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日本初の国家デザインコンテスト
　未来国会 2011 は、大学生による国家予算を切り口とした国家デザインコンテストです。大学生が未

来の国家ビジョンをつくると共に、具体的な数値として予算に落とし込むことで「逃げ場のない、現実

的な夢」を競い合います。

　およそ 2ヶ月の期間を用いて各チームで国家ビジョン、予算（以後プランと呼ぶ）を策定していただ

きます。国家ビジョンを実現させる上で、どうしても政策間に優先順位が生じます。そこで試される意

思こそがこのイベントの醍醐味です。

チームで優勝を目指す
　未来国会では、チームに分かれてプランを策定していただきます。2ヶ月の期間を有意義に用いて、

プランを練り上げてください。期間中に、チームのプランに対して専門家のアドバイスを得る機会や、

勉強会の機会を設けています。

　このような各チームが練りあげたプランを予選会でぶつけ合い、残ったプランが決勝コンテストで著

名人の前でプランを発信する権利を与えられます。

参加のメリット

　前回からパワーアップし、「未来国会 2011」だけで得られる特典をご用意しております。具体的に

以下に挙げるもの以外にも、現在ほかの特典もご用意しています。

　

   ● 優秀チームには、マス媒体からの取材や講演オファー。

       （※去年の事例から）公共機関からの講演依頼。

　● livedoor の運営するニュースサイト「BLOGOS」編集部で自分のアイディアを記事化する権利。

　● 社会の最前線で活躍する豪華審査員の前で、自らのアイディアをぶつけられる滅多にないチャン          

　　 スです。

　● 他大学の仲間たちと、レベルの高いディスカッションができ、多くの知見を得られます。



no date

未来国会 2010 開催概要

　新たに日本初の「国家予算プランニングコンテスト」というイベントを 2010 年 12月に行いました。

従来の優劣を競う政策コンテストとは一線を画し、「今後の日本全体にとって何が求められているか」

全政策の優先順位を考える、総理大臣と同様のことを学生に考えてもらいました。

【日程】

12月 12日：キックオフミーティング

↓

12月 12日～ 12月 20日：準備期間

↓

12月 21日～ 22日：2泊 3日の合宿形式で学生が議論・予算策定。

↓

12月 23日：コンテスト当日に、学生が予算案を発表。

観覧者の投票により、優勝予算案を決定。

【コンテスト来場ゲスト】

鈴木寛 文部科学副大臣

古山和宏 松下政経塾塾頭

与良正男 毎日新聞社評論副委員長

朝比奈一郎 青山社中株式会社筆頭代表

【後援団体】

国土交通省観光庁

【後援・協力団体】

政策過程研究機構

【協賛企業】

株式会社ガイアックス

学生が作成した予算案の詳細・当日レポート等は未来国会専用HPに掲載しております。

ぜひご覧ください。

http://www.miraikokkai.com/ 決勝コンテストの様子
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キックオフイベント（7月 23 日）
　未来国会 2011 の開始イベントです。

　コンテストの概要説明、所属チーム・ブロック発表、資料配布、プラン策定方法発表、グループワー

クを行います。また、同時に参加者のモチベーションを向上させるような、ビジョンの重要性を認識で

きる方からの講演を予定しています。

※原則参加必須のイベントです。 

第一クール（7月 23 日～ 8月 6日）

　各チームでプランの土台（特に国家ビジョンの方針決定）をつくる期間です。

チーム内で会議をしながら主にビジョンの方針を決定していただきます。

期間内に勉強会を開催し知見を広めていただくと共に、メーリングリスト等によるフォローアップも実

施します。

国家像評論会（8月 7日）

　本イベントにおいて参加チームの国家ビジョン・予算案概要をブラッシュアップし、自身のプランを

見直す区切りとなる予定です。官僚や社会人からなるメンターの方々から講評を頂く事で、各チームが

国家ビジョン・予算についての知見を深めて、これから実際に予算案を作りあげていく契機とします。

第二クール（8月 7日～ 8月 26 日）
国家像評論会でメンターからもらったアドバイスを参考に、各チームの持つビジョンを実際に予算案と

いう形に落とし込み、プランの作成に取り組んで頂きます。

期間内には勉強会を開催すると共に、引き続きメーリングリスト等によるフォローアップ等を実施しま

す。
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プラン評論会（8月 27 日）
　プラン評論会では、国家ビジョンからより踏み込んだ予算案の具体策の部分についてメンターの方々

からアドバイスをいただき、プランの完成に向けたブラッシュアップを行う機会です。

第三クール（8月 27 日～ 9月 10 日）

　いよいよ、二ヶ月間にわたって練り上げてきたチームのプランの完成に向けて調整を重ねていきま

す。この時期には予算に関する具体的数値を詰めていき、プレゼン資料も同時に作成してもらいます。

9月 10日２３：５９　プラン提出締め切り

予選会（9月１7日）
　予選会は参加チームのビジョン、予算等をまとめた案を提出し、審査基準を元に専門家、学生といっ

た方々の審査により行われる予定です。厳正な審査の結果、9月 18日（日）にメールや公式ホームペー

ジにて決勝に進出する 4チームを発表いたします。

※原則参加必須のイベントです。

コンテスト決勝（9月 24 日）
　コンテストは各チームによるプレゼン、パネラーの方を交えた討議セッションを経て来場者、ゲス

ト審査員による投票を行い、優勝チームを決定いたします。またインターネットによる同時中継を行い、

ネット投票を行えるようにすることで全国の方が参加できるようにします。加えてパネラーの方によ

る講評、およびパネルディスカッションも行い、来場者にもより楽しめるものとします。
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参加申し込み手続きの流れ

　参加者は以下の手続きを行っていただきます。

　　

　　●エントリー（7月 20日 23:59 まで）

　　↓

　　●エントリーシートの提出期間（本エントリー）

　　（7月 22日まで）

　　↓

　　●参加費振込み（7月 27日まで）

エントリー・本エントリーのご案内
　エントリーは、『未来国会 2011 公式ホームページ』から受け付けています。

エントリーをしていただきますと、未来国会 2011 の参加のためのご連絡をさせていただきます。

■未来国会 2011 公式ホームページ

　⇒ http://www.miraikokkai.com/

　その後エントリーをしていただいた方にお送りするエントリーシートの提出をもって、本エントリー

完了とさせていただきます。入力を完了させたうえで、指定の方法に従って提出してください。

　※本エントリー締め切りは 7月 22日 23:59 です。

申し込みの単位について
　原則チーム単位の申し込みとなります。（4人～ 10人）

　しかし、個人単位での申し込みも可能です。その場合は、参加期間中の予定や住所を勘案して、未

来国会 2011 スタッフによるマッチングを行います。
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Q イベントは必ず参加しないといけないのですか？

　7月 23日のキックオフイベントと 9月 17日の予選会は原則参加となります。しかし、他のイベ

ントについては必ずしもチーム全員が参加する必要はありません。個別の状況についてはスタッフに

ご相談ください。

Q 他の活動との両立は可能ですか？

　他の活動との両立は可能です。前回とは違い、期間が約 2ヶ月と長期に渡るため、各チームの弾力

的な時間を可能にしています。エントリーシート内の項目で 2ヶ月間の日程をお聞きするので、そこ

で予定を記入していただきます。

Q 選考はあるのですか？

　未来国会の参加に関しては、若者に対して幅広く門戸を開く意味合いから選考は設けていません。

しかし、参加期間を終えた後に予選会については、決勝コンテストに進むチームを 4チームにまで絞

らせていただきます。

Q 専門的な政治の知識は必要ですか？

　必要ありません。必要なのは日本の未来に対する興味とやる気です。加えて自分の理想とするビジョ

ンや各種政策を事前に練り上げておくことでより充実した未来国会 2011 へとつながるでしょう。

Q参加費はいくらですか？

　通常価格の他に、団体参加者・インターンシップ参加者・前回の未来国会参加者・御紹介で参加さ

れる方に対しては割引価格を用意しております。是非ご検討ください。

　【通常価格】10000 円

　【団体参加価格】9000 円（４人以上から）

　【インターンシップ参加者価格】8000 円

　【前回参加者】8500 円

　【紹介価格】―500円（6月 26日説明会前までにエントリーの方）
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未来国会 2011 の公式ホームページ
　未来国会 2011 の公式ホームページを開設致しました。プレエントリーは公式ホームページから

行える他、最新情報を随時配信してまいりますので、是非ご覧ください。

 

■未来国会 2011 公式ホームページ

　⇒ http://www.miraikokkai.com/

未来国会 2011 の SNS公式アカウント

　公式ホームページに加えて、twitter や Facebook などの SNSからも最新情報を発信しております。

■twitter:@miraikokkai

　⇒ http://twitter.com/#!/miraikokkai

■Facebook: 未来国会

　⇒ http://www.facebook.com/miraikokkai

　その他疑問や質問がございましたら

些細な質問でも、いつでもお気軽に未来国会スタッフお問い合わせください。

なお、疑問・質問、各種お申し込みは

mirai@dot-jp.or.jp でも受け付けております。
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【団体名称】

特定非営利法人ドットジェイピー

【創業】

1998 年 2月 14日

【法人設立】

2000 年 11月 22日

【所在地】

本部 〒107-0062 東京都港区南青山 3丁目 8-37 第 2宮忠ビル 3F

TEL 0120-098-214 （全国共通）

【活動目的】

若年投票率の向上

【事業内容】

１．インターンシップコーディネート事業

２．政治情報提供事業

３．地域活性化に関する諸フォーラム・セミナーの開催

【学生スタッフ】

北海道、東北、千葉・茨城、関東、東海、関西、中国、福岡、長崎、熊本、10支部の合計で、約 170名。

【備考】

□議員インターンシップは夏休み・春休みに実施し、現在 27期目。

□輩出インターン生は、延べ約 10000 名。

□累積協力議員数、延べ約 3600 名。

（平成 23年 4月 1日現在のデータです）

NPO法人ドットジェイピー「未来国会プロジェクト」

→ http://www.miraikokkai.com/

Copyright (c) 2010-2011 Mirai Kokkai Project, All Rights Reserved.



Memo

nodate




	説明会資料02
	説明会資料03
	説明会資料04
	説明会資料05
	説明会資料06
	説明会資料07
	説明会資料08
	説明会資料09
	説明会資料10
	説明会資料11

