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君が変える未来
　東京への一極集中が進んでいる中で日本の多くの地域は過疎
化、高齢化に歯止めがかかっていません。ここ関西地域でも少子
高齢化の影響で生産年齢人口の減少が表れてきています。また
女性の労働力率も低く、非正規労働者数も増加しています。関西
は日本が抱える多くの課題を先取りしていると言えるでしょう。
　一方、技術革新やネットワークの進化により、地理的な障壁が
なくなりつつあります。また、IoTやAI、ロボットなどの進化は、
イノベーションや異質なものを繋げるシナジーを生み、未知の
ビジネス創造やソーシャルビジネスも含めた社会的な課題解決
に大きな可能性を秘めています。その可能性は、関西を超えて
世界にも開かれているはずです。

　あずさ監査法人のVisionは、The Clear Choice、つまり会計・
監査を通じて“社会から選ばれる存在”になることです。また同
時に私達が根差す地域が“選ばれる存在”となるために、地域へ
の貢献もしていきたいと考えています。
　関西地域で暮らす若い皆さんの目に、地域の未来はどのように
映っているのでしょうか？　皆さんが住んでいる関西を未来に
わたって盛り上げ、世界から選ばれ続ける地域とするための新し
いビジネスや、日本や世界が抱える問題解決に繋がる地域発の
アイデアを、皆さんなりの独自の論考、自由な視点で是非まとめ
てください。
　関西から未来に向けてのメッセージを発信しましょう。皆さん
の挑戦をお待ちしております。
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【募集テーマ】

賞

応募資格

応募方法

応募期間

【大賞】
【優秀賞】

賞状及び 30万円
賞状及び 　5万円

（1点）

（数点）

字数：3,000～8,000字程度の論文（要約不要）

関西（※）に在住または通勤、通学する17～25歳の者

・広くビジネスに関連する斬新な内容であること
・関西地域を軸にした視点や考察、アイデアが入っていること
・テーマ例（社会、環境、テクノロジー、サイエンス、モノ作り、サービス、
　価値観、ライフスタイル、金融、農業など）

・グループでの応募も可
・学歴、職歴、国籍は問わない
・高校生、留学生も歓迎
・関西地域とは大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の2府

4県を指す
（KPMGグループの社員・職員は応募できません）

応募用紙に必要事項を記載の上、コンテスト事務局に郵送するか、
eメールでお送りください。

2018年9月1日～10月31日（必着）
［入賞者発表］ 2018年12月中旬
［審査員］

［注意事項］

KPMGジャパンCEO 酒井弘行
あずさ監査法人 大阪事務所長 後藤研了　他
田中栄氏（ゲスト審査員）
 「未来予測レポート」シリーズ著者 

  株式会社アクアビット　代表取締役 
  チーフ・ビジネスプランナー　
  有限責任 あずさ監法人　総合研究所 顧問

・論文は、日本語で執筆された自作未発表のものに限ります。
・論文の中で他の著作物を引用する場合はその箇所を明記すると共に、出
所を記載ください。
・図表やデータは字数に含めません（別途添付可能）。
・応募書類等は返却致しませんので、必ずデータをお控えください。
・受賞された場合、応募者名・内容（アイデア）などは公表させていただく
場合がございますのでご了承ください。
・選考結果及び理由等に関する問い合わせには応じかねますのでご了承く
ださい。
・応募された論文の著作権は応募者に帰属します。

有限責任 あずさ監査法人　大阪事務所
〒541-0048 大阪市中央区瓦町3丁目6番5号　銀泉備後町ビル
あずさ監査法人 管理部 次世代懸賞論文コンテスト事務局 奥・南部

TEL：06-7731-1005　FAX：06-7731-1011

e-mail：AZSA-RONBUN@jp.kpmg.com

ご提供いただく個人情報は、当法人の HP に掲載している個人情報保護方針
（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づいて取り扱います。
　
KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であ
り、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる7つのプロフェッショナルファームに
よって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショ
ナルが専門的知識やスキルを生かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用し
ながら、価値あるサービスを提供しています。 
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【応募要項】

KPMG AZSA OSAKA 第2回次世代懸賞論文コンテスト

（応募時点）

【提出先・お問い合わせ先】 【協力】 NPO法人 JAE



応募用紙 
以下項目をご記入の上、コンテスト事務局宛てに本応募用紙と論文を、郵送またはメールでお送りください。 
【応募〆切：2018年10月31日（水）】 

必要事項 
ふりがな

氏名 

住所 
〒 

電話番号 

メールアドレス

学校名または会社名 

所属学部・学科または部署 

論文タイトル 

アンケート
今後の開催の参考とするため、お答え頂けますと幸いです。 
※なお、本アンケートの回答は本論文コンテストの審査とは一切関係ありません。

Q 今回の応募のきっかけは何ですか？ 

□チラシをみて  □ポスターをみて  □SNS投稿を見て  □トレイ広告を見て
□家族・親せき・知人の紹介  □先生の紹介
□その他（     ） 

Q 応募の動機をお聞かせください。 

□就職活動の一環として  □研究成果  □先生から勧められた  □自己研鑽
□その他（     ） 

Q 応募に際して弊法人のことはどの程度ご存知でしたか？ 

□業務内容含めてある程度  □法人名程度  □知らなかった
□その他（     ） 

【提出先・お問い合わせ先】 
有限責任 あずさ監査法人 大阪事務所 
〒541-0048 大阪市中央区瓦町3丁目6番5号 銀泉備後町ビル 
あずさ監査法人 管理部 次世代懸賞論文コンテスト事務局 奥・南部 
TEL：06-7731-1005 FAX：06-7731-1011 
e-mail：AZSA-RONBUN@jp.kpmg.com

ご提供いただく個人情報は、 
当法人のHPに掲載している個人情報保護方針 
（http://www.kpmg.com/jp/privacy） 
に基づいて取り扱います。 
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