平成 26 年 12 月 24 日
住友生命保険相互会社

浅田真央さんがプロジェクトリーダーとなって一緒に若者の社会貢献活動を応援するプロジェクト

「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」
入賞者決定
浅田真央さん出演の新 TVCM「ヤングジャパンアクション 結果発表」篇

平成２６年１２月２５日(木)より放映開始
住友生命保険相互会社（社長 橋本雅博）は、日本の若者を応援する
「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」の入賞者を決定いたしま
した。
「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」は、当社ブランドパートナーの浅田真央さんをプロジェク
トリーダーとしてお迎えし、若者が考える社会的課題を解決する活動（アクション）の支援を行う、当社の
新たな社会貢献プロジェクトです。このたび、２０代の若者が中心となるアクションの募集を行い、１０組
の入賞者を決定しました。なお、大賞の受賞者には副賞として 100 万円の活動支援を行う他、浅田真央さん
が活動に参加する予定です。
さらに、平成２６年１２月２５日（木）より、本プロジェクトの結果を報告する新 TVCM「ヤングジャパン
アクション 結果発表」篇を放映いたします。本 TVCM では浅田さんが日本全国のみなさんに向けて、様々な
アイデアの中から選考を行い大賞が決定したアクションを発表しています。
１．
「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」入賞者および活動内容（活動概要は「別紙」のとおり）
応募総数１５７組（応募メンバー総数５，０５８名）より大賞３組、奨励賞７組を決定しました。

大

賞

３組 （副賞１００万円・浅田真央さんが活動に参加する予定です。
）

◆若者の力で、佐賀を元気に！！
フォーエス

ForS.（佐賀県）

◆パトラン ～ランナーが街を走ってパトロール～
ＮＰＯ法人 改革プロジェクト（福岡県）
◆「空き家×地域間交流×滞在＋被災地＝ゲストハウス」が日本の過疎地域が抱える社会問題を解決する！
気仙沼ゲストハウス”架け橋”（宮城県）

奨 励 賞

７組 （副賞１０万円）

◆高田と僕らの未来開拓プロジェクト ～春 ver.～（春たかぷろ）
セ ッ ト

特定非営利活動法人ＳＥＴ（岩手県）
◆「福島の女子×カワイイ」 をきっかけに発信するプロジェクト
peach heart/女子の暮らしの研究所（福島県）
◆ハイブリッドロケットで地域を活性化！
コ

ア

Challengers of Rocket Engineering (CＯRE) （埼玉県）
◆大切な人に、大切なことを、大切だと伝えよう。
一般社団法人リボンムーブメント（東京都）
◆アートサイト岩室温泉２０１５
いわむろ

アートサイト岩室温泉２０１５プロジェクトチーム（東京都）
◆大学生による都会で避難生活を送る東北の子どもたちの学習支援 「とどろき学習室・よこはま学習室」
とどろき学習室・よこはま学習室（神奈川県）
ちゅ ら じま
◆誇れる海を未来に！美ら島プロジェクト３６５！ ～毎日ゴミ拾い～
誇れるふるさとネットワーク（鹿児島県）
（順不同、敬称略）

２．選考会の様子
プロジェクトリーダー浅田真央さん（特別選考委員）をお迎えし、１２月上旬、住友生命東京本社会議
室にて選考会を行いました。
応募いただいたアクションは、地域社会、復興支援、環境等、様々なジャンルのもの。どのアクション
も、これからの日本を良くしていきたいという若者の熱意が伝わってくるものでした。この中から大賞を
選ぶのは至難の技でしたが、
浅田真央さんと、
同世代の住友生命の若手職員が中心になって意見を交わし、
若い感性で、日本をドキドキワクワクさせるアクションを選びました。

プロジェクトリーダー 浅田真央さん コメント
たくさんのご応募をいただきありがとうございました。今回初めて選考委員という大役を務めさせていただきました
が、同世代のみなさんの「アクション」はどれも熱い想いが伝わってくる内容で、どれかに決めなければいけない
というのがとても心苦しく、悩みながら選考させていただきました。大賞を受賞されたアクションには、プロジェクト
リーダーとして私も参加させていただく予定です。この『YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命』をきっ
かけに、日本中に元気を伝えられればいいなと思っています。

■「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」 プロジェクト概要
プロジェクト名

YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命

主催

住友生命保険相互会社

プロジェクトリーダー

浅田真央さん （特別選考委員）

趣旨

「YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」は、日本の若者が力を発揮できる環境の
創出を行い、若者の豊かな感性を活かし社会的課題を解決することを目的にしています。

募集対象

社会的課題を、自由な発想で解決するアクション。

募集期間

平成 26 年 9 月 22 日（月）～11 月 11 日（火）

表彰概要

ａ．大 賞
副賞 100 万円（3 組程度）
ｂ．奨励賞 副賞 10 万円（7 組程度）
大賞については、平成 27 年 1 月～3 月頃、浅田真央さんが、活動に参加する予定です。

■TVCM「ヤングジャパンアクション 結果発表」篇 概要
◇放映開始：平成 26 年 12 月 25 日(木)～
◇CM ストーリー：
とあるビルの屋上にプロジェクトリーダーの浅田真央さんが
YOUNG JAPAN ACTION の大きなプロジェクトフラッグを持って登場します。
「若者のみなさん！」
「ふたたび浅田真央です！」
若者たちにプロジェクトへの応募を呼びかけた浅田真央さんが、
大賞受賞団体を発表します。
「YOUNG JAPAN ACTION ！」
「たくさんのご応募ありがとうございました！」
「いろいろなアイデアの中から私も一緒に選びました！」
たくさんのご応募の中から選ばれた大賞受賞３団体を
浅田真央さんの掛け声とともに発表していきます。
「それでは発表します！」
「まずは一つ目！」
「二つ目！」
「ラスト、三つ目！」
「みんな頑張ってください！私も応援に行きますから！」
浅田真央さんが一緒に選んだ、
日本をよくするためのアクションを発表し、応援に伺うことを宣言します。

◇出演者プロフィール：浅田真央 (あさだまお) 選手
1990 年 9 月 25 日、愛知県名古屋市生まれ。女子シングルのフィギュアスケート選手。
2010 年バンクーバーオリンピックでは、女子シングル史上初、1 つの競技会中に 3 度の
3 回転アクセルを成功し、見事ギネスに認定され、銀メダルを獲得。2014 年の世界選手
権では、ショートプログラム世界最高点を記録し、ギネスに認定。ソチオリンピックでは 6
位入賞を果たす。現在は、選手活動を休養し、中京大学体育学部に在学中。

別紙

YOUNG JAPAN ACTION 浅田真央×住友生命」入賞者一覧
（順不同、敬称略）

大
団体名：ＦorＳ．

賞

（佐賀県）

佐賀大学の学生による耕作放棄地の再生
高齢化や後継者不足により、年々増加している耕作放棄
地。放置していると病害虫・鳥獣被害の発生やゴミの不
法投棄など周辺環境や下流地域に悪影響を与えます。Ｆ
orＳ．は、佐賀県の限界集落にある耕作放棄地をもう一
度開墾し、無農薬で野菜を育てています。また、加工・
販売も自ら行い、学生や地域の方々に向けた農業体験イ
ベントを開催し、農業の楽しさや食の大切さ、集落の現
状や魅力を伝える活動も行っています。耕作放棄地を甦
らせ、佐賀を元気づける取組みを日々進めています。

団体名：ＮＰＯ法人 改革プロジェクト （福岡県）

街を走ってパトロール
地域住民の安全を脅かす、不審者や空き巣による犯罪を
減らしたい。ＮＰＯ法人 改革プロジェクトでは、自分た
ちが楽しみながら地域の治安を守るパトラン（パトロー
ル・ランニング）を実施しています。「『健康』を促進
しながら『地域貢献』」をうたい文句に、不審者情報が
寄せられている地域を、週２回、ランニングをしながら
夜の見回りをしています。「毎日１，０００人のランナ
ーが走る街」の実現を目指して、パトランの輪をさらに
広げる取組みを進めていきます。

団体名：気仙沼ゲストハウス”架け橋”

（宮城県）

ゲストハウスで過疎地域の抱える問題を解決
今後、更なる深刻化が予想される過疎問題。特に東北の
太平洋沿岸部では東日本大震災の影響もあり、人口流出
に拍車が掛かり、コミュニケーションの希薄化や空き家
の増加などが問題視されてきています。気仙沼ゲストハ
ウス”架け橋”は、空き家を学生向けのゲストハウスに
改修し、地域社会とのふれあいの機会を提供する“架け
橋”として、また、復興支援における学生の長期ボラン
ティアの拠点として宿泊場所を提供し、震災の記憶を後
世に語り継ぐために、地元の方の被災体験を聴く機会を
設けるなど、新しい地域活性化と復興支援の形を模索し
活動しています。

奨励賞
団体名：特定非営利活動法人 SET

（岩手県）

団体名：peach heart/女子の暮らしの研究所
（福島県）

陸前高田と僕らの未来開拓プロジェクト
東日本大震災の被災地に住む中高生
が町と自身の可能性にチャレンジし、
生きたい生き方への一歩を踏み出す
ために、各種イベントを通して学び、実
践する場を提供しています。

団体名：Challengers of Rocket Engineering
(CORE)
（埼玉県）

ハイブリッドロケットで地域を活性化！

「カワイイ」をきっかけに福島の声を発信
東日本大震災への関心が徐々に薄れつ
つある日本。peach heart/女子の暮らし
の研究所は、「福島の女子×カワイイ」
をきっかけにして福島の今を伝え、共に
考えます。

団体名：一般社団法人リボンムーブメント
（東京都）

女子大生によるリボンムーブメント

CORE は伊豆大島でロケットの打ち上げ
実験を行っている学生団体です。お世話
になっている伊豆大島の復興と地域活
性化目指して、島を巻き込んだイベント
を実現していきます。

女性の健康維持・管理に関する正しい
情報の普及・啓発活動を行っています。
学生ならではの視点で子宮頸がん、子
宮内膜症と向き合い、啓発活動のムー
ブメントを起こしていきます。

団体名：アートサイト岩室温泉２０１５
プロジェクトチーム
（東京都）

団体名：とどろき学習室・よこはま学習室
（神奈川県）

美大生による温泉地のアートイベント

避難生活を送る子どもたちへの学習支援

武蔵野美術大学の学生と温泉組合が中
心となって、新潟県の岩室温泉にかつて
の賑わいを取り戻すべく、美大生として
の特色を活かした多彩なアートイベン
トで盛り上げます。

東日本大震災により故郷を離れて暮ら
す子どもたちを対象に大学生ボランテ
ィアが学習サポートを行うとともに、
居場所を作り、生きる力と将来の夢を
描く機会を創出しています。

団体名：誇れるふるさとネットワーク
（鹿児島県）

美ら島プロジェクト３６５！毎日ゴミ拾い
多くの漂着ゴミに悩まされている鹿児
島県与論島の海岸。次世代にキレイな
海を残すことを目指し、人々の意識の
向上と習慣につながるようゴミ拾いを
毎日継続しています。

