
国 家 予 算 を 、 あ な た が つ く る 。 

若 者 の た め の 国 家 デ ザ イ ン コ ン テ ス ト 

参 加 説 明 会 



Ⅰ:概要 
    ―コンセプト 

    ―開催概要 

    ―特徴 



■コンセプト 

「未来の日本、ここにあり。」 

 未来国会2012は、国家予算を切り口として日本を考えるコンテスト。 

 予算という制約を突破し、いかにして理想の日本を実現するか。 

 未来を担う若者たちが、今夏、“現実的な夢”に挑戦する。 

© 2012 NPO法人ドットジェイピー「miraikokkai 2012 Project」 

未来国会2012とは 



■開催概要 

・１００人の若者が日本の未来を描く「国家デザインコンテスト」 

・それを実現する政策を考え、さらに予算に落とし込む、 

 日本初の「国家予算作成コンテスト」 

・３００人の若者による投票で、若者が考える「理想の日本」を決定 

・若者が現在の日本をどう感じ、どう変えたいと思っているかを 

 社会へ発信 

・主催はＮＰＯ法人ドットジェイピー 
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未来国会2012とは 



①政策全体を重視した「国家デザイン」の視点 
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未来国会の特徴 

教育 
農林 
水産 

社会 
保障 

教育 
農林 
水産 

社会 
保障 

防衛 国債 
国土 
交通 

税制 

経済 
産業 

【一般的なコンテスト】 【未来国会】 

特定のテーマについての政策を立案 

 ⇒大きなビジョンの提示は不要 

様々な分野を横断的・俯瞰的に考える 

 ⇒全体を包括する「国家ビジョン」が必要 
  国家像と政策・予算の整合性を含めた 
  「国家デザイン」の視点 



②「予算」という現実と向き合う 
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未来国会の特徴 

《理想》 
アイディア構築・政策立案 

《理想》 
アイディア構築・政策立案 

《現実》 
実現可能性を担保する「予算」 

【一般的なコンテスト】 

アイデアとその制度設計を重視 

 ⇒アイデアが良ければ勝てる 
 「あれも、これも」のアイデアで、 
  実現可能性に疑問符が 

【未来国会】 

アイデアを、実現可能性の証である予算へ 

 ⇒「あれも、これも」とはいかない中で 
  いかに「理想の日本」へ近づくか 
  理想を実現する道筋を示すプランが 
  より大きな説得力を生む 



Ⅱ:開催実績 
    ―未来国会2010 

    ―未来国会2011 
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開催実績 
■未来国会２０１０（第１回） 

「借金１０００兆円を、見過ごせるか」 

・決勝会場：星陵会館 
・参加者：４０名 観覧者：１５０名 
 
・ゲスト（肩書は当時） 
 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 毎日新聞社論説副委員長 
 朝比奈一郎 青山社中株式会社筆頭代表（CEO） 
 
・協賛実績：１社（(株)ガイアックス様） 
・後援実績：２社（観光庁 他） 
・メディア掲載実績： 
 朝日新聞（2011.1.7）,毎日新聞（2011.1.5）他 
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開催実績 
■未来国会２０１１（第２回） 

「国家ビジョンのない現状を打破せよ！ 」 

・決勝会場：NTTデータユニバーシティ 
・参加者：４０名 観覧者：２００名 
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開催実績 
■未来国会２０１１（第２回） 
・ゲスト（肩書は当時） 
 鈴木 寛  前文部科学省副大臣  
 与良正男 毎日新聞社 論説副委員長 
 津田大介 メディアジャーナリスト 
 
 
 
 
 
 
 
・協賛実績：２社（㈱ガイアックス様 他） 
・後援実績：７社（文科省、観光庁 他） 
・メディア掲載実績： 
 毎日新聞（2011.9.28）,BLOGOS（2011.9.27）,日経新聞（2012.1.6）他 



 決勝ゲストとしてすでに以下３名の来場が決定！ 

 

 

 

 

 

  

 
★その他豪華ゲストにも現在オファー中！★ 
★メディアからの取材オファーも続々！★ 
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未来国会2012でも… 

鈴木 寛 
前文部科学副大臣 

与良正男  
毎日新聞社論説副委員長 

溝畑 宏 
現内閣官房参与 
(前観光庁長官) 



【速報】 

文部科学省・経済産業省・観光庁の後援が決定！ 

 

 

 

 

  

 
 

★その他、現在後援申請中が２省庁★ 
★各方面からの幅広い支持★ 
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未来国会2012でも… 



Ⅲ:コンテンツ 
    ―課題 

    ―参加者サポート 

    ―スケジュール 

 



■３０年後の日本を描き、１０年後の政策・予算へ 

・作るものは「国家像・政策・予算」の３点 

・約２ヵ月間をかけ、 

 丹念な調査・チームメイトとの徹底的な議論 

 を積み重ね、プランを完成へ 
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課題 

10年後 
（平成34年度／2022年） 

【政策】 
【予算】 

【国家像】 

30年後の日本 

現在 
（平成24年度／2012年） 

20年後 



■メンターの協力 

・財務省など各省庁から現役官僚を 

 メンター（専門家）として招致 

・イベント期間中を通し、 

 随時アドバイスを受けられる 
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充実のサポート体制 

■ＷＯＲＫＢＯＯＫの配布 

・プランの作り方を一から紐解く、 

 “国家ビジョン作成のバイブル” 

・未来国会プロジェクトのオリジナル 



■期間は約２か月 

 4回のイベントと、その間の自主ワーク（個人・チーム）で構成 
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イベントスケジュール 

キックオフ 中間プレゼン 予選 決勝 
7/29 8/25 9/9 9/15 

・メンターへのプレゼン 
・国家像・政策の 
 論理性・事実性を点検 

・決勝進出4チームの決定 
・中間プレゼン前のチェック 

メンタープレチェック 

【第一ターム】 【第二ターム】 

・オリエンテーション 
・ゲスト講演 
・メンターとの顔合わせ 
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イベントスケジュール 

■キックオフ 

・７月29日（日）13：00～＠国立オリンピック記念青少年総合センター 

・オリエンテーションや、期間中 

 互いに切磋琢磨しあうメンバー 

 との顔合わせ 

・「未来を担う若者たちへ」と題し、 

 豪華ゲストの講演も！ 

・メンターも来場し、プラン作成に 

 際する不安もその場で解消 

・最高の２か月間のスタートを！ 
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イベントスケジュール 

■第一ターム（キックオフ～中間プレゼン） 

・国家ビジョン・政策・予算の策定 

・チームごとにリサーチ・ディスカッションを重ね、プランを練る 

・期間中の時間の使い方は自由！ 

・随時メンターからのアドバイスが受けられる！ 
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イベントスケジュール 

■中間プレゼン 

・８月25日（土）13：00～＠国立オリンピック記念青少年総合センター 

・数チームごとにブロックに分かれ、 

 本番さながらのプレゼン 

・メンターの鋭い指摘でプランの 

 事実性・論理性をチェック 

・あなたなりの意見をもって 

 メンターとじっくり話せる 

 貴重な機会！ 

・第二タームや予選・決勝に向けて 

 ブラッシュアップのヒントを得る 
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イベントスケジュール 

■第二ターム（中間プレゼン～予選） 

・政策・予算に重点を置き、さらなるブラッシュアップを 

・各種資料・プレゼンの作成も 

■予選 

・９月９日（日）13：00～＠国立オリンピック記念青少年総合センター 

・全チームが数ブロックに分かれ、 

 プランを披露 

・ブロック内の互選で、栄えある 

 決勝進出チームを決定（全４チーム） 

・悔いの残らない、最高のプレゼンを！ 



© 2012 NPO法人ドットジェイピー「miraikokkai 2012 Project」 

イベントスケジュール 

■決勝コンテスト 

・９月15日（土）13：00～＠国立オリンピック記念青少年総合センター 

・予選を勝ち抜いた強豪４チームが、 

 ３００人超の同世代の若者や 

 豪華ゲストの前でプレゼンし、 

 最優秀プレゼンテーションを決定 

・優勝チームは、豪華ゲストとの 

 パネルディスカッション 

・社会に対し、あなたや 

 あなたのチームの意見を発信 

・メディア取材多数！ 



Ⅳ:エントリー方法 
    ―エントリーの注意 

    ―エントリー方法 

    ―情報 



エントリーにあたって 

■参加資格 

・３０歳未満の若者（学生であるかどうかは問わない） 

・原則チーム単位エントリー（１チーム５～９人が標準） 

 ※個人参加についてはご相談ください 

■参加費 

・１０,５００円（１人あたり、１チーム５人の場合は計５２,５００円） 

 ※ＮＰＯ法人ドットジェイピーでの議員インターンシップ経験者を 
  含むチームは、一人あたり２,１００円を割引 
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エントリー方法 

■申し込み 

・ＷＥＢ（http://www.miraikokkai.com）の申し込みフォームより 

・ＷＥＢエントリー締め切りは７月23日（月）23:59 

■申し込み後の流れ 

・受付メールを確認の上、参加費１０,５００円×チーム人数分を 

 所定の銀行口座へ振り込み 

・説明会資料に封入された申込書とエントリーシートに 

 記入・署名・捺印の上、７月29日（土）のキックオフイベント時に持参 
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http://www.miraikokkai.com/
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More Information 

@miraikokkai 

http://www.facebook.com/miraikokkai2012 

http://www.miraikokkai.com 

《 未来国会2012で検索 》 公式ＷＥＢサイト 

★詳しい情報・参加申込みはこちらから！ 

★ゲスト決定など最新情報は、twitter・facebookで！ 



７月29日のキックオフイベントでお会いしましょう。 

みなさんの参加、お待ちしています！ 

日本の未来のカギを握るのは、あなた。 

お問い合わせ： 
ＮＰＯ法人ドットジェイピー 

未来国会２０１２プロジェクト事務局 
miraikokkai2012@gmail.com 


