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2021 年 11 月 

              

標記について、以下の募集要項に基づき参加募集をいたします。 

以下のご案内に従い、お申込みいただくようお願いいたします。 

 

１ 企画趣旨 

2014 年度から７回にわたり開催されてきたインターカレッジ・コンペティションにおいては、ワールドマスターズゲームズ 2021

関西（※以降 WMG2021 関西と略）の認知度向上策や大会盛り上げのための提案、またそれをきっかけとした地域振

興案など多様な提案をいただいてきました。 

その中でいくつかの提案については既に施行されたものもあり、大会成功に向けた一助となっております。 

これまで本コンペティションに参加いただき、またそれぞれが個性的な提案をいただいたことに大変感謝しております。 

本年も、青少年自らが社会に関わる活動への参加意識を促し、健全な育成に貢献するべく開催を決定していますが、以 

下のように状況の変化がありましたので、あらためて案内をさせて頂きます。 

 

さて大会本来の趣旨を実現するため 2026 年に延期する方向となりました WMG2021 関西の開催ですが、注目が集ま

った東京オリンピックを受けて、関西でもスポーツの灯を絶やさない継続的な取り組みが必要と考えています。 

それを受けて 2026 年の WMG2021 関西に向けて、関西におけるスポーツ振興や地域振興のために取り組むべきアクショ

ンに関するアイデアを募集いたします。 

ご提案いただいた内容はこれまでと同様、実現に向けて検証・調整を行い、実施への提言へとつなげたいと考えています。 

 

日本各地で、スポーツによる地域の活性化や魅力づくり等に向けた様々な取り組みが行われておりますが、その状況の中で

関西全体や関西の各地域が取り組むべき事業について、幅広い分野で提案に取り組むことは、学生の皆様にとって、より

実務的な研究活動の場になると考えています。 

皆様のご参加と、個性豊かな提案をいただけることをお待ちしております。 

 

※補足 コロナウイルス感染状況に対する措置について 

2021 年 11 月現在コロナウイルス禍は未だ完全に収束に至っていません。予選・決勝につきましては、会場集合型で

の開催によるリスクが高い場合はリモートでの開催や動画での応募等手法を検討の上、再度案内させていただきます。

また応募状況によっては、コンペティションではなく研究発表等の形式での参加に切り替えさせていただく場合も想定し

ておりますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。 

 

2 主催・関係団体 

【主催】 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会・スポーツコミッション関西 

  【協力】 

公益財団法人日本スポーツ協会・関西広域連合・全国大学体育連合・大学スポーツコンソーシアム KANSAI 

【後援】 

スポーツ庁・公益財団法人日本パラスポーツ協会・一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構・ 

一般社団法人関西経済同友会・一般社団法人神戸経済同友会・一般社団法人京都経済同友会・ 

公益社団法人関西経済連合会・大阪商工会議所・神戸商工会議所・堺商工会議所 

 



3 募集要項  

・参 加 資 格：所属大学に指導教員を有する大学生、大学院生  

・募  集  数 ：30 チーム・予定（応募多数の場合は要調整） 

・申込み方法：指定のエントリー用紙に必要事項を記入の上、2021 年 9 月 24 日（金）までにメールにて提出(済) 

・条      件：ゼミ単位で申し込むこと（同一ゼミで複数のチーム参加も可能）（1 チーム 5 人程度を目途） 

 ・スケジュール（最終課題、予選・決勝については予定） 

 

 

 

 

※ワークショップ・予選・決勝は会場での実施、リモート形式での実施、ハイブリッド形式での実施を検討中。 

 

4 募集テーマ 

 

「2026 年 WMG2021 関西の開催に向けて、より充実した環境で大会を迎えるためにスポーツ振興や地域振興のために大学が関

西全体、または関西の各地域と協力して取り組むべき施策」 

 

スポーツによる個人や地域、そして文化・経済などを活性化するための取り組み、世界に向けて関西をより強く発信する取り組

み、スポーツ実施率を高め健康寿命を延ばす取り組み、また未来に向けて新たな価値や人材を生み出す取り組み等、

WMG2021 関西の開催に向けて大学が中心となって行う取り組みについてご提案ください。単独テーマでも、複合的な活動

案でも結構です。 

（参照）ワールドマスターズゲームズ 2021 関西レガシー基本構想 

https://wmg2021.jp/upload_file/201912261745571546179137.pdf 

（企画テーマ設定例） 

① 関西全体もしくは特定地域で新たに開催するスポーツイベント・大会案 

② スポーツ実施率向上や健康増進のために、取り組むべき施策 

③ 観光資源や文化資産とスポーツを融合させた、関西・地域への集客策や振興策 

④ 2026 年に向けた、関西・地域と日本各地、世界とのスポーツによる交流促進案 

⑤ 各地の高校・大学における人材育成案やスポーツ活動の振興案 

⑥ スポーツと産業・医学・エンターテインメント等を結び付けたプロジェクト案 

   

  ※過去参加チーム（ゼミ）については、以前に参加した企画の再構築、発展形での参加も可能とします。 

  ※提携団体や活動主体として想定する団体へのヒアリング等は原則各チームで行ってください。 

※実施に掛かる費用等についても、可能な限り算出して企画立案する事を望みます。 

※提案企画が実施検討の対象となった場合は、コンペティション終了後もご可能な範囲で協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

2021 年 

6 月下旬 

募集開始 

9 月 24 日 

応募締切 

10 月 18 日 

課題提出 

10 月 22 日 

ワークショップ

開催 

12 月 15 日 

最終課題 

提出締切 

2022 年 

1 月１１日 

予選・決勝 

https://wmg2021.jp/upload_file/201912261745571546179137.pdf


5 課題提出（第 1 次案）について 

  2021 年 10 月初旬までに下記書類を提出してください。（詳細は後日ご案内予定） 

① パワーポイント（A4 横書き）企画書 15 枚程度まで（PPT・PDF データで納品してください） 

※統一フォーマットの表紙を使用してください。（HP よりダウンロードの上、必要事項を記入の上） 

※提出していただいた資料をもとに HP へのエントリーチームの紹介、ワークショップ（次頁で案内）を開催します。 

 

6 ワークショップ 

②  ワークショップは参加を希望するチームのみを対象とします（別途、申込書を提出いただきます） 

② 2021 年 10 月 22 日開催※リモート形式での実施 

③ 内容：各チームからその時点における企画のプレゼンを行い、講評者の企業・組織委員会・大学教員からアドバイスを 

いただく事で、最終課題の提出に向けて企画内容をブラッシュアップするためのディスカッションの場とします。 

 

7 最終課題提出について   

   2021 年 12 月 15 日（詳細は後日ご案内予定） 

   ※仕様は第 1 次案と同様 

 

8 予選・決勝  

  2022 年 1 月 11 日（詳細は後日ご案内予定） 

  会場：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター／天満橋） 

  ※予選は開催日の午前中、決勝は午後に実施 

  ※参加チームによるプレゼンテーションは各チーム持ち時間 10 分（予選・決勝とも） 

  ※予選審査員により決勝通過チーム（6 チームを想定）を決定 

  ※決勝審査員の採点により優勝、準優勝、3 位、優秀賞を決定 

 

 ＜予選・決勝審査／採点方法＞（詳細は後日ご案内予定）  

 ※参考：昨年度の審査項目 

 

 

 



 

＜予選・決勝審査員＞（詳細は後日ご案内予定） 

  関西経済界や WMG2021 関西組織委員会等から選出。 

 

※参考：昨年度の決勝審査員（8 名）※所属・役職はインターカレッジコンペティション 2020 開催時のもの 

  ①（審査員長）原田 宗彦様   一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）会長 

                        早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

  ②牛尾 則文様            スポーツ庁 スポーツ総括官 

  ③柳本 晶一様            一般社団法人 アスリートネットワーク 理事長 

                         公益財団法人 WMG2021 関西 組織委員会 レガシー創出委員会 副委員長 

                         アテネ・北京オリンピック バレーボール全日本女子チーム監督 

 ④泉 正文様              公益財団法人 日本スポーツ協会 副会長兼専務理事 

  ⑤村上 元伸様                関西広域連合本部事務局 事務局長   

  ⑥古市 健様              一般社団法人 関西経済同友会 代表幹事  

                        日本生命保険相互会社 代表取締役副会長 

⑦木下 博夫様            公益財団法人 WMG2021 関西 組織委員会 事務総長  

⑧深野 弘行様              スポーツコミッション関西 代表理事 

                            一般社団法人 関西経済同友会 代表幹事 

伊藤忠商事株式会社 専務理事社長特命 関西担当） 

 

9.表彰 

  決勝進出 6 チーム、が表彰対象になります。（別途特別賞を検討） 

  

  ※参考：昨年度の表彰 

・優勝「最優秀賞・スポーツ庁長官賞」（ 副賞 スポーツ大会視察のための旅費 30 万円・図書券 5 万円分） 

・準優勝「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西 組織委員会賞」（副賞 図書券 3 万円分） 

・第 3 位「スポーツコミッション関西賞」（副賞 図書券 2 万円分） 

・優秀賞「日本スポーツ協会賞」「関西広域連合賞」「関西経済同友会賞」（副賞 図書券 1 万円分） 

・参加者全員に特別賞（図書券 5000 円分、WMG2021 関西関連グッズ） 

  ※スポーツ庁長官賞受賞の場合、スポーツ庁における長官からの表彰式にご参加いただく場合があります。 

  ※優勝者に対する副賞は今年度も提供を予定していますが、内容は精査中です。 

     

10.その他 

コンペティション終了後、審査員と学生の交流会（参加無料）を検討しております。（新型コロナウイルスの感染状況により実

施しない可能性あり。詳細は後日ご案内予定） 

普段接する機会の少ない方から、お話を直接お聞きできる機会になりますので、ぜひ参加をご検討ください。 

 

 

公益財団法人 ワールドマスターズゲームズ関西 2021 組織委員会 

スポーツコミッション関西 


