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代表 横山弘毅
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指定テーマ⑤ これからの地域の「人材」を育てるために

高大連携＆学園文化都市を推進し、未来の担う地域人材を育成

「チャレンジゲート高梁2021」

高梁市の学生主体の地域活性プロジェクト創出
ワークショップ＆伴走プログラム
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メンバー（一部）
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副代表
大西正泰

吉備国際大学
社会科学部経営社会学科講師

一般社団法人ソシオデザイン理事
地域再生コンサルタント

副代表
矢動丸祐子

高梁市地域おこし協力隊

代表 横山弘毅
・高梁市教育委員会 GIGAスクールサポーター
・高梁高校 地域連携コーディネーター
・Happy Collaboration合同会社 代表



団体概要 高梁100Challenge

岡山県高梁市から

「教育×地域」の

100の挑戦を生み出す
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全23回のワーク
ショップ及び
オンラインイベント、
プロジェクト会議等
を開催
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開催実績①
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・7/19開催ワークショップ

高梁ふるさと納税10倍プロジェクト(1回目）島根県津和野町の成功事例に学ぶ
（講師：澄川恭子氏、会場：高梁市図書館4階多目的室）

・7/31開催ワークショップ

「高梁YouTu部（1回目）プロのクリエイターに学ぶ動画づくり講座」
（会場：高梁市図書館４階多目的室）

・8/1開催ワークショップ

「高梁YouTu部（2回目）プロのクリエイターに学ぶ動画づくり講座」
（会場：備中高梁クリエイティブラボ）

・8/4開催ワークショップ
高校生SDGs起業家に学ぶ「大人を巻き込み」 プロジェクトを成功させる秘訣！
（スピーカー ：一般社団法人Sustainable Game代表理事 山口由人（高2） 会場：高梁市図書館４階多目的室）



開催実績②
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・9/5開催オンラインイベント

Jリーグ2連覇サンフレッチェ広島・元コーチ、ファジアーノ岡山、岡山理大准教授、スポーツデータ分析専門の久
永啓さんの思う「好きなことで生きていくためには？」を考える

・9/5開催 プロジェクトイベント

恐怖の古民家肝試しゴミ拾い

・10/1開催オンラインイベント

「地方で輝く女性起業家に学ぶ「自分の人生をドラマチックにする”3年の法則”」
（講師：横田クルミさんパートナーは登録150万人YouTuber）

・10/2開催ワークショップ

SUUMO編集長によるキャリア論とまち論
（講師 ：池本洋一氏、会場：高梁市図書館４階多目的室）



開催実績③
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・10/10開催 プロジェクト会議

高梁ふるさと納税10倍プロジェクト(2回目）アイデア出しミーティング（会場：高梁市文化交流会館）

・10/17開催 プロジェクト

吹屋の空き家リノベーション作業

・10/23開催オンラインワークショップ

備中高梁START UP CAMP vol.1 起業家に学ぶ事業プランの作り方
（ゲスト講師：山田邦明さん conote inc. CEO 岡山県出身）

・11/3、5、6開催ワークショップ

古民家リノベーション体験ワークショップ＠守内商店（1回目）



開催実績④
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・11/16開催講演会
「新しい時代のお金の授業共感資本主義」（講師：新井和宏さん）
高梁中学校、②高梁城南高校 で実施

・12/2〜3 プロジェクト実施
プロジェクションマッピングテスト（松山城、成羽美術館）

・12/14開催備北信金主催起業家発掘ビジネスプランコンテスト
代表横山、副代表大西が企画から携わり、当日審査員も務める

・12/19開催ワークショップ
古民家リノベーション体験ワークショップ＠守内商店（2回目）

・12/19実施 プロジェクト
特産品交流プロジェクト（大崎上島のレモンでと高梁のトマトと
城南高校ホワイトマッシュルーム）



開催実績⑤
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・12/26開催 プロジェクト会議

大学生の帰省応援サービス「カエリタイ」高梁受入先視察

・1/30開催ワークショップ

古民家リノベーション体験ワークショップ＠守内商店（3回目）

・2/20開催予定オンラインイベント

高校魅力化コーディネーターの仕事と魅力を知る（ゲスト：広島県
大崎上島 円光歩さん、島根県浜田市大地本由佳さん）

・2/27開催オンラインイベント
教育軸の前例のないキャリア変遷と偏在値（ゲスト：軽井沢風越学園 木村彰宏さん）

・2/27開催 プロジェクト会議

高梁ふるさと納税10倍プロジェクト(3回目）



今後の開催予定（R3年度内）
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・3/5開催予定 カンファレンス＆ワークショップ

「備中高梁会議2022」
（会場：順正記念館、オンライン配信もあり）

・3/20開催予定イベント

松山高校松高オリジナル焙煎コーヒー試飲会



ワークショップの様子
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島根県津和野町に学ぶふるさと納税を9.7倍にした増やし方
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高梁YouTu部 プロのクリエイターに学ぶ動画講座
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高梁市広報誌で紹介
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SUUMO編集長、池本洋一さんのワークショップを開催
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山陽新聞に記事掲載
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高校生SDGs起業家をゲストに講演会
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オンラインイベントの配信の様子、
大学生がオンラインイベントの配信や運営にも挑戦
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古民家リノベーション体験ワークショップの様子
（中高生、大学生が参加）
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番外編
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備北信金のビジネスコンテスト を企画、
当日審査員を務める
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実際にスタート＆実施した
プロジェクトの様子
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高梁市役所の方と一緒に開催
ふるさと納税10倍プロジェクト作戦会議 1回目
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具体的な
アイデア出し

2
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高梁市役所の方と一緒に開催
ふるさと納税10倍プロジェクト作戦会議 2回目
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高校生シティプロモーション部発足？！
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高梁市秘書企画課とコラボして、高校生の視点で、高梁市の広報やPRを企画
地元の高校生等が制作した、高梁市をPRする動画などをネットやSNS等でも発信

第一弾は、高梁高校2年生が制作したプロモーション動画を発信予定



松山高校オリジナル焙煎コーヒー
3/20 本町町屋通りの古民家で試飲会
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2/23 松山高校のコーヒープロジェクトが
RSKラジオ あもーれ！マッタリーノ「高梁ふるさとだより」に出演



岡山県出身の大学生向け帰省プロジェクト「カエリタイ 」
高梁市の農家等で3月に実証実験
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プロジェクションマッピングでPRプロジェクト
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3/5 「備中高梁会議2022」 を開催
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備中高梁会議2022 登壇予定者
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登壇者 所属 区分

横山弘毅 高梁100challenge代表 大人

長江有祐 元ラグビー日本代表 ゲスト

大西正泰 吉備国際大学 大人

吉備国マイクラプロジェクト 吉備国際大 大学

藤井大智 ドローンPR動画制作プロジェクト 高梁高校 高校

井上善雄 高梁フィルムコミッション 大人

カフェふらっと 栄町商店街空き家活用チーム 2名 高梁城南高校 高校

高梁高校空き家チーム（川上・荻野） 高梁高校 高校

矢動丸祐子 守内商店リノベーション 高梁市地域おこし協力隊 大人

片山智恵 ジョナカフェ 高梁城南高校（卒予定） 高校

福地小 「福地PR大作戦」チーム 福地小学校校長 小学校

高梁高校給食チーム（2名） 高梁高校 高校

戸田蘭（松山高校 オリジナル焙煎コーヒープロジェクト） 松山高校 高校

丸山幸子 有漢さつまいも会議 大人

赤迫靖浩 赤迫農園ピオーネ 大人

豊田昌代 高梁出身、移住ドラフト等 大人

ジョ・ヴァンダ 高梁市多文化共生プロジェクト 吉備国際大 大学



事業の成果

• ワークショップ開催を通じて、なかなか出会う機会のない、各業界の第一線で活躍する大人から話を聞く機会

を、高梁の中高生・大学生に提供することができた。

• 事業を通じて、中・高・大学、地域の大人と、垣根を超えて繋がるきっかけを作り、何かに挑戦する機会を創

出できた。

• 実際に地元の高校生・大学生が主体となるプロジェクトが発足し、継続して進行中している。

（高梁ふるさと納税10倍プロジェクト、ドローンで高梁P R動画撮影プロジェクト、空き家活用プロジェクト、

特産品交流プロジェクト、プロジェクションマッピングプロジェクトなど）

• ワークショップ等の実施が複数回メディアに取り上げられた。

• 本事業の直接的な影響を厳密に測ることは難しいが、高梁城南高校、高梁高校ともに入試募集倍率が前年

度よりも増加した。

• 松山高校の生徒が、備北信金主催の起業家発掘ビジネスコンテストに応募していた（書類選考で落選）。少

しずつだが、起業や新しい仕事を創り出そうとアクションする高校生など若い世代が出始めている。
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今後の課題

• 事業開始前の想定よりも高校生・中学生の参加数が少なかった。

特に「起業」などがテーマとなると、中高生の当事者意識、

目先の関心とは遠く、どう興味付けていくかに課題が残る。

• 実際に立ち上がるプロジェクトもまだまだ少ない。事例を増やし、授業外・

学校外でも主体的に地域に出て活動する機会を増やしていく必要がある。

• 事業継続していくための資金獲得、事業の収益モデルを構築していく必

要がある。
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