全国高等学校観光選手権大会

決勝大会実施要領
全国高等学校選手権大会実行委員会

1. 開催趣旨
全国 62 校 113 プランの応募から予選審査会による応募書類の厳正な審査によって選ばれ
た８チームが、決勝大会の舞台上で 12 分間のプレゼンテーションを行います。その内容を
決勝大会審査委員が厳正に審査し、グランプリ、金賞、銀賞、銅賞の受賞を決定します。
併せて、決勝大会のなかで、4 人のパネラーによるパネルディスカッション「世界が求め
る日本の体験型観光とは？」を開催し、大会終了後には交流会を行います。

2. 開催概要
＜決勝大会＞
日時：2016 年 8 月 25 日（木）12:30 開場

13:00 開演 17:00 終了

会場：神戸ハーバーホール（神戸市産業振興センター3F）
住所：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8 番 4 号（神戸ハーバーランド内）
アクセス：JR 神戸駅より徒歩 5 分

TEL：078-360-3200

入場：無料、事前申込不要
内容：開会挨拶、決勝出場校発表、パネルディスカッション、表彰式
主催：全国高等学校観光選手権大会組織委員会
共催：神戸山手大学（現代社会学部）
後援：観光庁、公益社団法人日本観光振興協会、一般社団法人日本旅行業協会、一般社団
法人全国旅行業協会、一般社団法人日本ホテル協会、全国高等学校観光教育研究協議
会、公益社団法人ひょうごツーリズム協会、一般財団法人神戸国際観光コンベンショ
ン協会、株式会社観光経済新聞社、関西観光教育コンソーシアム、一般社団法人日本
インバウンド教育協会、特定非営利活動法人世界遺産アカデミー
特別協賛：学校法人三幸学園
協賛：特定非営利活動法人世界遺産アカデミー、株式会社 JTB 西日本、株式会社 KNTCT ホールディングス、株式会社日本旅行、森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会
社、株式会社ポートピアホテル、株式会社ジャパンインバウンドソリューションズ、
株式会社やまとごころ、株式会社パイプドビッツ
＜交流会＞
日時：2016 年 8 月 25 日（木）17:30～19:30
開場：レストラン「はぁとす。
」
（神戸市産業振興センター10F）
費用：決勝出場校生徒・引率者 6 名まで無料ご招待。追加参加は 1 人 5000 円。
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3. 決勝大会概要
(1) 決勝大会表彰
・グランプリ 観光庁長官賞 1 校（副賞 旅行券 10 万円）
・金賞 1 校、銀賞 3 校、銅賞 3 校
(2) 決勝大会審査基準
・わくわく感があり、期待を抱かせるか
・ターゲットが明確で、集客できるか
・繰り返し参加したくなるか
・地域の課題を解消、地域貢献につながるか
・世界へアピールする力があり、外国人にも対応できるか
(3) 決勝大会審査方式
・8 名の決勝大会審査委員がそれぞれグランプリ 1 票、金賞票 1 票、銀賞票 3 票、銅賞票 3
票をもち、各賞に該当する高校に投票する。グランプリ票を最も多く獲得した高校をグラン
プリ観光庁長官賞とし、以下得票数に応じて、金賞、銀賞、銅賞を決定する。
(4) 決勝大会審査委員
委員長

丁野 朗

公益社団法人日本観光振興協会 総合調査研究所長

委員

福井 善朗

山陰インバウンド推進機構 代表理事

委員

中村 好明

株式会社ジャパンインバウンドソリューションズ 代表取締役社長

委員

村山 慶輔

株式会社やまとごころ 代表取締役社長

委員

北村 豪

株式会社ＪＴＢ西日本 執行役員 団体旅行京都支店長

委員

冨澤 美津男 ＫＮＴ－ＣＴホールディング株式会社 地域事業部 部長

委員

松下 麻理

神戸フィルムオフィス代表

委員

原

神戸山手大学現代社会学部観光文化学科准教授

一樹

(5) 出場校（発表順）
学校名

プラン名

1 福井県立奥越明成高等学校

日本一の名水による恵み～町がまるでレストラン
でバイキング～

2 岐阜県立大垣養老高等学校

岐阜は飛騨だけじゃない！岐阜西濃の魅力をモノづくり、ヒト
づくり体験で紹介!!

3 青森県立名久井農業高校

青森お米物語～辛い記憶を乗り越えて～

4 長野女子高等学校

別所に行きましょ ―めぐってめくる七苦離の旅―

大野の幸

5 名古屋経済大学高蔵高等学校 モノづくり王国から、東海道「有松」で４００年の「ホンモノ」
体感ツアー～地域の美しさを全国へ!そして世界へ!!～
6 兵庫県立生野高等学校

朝来で暮らす 3 日間の旅～地域とつながる田舎体験プラン～

7 京都府立桂高等学校

ほんまもんの和食素材を世界へ発信！伝統野菜が繋ぐ京の歴
史と食文化の再発見

8 山形県立村山産業高等学校

「日本文化体験」Fake&Fantasy～日本の文化「F＆F」を体験
しながら、奇跡を感じるツアー～
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(6) 発表ルール
・内容：自チームが企画した地域発「体験型観光プログラム」について発表してください。
地域で行う体験の魅力が伝わるよう自由に工夫してください。
ただし、パフォーマンスを競うものではありません。
・発表時間：12 分以内（12 分経過時点で発表を打ち切ります）
・発表順序：予選審査順位 8 位、7 位、6 位、5 位、4 位、3 位、2 位、1 位の順とします。
・人数：舞台上登壇者の上限は、発表者 5 名＋補助者（パソコン操作専属）1 名。
※登壇者が 5 名以下の場合は、発表者がパソコン操作を兼ねてもかまいません。
・服装：自由。衣装や小道具の使用は自由です。
・発表場所：神戸ハーバーホール ステージ上
・ステージ高＝55.0cm 天井高＝540cm
・前方幅＝1100cm 後方幅＝700cm 奥行＝650cm
・上手に演台と発表用ノートパソコン、レーザーポインターを設置。司会者は下手。
・客席前方 1 列目中央にプロジェクターを設置し、舞台奥のスクリーンに投影
※発表時の立ち位置は自由です。

・機材：スクリーン、
プロジェクター（Epson EB4650：4:3 での投影、Wide 非対応）、
ノートパソコン（Windows7、Office2007）
、
レーザーポインター（KOKUYO ELA-GU94、スライド送り機能あり）
ワイヤレスマイク 2 本
※発表時の操作は生徒が行ってください。
・発表用データ：
・事前に動作確認をし、前日までに下記宛てに発表用データをお送りください。
送付先：kanko.senshuken2016@gmail.com
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・念のため、当日はデータを収めた USB メモリーをお持ちください。
・発表の際お使いになる動画や音声データも、発表用データに収めてください。BGM
／効果音を使用される場合は、著作権フリーのものに限ります。
※インターネット環境の不調が発生する可能性がありますので、すべてローカル環
境で再現できるようにデータを整えてください。
・発表手順：
・会場に着席→自校の発表 2 つ前：舞台裏の控え室へ移動→発表順 1 つ前：舞台上
手袖に移動→前高校の発表終了後、機材を設定して立ち位置について下さい。
・司会者のアナウンス（校名・プラン名）の終了後からタイムキーパーが時間を計測
しますので、発表を開始して下さい。計測開始 10 分後に鐘を 1 度、計測開始 12
分に 2 度鳴らし、発表を打ち切ります。
・引率教員は機材準備時のみステージ上に立つことができます。
・発表者がステージから降りてはいけません。審査員への資料配布等は行うことがで
きません。
・衣装や小道具の使用は自由です。衣装への着替えが必要な場合は、4F に設けられ
る更衣室をご利用ください。また、大きな荷物がある場合は、当日朝着の時間指定
宅配便で会場に届けることも可能です。
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4. 当日スケジュール
9:00

～

搬入、準備
※出場校はリハーサル予定 1 時間前までに会場にご集合ください。
リハーサルは会場準備が整い次第開始します。
空き時間に順次昼食をとっていただきます。

10:00

～

12:00

リハーサル（各校 15 分×8 校）

(予定)

福井県立奥越明成高等学校

10:00～10:15

繰上げ
の可能
性あり

岐阜県立大垣養老高等学校

10:15～10:30

青森県立名久井農業高校

10:30～10:45

長野女子高等学校

10:45～11:00

名古屋経済大学高蔵高等学校

11:00～11:15

兵庫県立生野高等学校

11:15～11:30

京都府立桂高等学校

11:30～11:45

山形県立村山産業高等学校

11:45～12:00

12:30
13:00

開場
第 1 部開演

～

・挨拶（大会組織委員長、観光庁）
13:20

～

14:20

・発表 4 校（発表 12 分＋交代・準備 3 分）
福井県立奥越明成高等学校
岐阜県立大垣養老高等学校
青森県立名久井農業高校
長野女子高等学校

14:20

～

14:30

休憩（10 分）

14:30

～

15:30

第 2 部開演
・発表 4 校（発表 12 分＋交代・準備 3 分）
名古屋経済大学高蔵高等学校
兵庫県立生野高等学校
京都府立桂高等学校
山形県立村山産業高等学校

15:30

～

休憩（10 分）

15:40

～

パネルディスカッション「世界が求める日本の体験型観光とは？」
パネラー：丁野朗、福井善朗、中村好明、村山慶輔
コーディネーター：小野田金司（神戸山手大学現代社会学部観光文
化学科教授・学長補佐）
（60 分）

16:40

～

表彰式（審査員、観光庁、各校代表ステージへ）

17:00
17:30

終了 （17:30 撤収完了）
～

19:30

交流会（レストラン「はぁとす。」（10F）
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5. その他


会場では、指定された座席にご着席ください。個別の控え室がございませんので、荷物
も指定座席スペースに置いてください。貴重品は生徒各自か引率者が管理してください。



衣装の着替えが必要な場合は、男子更衣室（401 号室）
、女子更衣室（402 号室）をご利
用ください。



午前中のリハーサルの空き時間等、ロビーなどを利用して練習していただくことは可能
です。



ホール内は飲食禁止、ロビーは飲食可です。昼のお弁当はロビーで召し上がってくださ
い。なお、ステージ上（舞台袖含む）は、喉を潤すため飲物を飲んでもかまいません。



昼食のお弁当は、生徒＋引率者分として無料で 6 食までご用意します（参加者が 6 名以
下の場合は人数分です）
。追加は１食 500 円です。必要な場合は、別紙の情報提供テンプ
レートに追加分をご記入ください。



交流会には、決勝出場校生徒・引率者 6 名まで無料ご招待いたします。お手数ですが、
決勝大会終了後、荷物を持って、会場に移動してください。追加参加は 1 人 5000 円で
す。必要な場合は、別紙の情報提供テンプレートに追加分をご記入ください。

6. 連絡・お問い合わせ先
「全国高等学校観光選手権大会」実行委員会 事務局 （小野田、小槻）
〒650-0006 兵庫県神戸市中央区諏訪山町 3-1 神戸山手大学内
TEL.078-341-6060（代表）FAX：078-371-4972
e-mail：kanko.senshuken2016.gmail.com
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