第16回全国ボランティアフェスティバルあいち･なごや実行委員会第２回総会議事録
日
場

時：平成１９年２月２１日（水）
午前１０時３０分から午前１１時５分まで
所：愛知県産業貿易館西館１０階 大会議場

司会（事務局） お待たせを致しました。定刻になりましたので、第１６回全国ボランティアフェスティ
バルあいち・なごや実行委員会第二回総会を開会します。開会にあたりまして、実行委
員会会長の愛知県社会福祉協議会会長鈴木礼治よりご挨拶を申し上げます。
県社協会長
皆様、おはようございます。第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なご
や実行委員会第２回総会を開催しましたところ、多くの参画団体の皆様に、ご出席いた
だきまして誠にありがとうございます。
昨年６月７日に実行委員会を設立しまして、ボランティアフェスティバルの開会まで、
あと２１３日となりました。 設立以降、皆様のご協力を頂きまして、幹事会、専門部
会において協議、検討を重ねまして、本日の議題でございます開催要綱案等を提案させ
ていただく運びとなりました。
また、昨年の９月２４日、１０月９日に開催いたしましたプレフェスティバルにつき
ましても１万６千人余のご参加を頂き成功裏に開催できました。
メインテーマの「愛を知り 夢を育む ボランティア」を始め県内各ブロックの
キャッチフレーズも決まり、また、マスッコトキャラクターの「愛夢ちゃん」も選考さ
れまして、現在広報等ＰＲ活動をしているところであります。
今後も一丸となって準備を進めて参りますが、引き続き皆様のご支援をお願いいたし
まして、ご挨拶とさせていただきます。
司会（事務局） その他の主催関係者を紹介させていただきます。
名古屋市社会福祉協議会 青木國雄会長です。
日本赤十字社愛知県支部 栗山康介副支部長です。
愛知県共同募金会 稲垣薫副会長です。
舞台にございますだるまのご案内をさせていただきます。
このだるまは、昨年開催されました第１５回全国ボランティアフェスティバルぐんま
におきまして、大会旗の引渡しと合わせ、群馬県実行委員会会長から青木実行委員会副
会長に成功祈願のだるまを頂いたものであります。
それでは、これより先の議事進行につきましては、実行委員会設置要綱第七条の規定
により、実行委員会会長が行います。お願いいたします。
実行委員会会長 それでは、進行を務めさせていただきます。皆様のご協力によりまして、議事を円滑
に進めて参りたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。
まず、議題に入ります前に、報告事項３点につきまして、事務局から説明をいたしま
す。
事務局
それでは、報告事項をまとめて報告させて頂きます。
まず、第１点目の「ブロック実行委員会の設立状況について」でこざいます。資料の
２ページをご覧いただきたいと思います。第１６回全国ボランティアフェスティバルあ
いち・なごやでは、県内を６つのブロックに分けまして、分科会などを開催する予定と
しておりまして、それぞれのブロックに実行委員会を立ち上げ、ブロックの実行委員会
で分科会だとか、ふれあい広場を開催させていただく予定としております。それぞれの
ブロックにおきましては、資料に掲載のとおり、昨年の６月から７月にかけまして実行
委員会を設立しまして、分科会の項目だとかふれあい広場の企画などを検討していただ
いているところでございます。
次に報告事項の２点目でございますが、「第１５回全国ボランティアフェスティバル
ぐんまについて」でございます。資料の３ページをご覧いただきたいと思います。第１
５回の群馬大会につきましては、昨年の１１月３日と４日に群馬県内で５つのブロック
に分かれまして開催されましたが、愛知県内から３２３名の視察団を派遣しまして、メ
イン会場やブロック会場でのイベントの内容だとか、ボランティア活動状況を調査して
参りました。また、メイン会場のふれあい広場におきまして、あいち・なごや大会のＰ
Ｒ活動などを展開いたして参りました。参考までに、群馬大会での参加者数でございま
すが、本大会が６７，６００人で、協賛事業を合わせまして１５４，３１９人となって

おります。
次に、報告の３点目の「平成１８年度事業報告について」でございます。資料の４ペー
ジをご覧いただきたいと思います。まず、会議の開催状況でございますが、１の幹事会
につきましては４回開催いたしまして、メインテーマやマスコットキャラクターのデザ
イン、愛称の審査を始め、大会の運営に関する協議を行いました。２の専門部会につき
ましては、５ページにかけまして記載のとおり、企画部会、総務広報部会、ふれあい広
場部会、ブロック別事業調整部会を設置しまして、延べで１４回の部会を開催いたしま
して、大会の実施に向け各種の検討を行いました。資料の６ページをご覧いただきたい
と思います。３のプレフェスティバルの開催についてでございます。広く県民の方々だ
とかボランティア、それから主催関係者の方々などに「第１６回全国ボランティアフェ
スティバルあいち・なごや」を周知・広報するために、プレフェスティバルを２回開催
いたしました。
（１）の一般県民向けでは、昨年の９月２４日、日曜日でございますが、
名古屋市栄のオアシス２１で、特設ステージ、体験コーナーなどを開催いたしまして、
約１３，４００人の参加を得ることができました。次に（２）のボランティア・主催関
係者向けでございますが、それは昨年の１０月９日の体育の日に、愛知県芸術劇場大
ホールで、神奈川県立保健福祉大学学長の阿部志郎先生を講師に迎えまして、「全国ボ
ランティアフェスティバルに期待すること」をテーマに記念講演会を開催いたしました。
参加者は１，６００人となっております。
次に、４の協賛金についてでございますが、１０団体から７８万円の協賛金の申し込
みをいただいております。
５の協賛事業の依頼につきましては、１１１事業につきまして協賛の依頼を行ってお
ります。
次に７ページをご覧頂きたいと思います。６の広報・啓発についてでございます。
（１）
のメインテーマにつきましては２２９作品の応募がございまして、幹事会で審査した結
果、「愛を知り 夢を育む ボランティア」に決定されました。次に（２）のマスコッ
トキャラクターについてでございます。マスコットキャラクターにつきましても１５１
作品の応募がございまして、これを幹事会で審査しました結果、ご覧のデザインが採用
されたところでございます。このデザインにつきましては、愛知の頭文字のアルファ
ベットの「Ａ」の小文字をモチーフにしておりまして、帽子の部分につきましては、名
古屋名物のエビフライがデザインされているものでございます。マスコットキャラク
ターの愛称につきましても、これも６８９作品の応募がございまして、審査した結果、
「愛夢ちゃん」というふうに決定されました。８ページをご覧頂きたいと思います。
（３）
の大会ロゴデザインにつきましては、パターン例に記載してありますとおりのデザイン
といたしております。それから（４）の公式ホームページにつきましては、記載のアド
レスで開設しております。皆様方におかれましては、このロゴデザインだとかホーム
ページを活用いただきまして、今後の広報等にご協力いただきますようお願いしたいと
思います。報告事項につきましては以上でございます。
実行委員会会長 只今の事務局からの報告につきまして、ご質問やご意見がございましたらお願いいた
します。
ご質問・ご意見もないようですので、議事に入りたいと思います。
「第１号議案 第１
６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや実行委員会構成団体の変更につい
て」、事務局から説明をいたします。
事務局
それでは、第１号議案の第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや実
行委員会構成団体の変更につきまして、説明させていただきます。資料の９ページをご
覧いただきたいと思います。昨年の６月７日に実行委員会の設立総会を開催いたしまし
たが、その際には２８５団体を構成団体とするということで賛同を得たところでありま
す。その後、各ブロックの実行委員会が設立されるなどしまして、新たに記載の８団体
から参画希望がありましたので、構成団体としてお認めいただけるかどうかお諮りする
ものでございます。説明は以上でございます。
実行委員会会長 只今の説明に対しまして、ご質問やご意見がございましたら、お願いいたします。
よろしいでしょうか。それでは、第１号議案「第１６回全国ボランティアフェスティ
バルあいち・なごや実行委員会構成団体の変更について」、ご承認いただけますでしょ
うか。よろしければ拍手をお願いいたします。
（拍手）

実行委員会会長

ありがとうございました。第１号議案は８団体の追加を承認いただきました。次に、
「第２号議案 平成１８年度補正予算（案）について」を議題といたします。事務局か
ら説明をいたします。
事務局
それでは、第２号議案の平成１８年度補正予算（案）について、説明させていただき
ます。資料の１０ページをご覧いただきたいと思います。まず、収入の部でございます
が、協賛金収入が７８万円と、当初予算より２８万円増となったことから、２８万円を
補正増とするものでございます。なお、７８万円のうち２８万円につきましては、１９
年度のイベントに使って欲しいという指定の協賛金でございますので、支出の部で説明
申し上げますが、次年度への繰越金で対応したいというふうに存じております。次に、
助成金収入についてでございます。日本馬主協会連合会の方から、特別枠で２００万円
の助成をいただきましたので、助成金収入として補正増を行うものでございます。なお、
この２００万円につきましては、会場の幟旗を作成するということでいただいたもので
ございますので、１８年度中に作成いたしまして、関係機関等に配布し、広報啓発を図っ
て参りたいろいうふうに存じております。次に支出の部でございます。事務費につきま
しては、若年嘱託を採用したということから嘱託員手当てが減少いたしまして、８１万
２千円の減額補正を行うものでございます。次に、事業費につきましては、収入の部で
ご説明いたしました日本馬主協会連合会から２００万円の助成をいただいたというこ
とで、広報啓発品作成費を増額するということと、それから、第１５回の群馬大会の視
察強化のために視察員を増員したことから、旅費について増額を図るものでございます。
事業費で２８１万２千円の増額補正を行うものでございます。繰越金の２８万円につき
ましては、先程説明しましたように、１９年度のイベントに使って欲しいという協賛金
を翌年度へ繰り越しするための補正でございます。第２号議案の説明は以上でございま
す。よろしくご審議をお願いしたいと思います。
実行委員会会長 ただいまの説明に対しまして、ご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。
ご質問もないようでありますので、
「第２号議案 平成十八年度補正予算（案）につい
て」を、原案どおりご承認いただけますならば、拍手をお願いいたします。
（拍手）
実行委員会会長 ありがとうございました。第２号議案は原案どおり承認いただきました。次に、
「第３
号議案 平成１９年度事業計画（案）並びに平成１９年度収支予算（案）について」を
議題といたします。事務局から説明をいたします。
事務局
それでは、第３号議案の平成１９年度事業計画（案）、平成１９年度予算（案）につい
て、説明させていただきます。資料は１１ページをご覧いただきたいと思います。まず、
事業計画（案）についてでございますが、９月２２日・２３日の大会開催に向けまして、
これまで以上に広報・啓発に努めまして、多くの方々の参加を促進する事業を推進して
参りたいというふうに考えております。具体的には、実行委員会、それから幹事会を合
わせて５回開催するとともに、専門部会を延べで２０回開催いたしまして、準備を進め
て参ります。次に、２の大会開催につきましては、後程第５号議案で詳細につきまして
説明申し上げますが、９月２２日には開会式・テーマトークなどを愛知県芸術劇場大
ホールで開催するとともに、栄のオアシス２１でふれあい広場を開催いたしまして、夜
は名古屋国際ホテルでレセプションを開催するとともに各ブロック会場では交流会を
開催することといたしております。９月２３日におきましては、午前中は各ブロック会
場で分科会を開催するとともにふれあい広場を開催いたします。午後からは名古屋国際
会議場センチュリーホールでボランティアトーク、それから引継式・閉会式などを開催
いたします。次に３の広報・啓発等につきましては、ポスター・ちらし・リーフレット
などを作成し配布するとともに、幟などの広報啓発グッズを作成いたしまして、それを
設置するようにしております。さらに、運営ボランティアを広く募集するとともに、県
内外から多数の参加者を募ることといたしております。資料の１２ページをご覧いただ
きたいと思います。平成１９年度の予算（案）でございます。まず収入の部でございま
すが、全国社会福祉協議会から委託金として１，１００万円、それから、負担金収入と
したしまして、愛知県から２，１００万円、名古屋市から１，０５０万円、愛知県社協
から４００万円、名古屋市社協から２００万円、日赤愛知県支部から３０万円を予定し
ておりまして、配分金収入といたしまして愛知県共同募金会から３００万円を予定いた
しております。協賛金収入といたしましては、企業の皆様方から１，４７２万円の協賛
金を予定しておりまして、大会参加者からの負担金につきましては８００万円、それか

ら雑収入１０万円、平成１８年度からの繰越金２８万円でございまして、収入合計につ
きましては７，４９０万円を予定しております。次に支出の部でございます。嘱託職員
の手当などの事務費につきましては４２４万円、大会運営委託費や会場借り上げなどの
事務費といたしまして、５，５６６万円、それから６ブロックへの助成金といたしまし
て１，２００万円、共同募金配分金事業で３００万円の支出を予定しておりまして、支
出合計につきましても７，４９０万円を予定しております。第３号議案の説明は以上で
ございますので、よろしくご審議をお願いしたいと思います。
実行委員会会長 ただいまの説明に対しまして、ご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。
ご質問等もないようでありますので、
「第３号議案 平成１９年度事業計画（案）並び
に平成１９年度収支予算（案）について」を、原案どおりご承認いただけますでしょう
か。よろしければ拍手をお願いいたします。
（拍手）
実行委員会会長 ありがとうございました。第３号議案は原案どおり承認いただきました。次に、
「第４
号議案 第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや開催要綱（案）につ
いて」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。
事務局
それでは、第４号議案、第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごやの
開催要綱（案）につきまして、説明させていただきます。資料につきましては１３ペー
ジでございますのでご覧いただきたいと思います。この要綱（案）につきましては、県
内外から参加者を募集するなど、第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・な
ごやを開催するためにお示しする必要があるということから、その内容につきましてご
審議をいただくものでございます。要綱の内容につきましては、１３ページそれから１
４ページに記載のとおりでございますが、今までの説明の中で触れていない部分につい
て説明させていただきます。３のキャッチフレーズでございますが、各ブロックにおき
まして、これは公募によりまして各ブロックともそれぞれの特色を活かしたキャッチフ
レーズを作成いたしております。４の主催につきましては、これは全国社会福祉協議会
や中央共同募金会などで構成致します第１６回全国ボランティアフェスティバル推進
協議会と、この第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや実行委員会で
ございます。５の後援につきましては、厚生労働省、文部科学省と、
「広がれボランティ
アの輪」連絡会議を予定いたしております。この「広がれボランティアの輪」連絡会議
につきましては、阿部志郎神奈川県立保健福祉大学学長さんが会長さんでございまして、
全国のボランティア団体とボランティアを受ける団体との連携を図るために組織され
たものでございまして、これにつきましては過去の大会から後援団体になってもらって
いるものでございます。１４ページをご覧いただきたいと思います。９の参加登録料等
についてでございますが、単価につきましては先催県と同額にいたしております。参加
登録料等につきましては、開会式・テーマトーク・分科会に参加していただく場合につ
きましては３，０００円でございまして、分科会のみの参加の場合は１，０００円とし
ております。９月の２２日の夜、開催いたしますレセプションへの参加につきましては
６，０００円、ブロック会場の交流会への参加につきましては５，０００円といたして
おります。開催要綱（案）の説明は以上でございます。
実行委員会会長 ただいまの説明に対しまして、ご質問やご意見ございましたらお願いいたします。
よろしいでしょうか。それでは「第４号議案 第１６回全国ボランティアフェスティ
バルあいち・なごや開催要綱（案）について」を、原案どおりご承認いただけますなら
ば、拍手をお願いいたします。
（拍手）
実行委員会会長 ありがとうございました。第４号議案は原案どおり承認いただきました。終わりに、
「第５号議案 第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや開催素案につ
いて」を議題とします。事務局から説明をいたします。
事務局
それでは、第５号議案の第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごやの
開催素案について、ご説明させていただきます。資料につきましては１５ページからで
ございます。この開催素案につきましては、現在幹事会などで検討いたしております事
業の内容をお示しするものでございます。まず、大会初日の９月２２日のメイン会場で
ございます。時間につきましては、１２時３０分から午後４時までで、愛知県芸術劇場
大ホールにおきまして開催する予定といたしております。１６ページをご覧いただきた
いと思います。内容についてでございますが、ウェルカムアトラクション、それから開

会式、テーマトーク、エンディングアトラクションを開催いたします。テーマトークの
パネルディスカッションにご出演いただく方につきましては、現在検討中でございます
が、エンディングアトラクションにつきましては、昨年の「にっぽんど真ん中祭り」で
大賞を受賞した団体に現在出演交渉をいたしているところでございます。１７ページを
ご覧いただきたいと思います。２のふれあい広場につきましては、栄のオアシス２１で
午前１１時から午後９時までステージイベントだとか展示コーナー、体験コーナー等を
開催する予定といたしております。特に今回の場合につきましては、都市開催の特徴を
活かしまして、これまでで初めてとなりますが、夜９時までの夜間開催を予定しており
まして、夜の部につきましては若者をターゲットに地元アーティストによりますライブ
パフォーマンスとボランティアトークの開催を現在企画いたしております。なお、オア
シス２１のふれあい広場につきましては、次の日の９月２３日も開催する予定としてお
ります。次に３のレセプションについてでございます。１８ページをご覧いただきたい
と思います。会場につきましては名古屋国際ホテルを予定しておりまして、参加者数は
２００人を見込んでおります。内容につきましては、各都道府県の参加者代表と来賓・
主催者等が語り合い交流を深める歓談の場として、県の特産品だとか名産品を使った料
理だとか地酒の他、郷土芸能の披露などを行う予定としております。次に、大会の２日
目でございますが、午前中は各ブロック会場で分科会が開催されますので、午後２時か
らメイン会場を名古屋国際会議場センチュリーホールに移しまして、ボランティアトー
ク、それから引継式・閉会式などを開催いたします。ボランティアトークの出演者につ
きましては、愛知県出身の著名人を考えておりまして、現在人選を行っているところで
ございます。また、オープニングアトラクション・エンディングアトラクションも開催
いたしますが、内容につきましては今後専門部会で検討して参りたいというふうに考え
ております。１９ページの下段の５のふれあい広場につきましては、初日と同様にオア
シス２１で開催いたしますとともに、メイン会場となります名古屋国際会議場でも開催
いたします。最後に２１ページをご覧いただきたいと思います。各ブロック会場での取
り組み内容でございます。各ブロックでの取り組みにつきましては、それぞれの実行委
員会で所管していただきまして、分科会だとか交流会、ふれあい広場を開催していただ
くものでございます。それぞれのブロックの会場等につきましては、資料に記載してあ
りますとおりでございます。現在検討いたしております開催素案につきましては以上で
ございます。よろしくご審議をお願いしたいと思います。
実行委員会会長 ただいまの説明に対しまして、ご質問・ご意見ございましたらお願いします。
よろしいでしょうか。それではご質問もないようでありますので、
「第５号議案 第１
６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや開催要素案について」を、原案ど
おりご承認いただけますならば、拍手をお願いいたします。
（拍手）
実行委員会会長 ありがとうございました。第５号議案は原案どおり承認いただきました。以上を持ち
まして、本日予定されおります議案の審議は終了いたしました。なお、せっかくの機会
でありますので、ボランティアフェスティバルに対するご意見、ご要望などございまし
たら、どうぞご発言ください。
それでは、本日の議事を全てこれで終了させていただきましてよろしいでしょうか。
（拍手）
それでは、フェスティバルの成功にむけて、今後ともよろしくご協力をお願いします。
それでは進行を事務局に戻します。
司会（事務局） 以上をもちまして、第１６回全国ボランティアフェスティバルあいち・なごや実行委
員会第２回総会を閉会させていただきます。なお、大会の詳細につきましては、本日承
認いただきました大会の開催素案を基に、「幹事会」及び「専門部会」において審議を
してまいります。実行委員会の皆様におかれましては、今後お気づきの点等ございまし
たら、事務局まで逐次ご意見をいただければ幸いに存じます。また、本日、広報啓発グッ
ズといたしまして、大会のリーフレット及びマスコットキャラクターのぬいぐるみをお
配りしております。実行委員の皆様におかれましては、このリーフレット及びぬいぐる
みをご活用いただきまして、広く大会をご周知いただきますようお願い申し上げます。
本日はありがとうございました。

