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観光庁長官賞争奪観光庁長官賞争奪観光庁長官賞争奪観光庁長官賞争奪    

「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光 PRPRPRPR アワード」アワード」アワード」アワード」    

岩手県での岩手県での岩手県での岩手県での最終審査会最終審査会最終審査会最終審査会の開催が決定！！の開催が決定！！の開催が決定！！の開催が決定！！    

決勝進出者決勝進出者決勝進出者決勝進出者 10101010 名が、（１）地元観光名が、（１）地元観光名が、（１）地元観光名が、（１）地元観光 PRPRPRPR    （２）地元のお土産物のアイデイアプラン（２）地元のお土産物のアイデイアプラン（２）地元のお土産物のアイデイアプラン（２）地元のお土産物のアイデイアプラン        

（３）地元のドライブコースを提案！（３）地元のドライブコースを提案！（３）地元のドライブコースを提案！（３）地元のドライブコースを提案！    

アジアの学生間の交流・友好の輪を広めるアジアの学生間の交流・友好の輪を広めるアジアの学生間の交流・友好の輪を広めるアジアの学生間の交流・友好の輪を広める「第「第「第「第 3333 回ミスキャンパス回ミスキャンパス回ミスキャンパス回ミスキャンパスサミット」サミット」サミット」サミット」とととと    

両イベントの参加学生による両イベントの参加学生による両イベントの参加学生による両イベントの参加学生による陸前高田市での震災復興に向けてのワークショップ陸前高田市での震災復興に向けてのワークショップ陸前高田市での震災復興に向けてのワークショップ陸前高田市での震災復興に向けてのワークショップもももも    

同時開催！！同時開催！！同時開催！！同時開催！！    

「「「「学生のチカラ学生のチカラ学生のチカラ学生のチカラ」」」」で、で、で、で、東北東北東北東北の復興への貢献を目指しますの復興への貢献を目指しますの復興への貢献を目指しますの復興への貢献を目指します！！！！！！！！    

 

全国 47 都道府県の大学生が、地元の観光の魅力を国内外にＰＲする企画、「学生のチカラで日

本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光 PR アワード」最終審査会の岩手県盛岡市での開催が

決定いたしました。また、アジアの学生間の交流・友好の輪を広め、日本の魅力を国内外の若者

に訴求する、アジアのミスキャンパスを日本に招いての「第 3 回ミスキャンパスサミット」と、

両イベントの参加学生による岩手県陸前高田市での震災復興に向けてのワークショップ及び宮城

県石巻市での復興ボランティア活動を、震災復興への思いを込めて、同日程で開催させて頂くこ

ととなりました。 

地域の活性化への貢献を目的に昨年より開催しております「学生のチカラで日本を元気に！都

道府県対抗・学生観光 PRアワード」におきましては、自らが愛する地元の観光ＰＲを、学生なら

ではの自由な発想・アイデアで行うことで、新たな日本の魅力の発見・発信と、地域観光の促進

につなげることを開催目的とし、昨年度、第一回が開催されました。昨年度は全国のミスキャン

パスを参加者として開催いたしましたが、第二回となる本年は、学生のチカラをより大いに発揮

すべく、一般大学生を含む全大学生に参加枠を拡大し、地元の観光 PR により貢献できるよう、取

り組んでおります。 

本イベントの開催にあたっては、観光庁殿の特別後援と、内閣府殿、全国の地方運輸局殿、45

道府県等の後援が予定されており（２０１４年１月２９日現在、４３道府県後援・栃木県、徳島

県後援予定）、最終審査会でのプレゼンテーションにより、グランプリ（観光庁長官賞）が決定い

たします。その最終審査会の会場として岩手県盛岡市、岩手県公会堂を予定しております。 

本イベントは、2013年 10月から 12月までは、それぞれ学園祭でのプロモーション期間として、

参加者各自が学園祭のブログ等で地元の観光ＰＲの投稿等を行って参りました。プロモーション

期間は 12 月末で終了し、2014 年 1 月からは、第一次審査として、Google＋での投稿による、観

光ＰＲと地元のお土産物のアイデイアプランの提案、地元のドライブコースの提案を行って頂き、

Google＋の「+1」の得票数と事務局審査により上位 10名が決定され、最終審査会でのプレゼンテ

ーションが行われ、グランプリ（観光庁長官賞）が決定いたします。また、その最終審査会の会

場として岩手県盛岡市、岩手県公会堂を予定しております。最終審査会でグランプリに選出され

た方にはその後、陸前高田市でのアジアや全国の学生と被災地の活性化について考えるワークシ



ョップ、石巻市での復興ボランティア活動にも参加をして頂きます。 

東日本大震災からもうすぐ 3 年が経とうとしています。富士山の世界遺産登録や東京オリンピ

ック決定など、日本は次第に元気を取り戻しつつありますが、復興の手は未だ被災地全土に行き

届いておらず、被災地への関心は徐々に風化しつつあるといえます。大きな代償を払った東北大

震災の経験を、わたくしたち将来世代の学生は、風化させず、日本の魅力と素晴らしさを国内外

に発信し、少しでも日本が、被災地が元気になれるように貢献したいと考え、「学生のチカラで日

本を元気に！第 2 回都道府県対抗・学生観光 PR アワード」と、アジアのミスキャンパス（インド

ネシア、ベトナム、シンガポール）を日本に招いての「第 3 回ミスキャンパスサミット」を岩手

県で同時開催させて頂きたいと考えております。 

 

 

■イベント構成■イベント構成■イベント構成■イベント構成    

「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光 PR アワード」のイベントとして、

下記のイベントがございます。 

・本企画（コンペ：盛岡グランプリファイナル／陸前高田ワークショップ） 

・特別企画：第三回ミスキャンパスサミット 

 

 

 

 

■「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光「学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光 PRPRPRPR アワード」開催概要アワード」開催概要アワード」開催概要アワード」開催概要    

●名    称：＜学生のチカラで日本を元気に！第２回都道府県対抗・学生観光 PR アワード＞ 

●URL：http://kankoaward.gakuchika.com/2nd/ 

●略  称：＜ガクチカ観光ＰＲアワード＞ 

●開催日時 ＜プロモーション期間＞ 

       2013 年 10〜12 月：参加者各自が学園祭のブログ等で地元の観光名所の投稿等によ

り、プロモーションを展開 

      ＜第一次審査期間＞ 

       2014 年 1月 

（１）Google＋での投稿による、地元の観光 PR R 

     （２）地元のお土産物のアイデイアプランの提案 

      （３）地元のドライブコースの提案 

＜最終審査＞ 

       2014 年 2月 22 日 

第一次審査で上位 10 名による最終審査会でのプレゼンテーションによる決定 

       最終審査は、３つの要素で構成。 

       （１）地元観光 PR 



 （２）地元のお土産物のアイデイアプラン 

 （３）地元のドライブコースの提案 

●開催場所：決勝戦会場：岩手県公会堂（岩手県盛岡市）  

●主  催：学生のチカラで日本を元気に！都道府県対抗・学生観光 PRアワード実行委員会  

●共  催： 一般社団法人学生のチカラで日本を元気に！／  CampusNavi 

●企画運営：都道府県対抗・学生観光 PR アワード運営事務局 

●参加大学：北海道大学、弘前大学、岩手大学、東北大学、秋田大学、山形大学、福島大学、 

茨城大学、宇都宮大学、高崎経済大学、埼玉大学、東洋大学、千葉大学、東京大 

学、慶応義塾大学、上智大学、青山学院大学、首都大学東京、成蹊大学、國學院 

大学、立教大学、学習院大学、明治学院大学、中央大学、日大芸術、専修大学、 

横浜国立大学、北里大学、新潟大学、富山国際大学、金沢大学、福井大学、山梨 

大学、信州大学、岐阜大学、静岡大学、名城大学、三重大学、龍谷大学、同志社 

大学、立命館大学、大阪大学、関西大学、神戸大学、関西学院大学、奈良大学、 

和歌山大学、鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、下関市立、徳島大学、 

香川大学、松山大学、高知大学、福岡大学、佐賀大学、長崎大学、熊本大学、大 

分大学、宮崎大学医学部、鹿児島大学、琉球大学 以上計 65 大学 

●特別後援：  

●後  援：内閣府、国土交通省北海道運輸局、同東北運輸局、同関東運輸局、同北陸信越運 

      輸局、同中部運輸局、同近畿運輸局、同中国運輸局、同四国運輸局、同九州運輸 

      局、日本政府観光局、北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、秋田県、福島県、 

      茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、富山県、福井県、長野県、 

      新潟県、山梨県、岐阜県、愛知県、滋賀県、兵庫県、京都府、大阪府、和歌山県、 

      奈良県、三重県、広島県、鳥取県、島根県、岡山県、高知県、山口県、香川県、 

      愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、宮崎県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県 

      朝日新聞社、日本経済新聞社 

      盛岡市（申請中）、陸前高田市（申請中） 

●協  力：    

●顧問・審査員 

＜顧問＞ 

特別顧問 観光庁長官 久保 成人 様（予定） 

特別顧問 復興庁副大臣 谷公一 様 

特別顧問 自民党副幹事長 関 芳弘 様 

特別顧問 岩手県知事 達増拓也 様（予定） 

特別顧問 陸前高田市長 戸羽 太 様（予定） 

顧  問 川崎商工会議所 会頭 山田長満 様 

顧  問 岩田合同法律事務所 執行パートナー 田路至弘 様 

顧  問 コモンズ投信株式会社 会長 渋澤健 様 

顧  問 株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長 CEO 藤原洋 様 

  



＜審査員＞ 

審査委員長 観光庁長官 久保 成人 様（予定） 

審査委員  国土交通省岩手運輸局殿（予定） 

審査委員  岩手県観光課 中嶋 様 

審査委員  山形市役所総務部行革推進課 後藤好邦（東北 OM）（予定） 様 

審査委員  青山社中株式会社 共同代表 遠藤洋路 様 

審査委員  株式会社リヴァンプ 代表取締役副社長 兼 COO 湯浅 智之 様 

審査委員  株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役会長兼社長 CEO 藤原洋 様 

審査委員  トヨタ自動車株式会社 渉外部 名畑 様 

審査委員  一般社団法人クールジャパン協議会理事長 DAVID KOIZUMI 様  

審査委員  株式会社ＧＥＴＴＩ GROUP 代表取締役 太田雅人 様 

 

 

 

＜特別企画＜特別企画＜特別企画＜特別企画    第三回ミスキャンパスサミットについて＞第三回ミスキャンパスサミットについて＞第三回ミスキャンパスサミットについて＞第三回ミスキャンパスサミットについて＞    

 

■「第３回■「第３回■「第３回■「第３回ミスミスミスミスキャンパスサミット」開催概要キャンパスサミット」開催概要キャンパスサミット」開催概要キャンパスサミット」開催概要    

●名     称： 第 3 回ミスキャンパスサミット    

       ※日・ASEAN 友好協力 40 周年認定イベント申請中 

●開催目的： 国内主要大学のミスキャンパスが、アジアの学生間の交流・友好の輪を   

広める「アジア親善大使」としての役割を果たすべく、アジアのミスキ 

ャンパスを招き、 2011 年に引き続き、継続開催。 

●開催日時：2013 年 2 月 21 日〜27 日 

●開催場所：岩手県、東京 

●主  催：ミスキャンパスサミット実行委員会  

●共  催： 一般社団法人学生のチカラで日本を元気に！／  CampusNavi 

●学生実行委員会構成 

       東京大学広告研究会/慶応義塾大学広告学研究会/上智大学ソフィア祭実 

行委員会 

● 制作運営：ミスキャンパスサミット運営事務局 

●参加予定国（アジアミスキャンパス）：インドネシア、ベトナム、シンガポール 

●国内参加予定大学：東京大学、慶應義塾大学、上智大学 他 

●共  催： 一般社団法人学生のチカラで日本を元気に！／  CampusNavi 

●後援（予定）：外務省、観光庁 他 

● 行事内容 

【1】ミスキャンパスカンファレンス 

【2】省庁、自治体表敬訪問 

【3】開催地プロモーション 

【4】観光 PR アワード決勝戦 

    

    

    

    



■工程表（予定）■工程表（予定）■工程表（予定）■工程表（予定）    

 

 

 

 

■一般社団法人 学生のチカラで日本を元気に について 

 一般社団法人 学生のチカラで日本を元気に は、様々な分野で活躍する学生の活動を応援し、

包括的な側面から、この国を盛り上げていきたいと強く思っています。震災の年の 2011 年に日本

とアジアの学生の恒久的な交流・親善と日本の魅力の発信をテーマにした、ミスキャンパスサミ

ットを関西・山陰で開催し、2013 年は、全国の学生による地域活性化イベント【学生のチカラで

日本を元気に！第一回都道府県対抗観光 PR ｱﾜｰﾄﾞ】と第二回ミスキャンパスサミット２０１２を

首都圏で開催致しました。 

 2 年かけて作り上げた学生の絆を 2013 年、将来の公益社団法人化を目指して、法人化致しまし

た。 

＜法人概要＞ 

■名称 ： 一般社団法人 学生のチカラで日本を元気に 

■住所 ： 東京都港区赤坂 1丁目 1番 17 号  細川ビル 7F 

■設立 ： 2013 年 8月 

■理事 ： 理事長 川中崇史（東京大学） 

      理事 中野哲杜(慶応義塾大学) 

齋藤弘明(早稲田大学院) 

浅沼貴仁(鳥取大学) 

                         

 

■本件に関するお問い合わせ先 

〒107-0052 東京都港区赤坂１丁目１－１７細川ビル 704 

第 2 回ガクチカ観光 PRアワード事務局 

事務局長代理 山下 静香（090-2213-0666) 

TEL.03-3582-0666 FAX.03-3582-0680 

Mail: kankou.pr.award@gmail.com    

以上 


