1:00 井上さんによるプレゼンテーションについてのワークショップ

17:15 0:45 交流会 学生間での交流が目的

18:00 終了

京丹後発！ICT×地方創生甲子園（9月24日）

当初計画の合宿スケジュール
開始時刻: 8:00:00

Time Lap スケジュール 備考
東京発ー京都 柴⽥ アテンド

9:50 0:35 全員集合（スタッフ井上創太、柴⽥花菜）・銚⼦商業⾼校は学校指導でzoom・⼭本さんは⼣⽅京丹後にて合流⼭本さん以外の⾼校⽣と合流 (柴⽥)└⼈数チェック└弁当とお茶を購⼊

└現地にて体温計のチェック、消毒液でこまめな対応

10:25 2:37 京都ー峰⼭駅 ⾞内で⾷事（黙⾷徹底）
13:02 0:28 吉翠苑へ（会議室）
13:30 0:30 京丹後市から説明 京丹後市、吉翠苑⼥将さん（依頼済み）
14:00 0:30 オリエンテーション（井上・柴⽥） 吉翠苑
14:30 0:15 休憩・準備
14:45 0:45  井上さんプレゼンレクチャー（起承転結・構成の作り⽅）
15:30 2:30 映像レクチャー（会議室） 久保裕司さん（映像クリエーター）
18:00 0:15 休憩、チェックイン（部屋案内） 柴⽥対応
18:15 1:00 ⾷事（吉翠苑レストラン）休憩
19:15 0:30 中川講義
19:45 1:00 ワークショップ（井上創太） 撮影場所についての確認事項・ビジネスプラン相談＿柴⽥サポート
20:45 0:15 明⽇の予定整理（柴⽥） 井上創太︓男性部屋チェック、柴⽥︓⼥性部屋チェック
21:00

Time Lap スケジュール 備考
7:30 0:30 朝⾷ 全員揃って⾷事（黙⾷）男（井上）、⼥性（柴⽥）対応 各⾃起床次第、8:00までに朝⾷

8:00 0:30 準備
8:30 3:30 ホテル出発（現地で撮影）できれば現地⾼校⽣に案内いただく。（発表者の皆さんが案内）マイクロバスで移動
12:00 1:00 丹後王国で⾷事（バーベキュー︖） 各⼈ 丹後王国内の施設で必ず撮影すること（⾃⼰紹介時に必ず挿⼊）できれば地元⾼校⽣徒の交流を図りたい。井上創太、柴⽥、アテンド、市役所にも協⼒要請
13:00 2:30 京都駅へ移動（マイクロバス）
15:30 0:20 京都駅

京丹後発︕ICT×地⽅創⽣甲⼦園（9⽉24⽇）

京丹後発︕ICT×地⽅創⽣甲⼦園（9⽉25⽇）

変更計画の合宿スケジュール（オンライン）

オリエンテーション資料



ブラッシュアップゼミ
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ブラッシュアップゼミ（オンライン）ーの実施

9⽉より個別指導（zoom）
⾼校⽣のエネルギッシュで新鮮なアイデアを個別にブラッシュ
アップ講義。各⼈の潜在的にある感性を引き出し、事業として
、将来の仕事になるよう向かう。
京丹後の魅⼒や課題を伝えつつ、アイデアをいかに事業や活動
に落とし込むか、具体的に指導。

ブラッシュアップの⽇程
9⽉10⽇ 銚⼦商業⾼校、仙波さん、神⽴さん、篠原さん

⾼松東⾼校、神原さん、⼭本さん
10⽉4⽇ ⼭⼝さん、仙波さん
10⽉5⽇ 神⽴さん
10⽉6⽇ 篠原さん、神原さん、⼭本さん
10⽉11⽇ 銚⼦商業⾼校
10⽉14⽇ 緑⾵⾼校（リアル）
10⽉17⽇ ⾼松東⾼校、⼭⼝さん
10⽉21⽇ ⾦森さん（IU)
10⽉23⽇ 神原さん



地元（京丹後市）の⾼校にセミナー
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9⽉５⽇（⽉）、京都府⽴丹後緑⾵⾼校久美浜学
舎にて、久美浜学舎・網野学舎の⽣徒へ講義。久
美浜学舎には、アグリサイエンス科、みらいクリ
エイト科があり、網野学舎には、普通科、企画経
営科があり、このプロジェクトを共同で始動させ
た。久美浜学舎が商品開発、網野学舎が商品販売
を⾏う。これからの「地⽅の魅⼒」、「農・⾷の
可能性」、「円安、インバウンドも⾷を輸出して
稼ぐ」、「京丹後発︕の魅⼒」について講義。

9⽉26⽇（⽉）、丹後緑⾵⾼校網野学舎にて、
マーケティング・マーチャンダイジングについ
て講義。京丹後発︕ICT×地⽅創⽣甲⼦園での
発表に向けて、ワークショップを⾏った。
網野学舎・久美浜学舎 共同プロジェクトの「緑
⾵マーケットに向けた取り組み 」について、
「緑⾵⾼校」の「緑」にちなんだスイーツを
テーマに、⼤⼈向けバジルクッキーの販売促進
のために必要な知識を中⼼に講義。



告知（プロモーション）
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高校生向けビジネスプランコンテスト「京丹後発！ICT×地方創生甲子園」に参加を
検討している高校生を対象に「起業セミナー&アイデアワークショップ」を開催します。

・起業に興味はあるけど、何から始めればいいかわからない
・アイデアはあるけど、どうやって資料を作ればいいかわからない
・参加したいけど、自分が参加できるレベルなのかわからずに不安
という高校生の皆さん！

このイベントでは、ビジネスプランを考える時のヒントや注意しておくポイント、
また資料作成のコツなどをワークショップ形式で丁寧にお伝えします。

そのままコンテストに応募できる資料を一緒に作るので
初心者の方でも安心してご参加ください！グループ参加も個人参加もOKです！
※できればグループは同じ場所からの参加推奨

また学校の先生方も
・アントレプレナーシップ教育には関心があるが方法がわからない
・学校ではアントレプレナーシップに関するアドバイスをするのが難しい
・自分もアントレプレナーシップ教育を学びたい
という方は、是非生徒の皆さんと一緒にご参加ください！
※教員の方のみのご参加はご遠慮ください

たくさんのご参加お待ちしています！

イベント概要
日 時：7月30日（土）10:30～12:00
形 式：オンラインZOOM
参加費：無料
持ち物：筆記用具、A4の紙を5枚
準備物：特になし（取り組みたいテーマなどがあればベター）
時間割：起業セミナー（30分）ビジネスプランを考える注意点

アイデアを考えるヒント
ワークショップ（30分）新しいビジネスプランを考えるミニゲーム
ワークショップ（30分）各自作業、適宜講師に相談可能

申込み：右記のQRコードより事前申込制（締切：7月29日正午）

プレイベント
「起業セミナー&アイデアワークショップ」

申し込みはコチラ



チャレンジャー１番 ⼭本 伊織
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かえつ有明⾼等学校 ⼭本伊織
E-Sports×地⽅創⽣〜
E-Sportsで京丹後を盛り上げよう〜
E-Sportsとは個⼈戦または、チーム戦で争われるコンピューターゲームをス
ポーツ競技として扱うときの呼称。本来のスポーツの⾔葉には「楽しみ、競
技、娯楽」という意味があり、スポーツとして成り⽴つ。 E-Sportsは集中⼒
や戦略性によって勝ち負けを競い、それを楽しむ精神にある。未来が明るい
E-Sportsイベントで京丹後を活性化させたい︕との提案。

未来が明るいE-Sportsイベントで
京丹後を活性化させたい！！

ゲームのイベントを開くために必要なもの

・PCを扱える環境（机、椅子、パソコン、モニター、LAN回線 etc…）

・観客が観覧できる席

最低でも、この2つが揃えば開催できる！！
↓↓↓

ゲームをプレイしないイベント（交流会等）であ
ればPCを扱える環境は必要無し！

数値で見ても、プレイ人口、観戦者数ともに右肩上がりで増えているのが分かる。
また、右のグラフから一般ファン（新規ファン）の数が増えるのと同時に、常連ファンの割合が増えている
のも分かる。



チャレンジャー２番 神原 智美
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奥尻⾼等学校 神原智美
ゲーム×地⽅創⽣
地域発信はゲームが補う時代!
奥尻島の離島で島留学して、今回のアイデアが浮かび、ゲームを地⽅創⽣に
活かすことができるのではないかとビジネスプランができた。地域発信は
ゲームが補う時代と考え、ゲームで京丹後の魅⼒を物語にします。まちづく
り、アクションなどゲームの要素を取り⼊れ具体的な提案をしました。

奥尻島で今回のアイデアの着想を得る

！
私のビジネスプラン

ゲーム×地⽅創⽣
地域発信はゲームが補う時代!

京丹後市を題材にした
ゲームを作っちゃおう!

ゲームの内容

「物語」

ゲームの内容 街づくり×アクション×物語



チャレンジャー3番 篠原 佑介
昭和学院⾼等学校 篠原佑介
京丹後初はたらく親を⽀える移動式保育園

保育と送迎を同時に⾏うもの。まず親御さんにアプリで⼦供を送って欲しい時
間や場所を指定。「ピアノを習ってるからピアノ教室まで」のようにあらかじ
めアプリで送ってもらう。AIが最短ルートで、各保育園を回りながら⼦供を
ピックアップし送り届ける、送っているあいだも親御さんのアプリでは
タクシーの場所がマップ上にでて確認できる優れものを提案。

9

収支 | ビジネスモデル



チャレンジャー4番 北島 ⽲雪・加瀬 葵
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銚⼦商業⾼等学校 北島 ⽲雪・加瀬 葵
CTETK
〜CYCLING TOUR×Electric Train Kis〜

京丹後市の歴史を楽しく知ることができるウォークラリーとゲームを組み合
わせた企画を考案。同市と銚⼦市は似ているところに着眼。同市の魅⼒を世
界に発信するにあたり、⽂字での紹介は課題があるが、ローカル電⾞をゲー
ムにして世界に発信し、認知を⾼めることができるなど提案。



チャレンジャー５番 仙波 航輝
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屋久島おおぞら⾼等学校 仙波航輝
ICT×⾃分ʼs
〜記憶に残る古⺠家づくりへ〜

介護付き古⺠家「WEMOハウス」の概要は、使われなくなった古⺠家をリ
フォームし、要介護者の⽅でも楽しめる古⺠家。 魅⼒は、地域密着により
介護ニーズや サービスを叶えられること 。

介護付き古民家

�概要 使われなくなった古民家をリフォームし、

要介護者の方でも楽しめる古民家

�魅力 地域密着により介護ニーズや

サービスを叶えられる

�料金 一泊二日 50,000

「WEMOハウス」
利用方法

•特定アプリを使い、自身の個人情報を登録。
•日時 その際に借りたい道具等、サービスを入力→送信

•数日後予約で使える場所や鍵等を置いてる場所を教えてくれるメールが届く。

•京丹後の特産品やサービスをうけてもらう。

•使い終わったらきちんと後片付けをし、鍵や借りていた道具を返却。

引用元：空き家バンク

例)京丹後の古民家の見取り図



チャレンジャー６番 神⽴ 空歩
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武蔵⾼等学校 神⽴空歩
バーチャル京丹後
コロナが収束したあとにインバウンドなど京丹後に引き寄せるツールとして、メ
タバースプロジェクトを提案。若者を主要な顧客層にして、京丹後市の3Dモデ
ルを構築。京丹後の商店と契約し、実際に販売している商品やユーザーのアバタ
ーに着せる⾐装などを展⽰した店を設置、そこで購⼊された商品が郵送などでユ
ーザーの家まで届くサービスを作る。また体験型アトラクションも展開するなど
の提案。



チャレンジャー７番 萬井 紗彩・浅野 亜美・板倉 然⽣

⾼松東⾼等学校（⾹川県）
萬井 紗彩・ 浅野 亜美 ・ 板倉 然⽣
ニーズマスク

⼀⼈⼀⼈の細かいニーズにこたえる『ニーズマスク』。コロナウイルス予防
として始まったマスク着⽤も今では⽣活の⼀部となった。 ⾃分の⼝周りか
ら⿐や顎にかけて形状やは肌の⾊、肌の質のデータをとるアプリを製作し、
京丹後の「丹後シルク」など上質な素材での提供を提案。

13



チャレンジャー８番 ⼭⼝ 笑愛
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かえつ有明⾼等学校（東京都） ⼭⼝ 笑愛
地⽅×⾃分の「好き」⾒つけ

1.
ワーケーション体験

2.
旅行ツアーの提供

所⽤期間:�1週間 所⽤期間:�3⽇

1.ワーケーションの場合

海が好き
人と関わるのが好き

乙姫タイプ
「MOYAKO」でビーチクリーン

の企画体験

7つの姫タイプから自分の体験したい仕事を選択できる

             やりたいことがわからない場合...
 

「七姫心理テスト」で自分に
合いそうな仕事を診断することも

できる

2⽇⽬
�

地元の⽅が「おつき」となり、
「理想の1⽇」の体験

�
⽬的：存在価値→⾃⼰肯定感

を⾼める
�

for�example...
⾙殻のブレスレット作り

姫の「ゆかりの地」に⾏ってみる
哲学対話

�
�

「理想の1日」の内容は事前に
参加者にヒアリング

2.  旅行ツアーの場合

1⽇⽬
�

7名&地元の⽅との
グループワーク

�
⽬的：親交を深める

�
for�example...

・スイス村での役割分担バーベキュー
・藤布を使った作品づくり

�
�
�

3日目
ティアラと
感謝状の贈呈

自分・他者の 
「好き」

を意識的に感じ 
ることができる

京丹後の七姫伝説にちなんで、お姫様になれる旅（⼀⼈につき⼀⼈「おつき」
の⼈として地元の⽅がついてくれるプラン）を発表。京丹後に来て新しい⾃分、
新しい⼈、新しい場所、新しいアクティビティなどに出会い、⾃分の好きを⾒
つけ、⽇本⼀⾃分を好きになれる場所にする。また、七姫のプロフィールやゆ
かりの地などのサイトを構築することを提案。



チャレンジャー９番 安達 智規・後藤 祥汰・井上 愛結・ ⼩倉 七海
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丹後緑⾵⾼等学校
安達 智規・後藤 祥汰・井上 愛結・⼩倉 七海
網野学舎・久美浜学舎共同プロジェクト
緑⾵マーケットに向けた取り組み
久美浜学舎で商品開発、網野学舎でプロモーションを担当。⾼校名にちなみ、
「緑」をテーマにしたスイーツとして、バジルクッキーを⼤⼈向けに販売。
今後、さらにブラッシュアップし、６次産業モデルとして、京丹後市のふる
さと納税の商品にすることを提案。



ゲスト
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iU情報経営イノベーション専⾨職⼤学
⾦森匡吾
植樹のサブスクでもっと⾝近な、地域のために
GifToree(ギフトリー）
地域では特に、気候変動対策、林業の担い⼿や低賃⾦の課題に対して、環境問
題に、誰でも簡単に取り組める。林業の経営課題をつなげることが必要と考え、
植樹をサブスク化することと、植樹を貯⾦のように捉え、⽊⼯製品として提供
するなど提案



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。
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審査委員⻑ 柳澤⼤輔

審査員 平野佐世⼦

審査員 中⼭泰

審査員 宮島徹雄 審査員 ハヤカワ五味



フィナーレ

審査員の厳正なる選定の中、今回グランプリを獲得したのは、
奥尻⾼等学校 神原智美さんの「ゲーム×地⽅創⽣ 地域発信
はゲームが補う時代!」です。グランプリには10万円が授与され
ました。グランプリへ授与された「みらいのジュータロー賞」
という賞名となった松本重太郎⽒は、京都府京丹後市に⽣まれ、
近代資本主義の発展過程の中で、「社会起業家精神」に溢れ、
国家の基盤となる産業振興を担ってきた偉⼤なる地元の事業家
です。
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京丹後発！ICT×地方創生甲子園

GRAND-PRIX

神原 智美 殿

あなたは、

京丹後発！ICT×地方創生甲子園において

頭書の成績をおさめられました

京丹後市の魅力と課題解決を融合させた

地方創生ビジネスを目指して今後も邁進されることを期待し

ここに表彰いたします

令和4年10月30日

京丹後発！ICT×地方創生甲子園

京丹後市 市長 中山 泰



写真
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出演者
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柳澤 ⼤輔（（株）カヤック 代表取締役／審査員⻑）
中⼭ 泰（京丹後市⻑）
平野 佐世⼦（京丹後市商⼯会 ⻘年部⻑）
宮島 徹雄（情報経営イノベーション専⾨職⼤学 事務局⻑）
ハヤカワ 五味（（株）ウツワ 代表取締役／（株）ILLUMINATE 代表取締役）

JAPAN CHALLENGER JAPAN CHALLENGER 審査員

ゲスト

司会

●北海道奥尻⾼等学校（北海道） 神原 智美
ゲーム×地⽅創⽣ 地域発信はゲームが補う時代︕

●千葉県⽴銚⼦商業⾼等学校（千葉県） 北島 ⽲雪・加瀬 葵
CTETK〜CYCLING TOUR✕Electric Train Kis〜

●⾹川県⽴⾼松東⾼等学校（⾹川県）
萬井 紗彩・ 浅野 亜美 ・ 板倉 然⽣
ニーズマスク

●昭和学院⾼等学校（千葉県） 篠原 佑介
京丹後初はたらく親を⽀える移動式保育園

●屋久島おおぞら⾼等学校（⿅児島県）仙波 航輝
ICT×⾃分ʼs〜記憶に残る古⺠家づくりへ〜

●武蔵⾼等学校（東京都） 神⽴ 空歩
バーチャル京丹後

●かえつ有明⾼等学校（東京都） ⼭⼝ 笑愛
地⽅×⾃分の「好き」⾒つけ

●かえつ有明⾼等学校（東京都）⼭本 伊織
E-sports×地⽅創⽣〜E-sportsで京丹後を盛り上げよう〜

●京都府⽴丹後緑⾵⾼等学校（京都府）
安達 智規・後藤 祥汰・平林さら・⼭添楓・
井上 愛結・⼩倉 七海・多賀野祥伍・野村諒太
※8名のうち当⽇出演したのは4名
網野学舎・久美浜学舎共同プロジェクト
緑⾵マーケットに向けた取り組み

⾦森匡吾 （情報経営イノベーション専⾨職⼤学 2年⽣）

平野 裕加⾥（フリーアナウンサー、タレント、有限会社LIBRA代表）
本城 明⽇⾹・髙坂 萌奈（京都府⽴丹後緑⾵⾼等学校）



スタッフ（組織図）
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総合プロデューサー・演出・⾳楽・映像︓中川直洋

チーフディレクター︓東⽥⼀起

ディレクター︓奥川季花、柴⽥花菜、

⾼校⽣指導︓井上創太

⾳響・映像制作︓杉⼭亮太、mysound

場内スタッフ︓藤村幸澄

運営スタッフ⼀覧

・

⾳響

mysound
京丹後

映像（zoom）進⾏

杉⼭亮太

ジャパチャレ

オンライン（zoom）

杉⼭亮太

ジャパチャレ

ステージ進⾏・
照明（介添）

東⽥⼀起

パワポ進⾏

奥川季花

受付

藤村幸澄

⾼校フォロー
ジャパチャレ

プロデューサー

中川直洋
ジャパチャレ

タイム・キーパー

柴⽥花菜
ジャパチャレ

⽚付け

全員

柴⽥花菜・井上創太

地元⾼校⽣フォロー

柴⽥花菜
ジャパチャレ

ジャパチャレ

撮影

mysound
京丹後

審査員

柳沢⼤輔
中⼭泰
平野 佐世⼦
宮島 徹
ハヤカワ 五味

出演者

ジャパチャ

カメラマン（記録）

奥川季花

中川アシスタント

柴⽥花菜

神原 智美
北島 ⽲雪・加瀬 葵
萬井 沙彩・浅野 亜美・板倉 然⽣
篠原 佑介
仙波 航輝
神⽴ 空歩
⼭⼝ 笑愛
⼭本 伊織
安達 智規・後藤 祥汰・井上 愛結・  ⼩倉 七海

発表者

MC
平野裕加⾥
本城 明⽇⾹・髙坂 萌奈

審査員対応

中川直洋・奥川季花
ジャパチャレ


