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ボランティア業務指針 

 

テーマ：「スポーツを通じて関西のおもてなし精神を世界に発信」 

 

１ 基本方針等 

大会ボランティア活動は、大会運営を多くの方に支えていただくための重要な要素であ

る。基本方針は、次のとおりとする。 

（１）活動を通じて、多様な人材の活躍を促進し、スポーツ活動を支えるボランティア文化

の醸成を図ること 

（２）競技参加が概ね３０歳以上である本大会は、世界各国から参加する大規模な国際大会

でもあり、ここで世代間交流はもとより、国際交流・異文化交流を行うことは学生達青

年世代にとっても貴重な機会であることから、開催地域が大学と連携する等して、十分

なボランティア活動の機会を提供すること 

（３）開催地域住民の参画を優先し、地域文化に根付くこと（レガシー）とすることから、

各実施主体（組織委員会・府県政令市実行委員会）がそれぞれの管轄する配置場所の募

集・運営・管理を行うこと 

この基本方針に基づいて、本大会としては、延べ 60,000人のボランティアを募集するこ

ととする。 

ボランティアの生き生きとした活動が大会や開催地域の印象をポジティブにし、大会の

一体感や盛り上げにも繋がることから、その活動の品質を保証するため、ボランティア研修

を行うこととし、共通プログラムにおいて、基本的な挨拶等のホスピタリティの育成の他、

言語対応や障がい者の基本的な応対方法等、国際総合競技大会として必要な知識の育成を

図り、業務別プログラムにおいては、各業務内容を想定した研修を実施することにより、よ

り活動の質の高レベル化を図る。 

また、ボランティアの参加者については、開催地域住民を優先し、ボランティア精神が地

域文化に根付いていくことをめざす。 

 

２ ボランティアの募集 

開催地域住民の参画を優先し、地域文化に根付くこと（レガシー）を方針とすることから、

各実施主体（組織委員会・府県政令市実行委員会）がそれぞれの管轄する配置場所の募集・

運営・管理を行うこととする。 

また、組織委員会は、大会への協力を希望する関西地域外や海外からの個人ボランティア

を受け入れることにより、更にインクルーシブな大会となることをめざすため、エントリー

システムを通じてのボランティアの募集（補完的に、組織委員会管轄分・実行委員会管轄分

とも）及び広報も行う。 
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（１）募集条件 

ア 2003年 4月 1日以前に生まれた方（※１） 

イ ボランティア研修（共通研修及び業務別研修（１日））に参加可能な方 

ウ 日常会話レベルの日本語能力のある方 

エ ワールドマスターズゲームズ 2021関西の成功に向けて、情熱を持って最後まで役

割を全うできる方 

オ ３日以上（１日５時間以上８時間以内）の活動が可能な方（※２） 

 ※１ 各競技団体との調整等、地域事情に応じて、高校生以下（但し、ボランティア保険

加入対象外。学校のクラブ活動による対応等の想定）の参加も、各実施主体の判断で

可能とする。 

※２ ボランティア活動精神を地域文化へのレガシーとすること、また、平日の活動員の

不足を避けることという考え方により、本大会におけるボランティアの標準参加期

間は３日以上（１日５時間以上８時間以内）とする。（但し、地域事情に応じて、各

実施主体の判断により、３日未満の参加も可能。） 

 

（２）内容 

ア 一般ボランティア 

本大会にて定められた配置場所で受付等一般的な活動を行う。 

（例：受付、会場案内、競技運営補助、式典イベント補助等） 

イ 専門ボランティア 

以下の業務区分により、必要に応じて各実施主体が配置し、当該場所で活動を行う。

（※但し、応募者のスキルについては、各実施主体で確認することとする。） 

（ア）語学：英語、中国語（繁・簡）、韓国語のいずれかにおいて、日常会話程度の対

応能力を生かした活動を行う。 

（イ）手話：手話通訳士、手話技能検定などの専門スキルを活かした活動を行う。 

（ウ）筆談・要約筆記：筆談・予約筆記等の専門スキルを活かした活動を行う。 

（エ）審判：各競技種目の専門知識を必要とする活動を行う。 

（オ）介助：介護福祉士などの福祉関係の専門知識を活かした活動を行う。 

 

（３）配置想定場所 

ア 総合案内所（関西国際空港、伊丹空港、京都駅）、センタービレッジ【組織委員会】 

イ オープニングビレッジ【組織委員会（実行委員会と連携）】 

  ウ 各サテライトビレッジ【受付：組織委員会（実行委員会と連携）、その他：各実行

委員会】 

  エ 各競技会場、シャトルバス乗場【各実行委員会】 
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  オ 開閉会式【各実行委員会】 

 

（４）待遇及び活動条件 

ア 交通費：原則、自己負担とする。但し、地域事情あるいは各種業務の従事状況に応

じて、必要であるならば、各実施主体の判断で支給する。 

イ 宿泊費：原則、自己負担とする。但し、地域事情あるいは各種業務の従事状況に応

じて、必要であるならば、各実施主体の判断で支給する（※）。 

ウ 食 事：活動が長時間に及ぶ場合は、各実施主体の負担により食事もしくはプリペ

イドカードを提供する。活動時間が短い場合は、これの限りではない。プ

リペイドカードについては、１食 500円想定で支給する。食事の支給に際

しては、衛生管理等に厳格な注意を払うこととする。 

エ 保 険：活動にあたり、組織委員会の負担により、ボランティア保険に加入する。

補償内容・保険タイプについては、後日検討。補償人数については、各実

施主体の配置計画をもとに算出した数とする。 

オ キット：一体感を創出するため、標準３日以上の活動者にユニフォーム（キャップ、

ポロシャツ等）を作成・提供する。（標準日数に満たない者についての取

扱は検討中。） 

カ 感謝状：ボランティア活動終了後に感謝状を進呈する。フォーマット作成は組織委

員会が行い、印刷・進呈は各実施主体が行う。 

  ※但し、全国外大連合の語学ボランティアは、宿泊費及び食費については有償であるた

め、各実施主体の負担とする。 

 

（５）活動時間 

１日あたりの活動時間は、競技時間や業務区分にもよるが、標準５時間以上８時間以内

とする。但し、５時間以上の勤務の場合、必ず１時間は休憩時間とすること。 

 

（６）募集期間 

ア 各実施主体による募集 

 業務指針に基づき、地域団体・学校・企業等に対し、動員依頼を行う。 

業務指針確定：2018年 6月頃（予定） 

募集要項発表：2019年 11月頃（予定） 

募 集 期 間 ：募集要項発表後、募集を開始する。但し、ホームページ募集の各地域

上限や語学ボランティアの調整の必要もあるため、おおよその確保

状況を 2020年 2月までに組織委員会に報告すること。 

なお、協賛企業からボランティアへの参加意向があった場合については、組織委員会

が受付けた後、従事希望先の実施主体へ連絡・調整を行う。各協賛社に意向確認につい
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ては、募集要項公表前に行うことを想定している。 

 

イ エントリーシステムにおける募集 

競技エントリー開始と併せて、関西地域外・海外の個人ボランティアを、エントリー

システムにおいて、全実施主体（組織委員会管轄分・実行委員会管轄分とも）のボラン

ティア募集を補完的に行う。 

募集要項発表：2019年 11月頃（予定） 

募 集 期 間 ：2020年 2月から 2020年 10月まで（予定） 

募 集 方 法 ：エントリー時に応募者自身が希望する活動場所を選択（選択された実

施主体は応募者の情報を確認できる。） 

 

（７）ボランティアキットの作成 

 ボランティア活動時に着用するユニフォーム等のボランティアキットの企画及び作成

は、組織委員会が行う。作成数量は、各実施主体の配置計画を取りまとめて標準３日以上

のボランティアに配付できる数量で算出する。（３日未満の活動者への配布内容について

は検討中。） 

 ボランティアキットの内容は、原則組織委員会の作成物に限るが、各競技の特性等から

必要と思われる備品がある場合は、組織委員会と調整の上で各実施主体が独自に作成し

て提供する。 

 

（８）関西地域外・海外ボランティアの受入れ 

 本大会は、インクルーシブな大会を目指すため、大会ホームページにより、関西地域外・

海外ボランティアの受入れを行う予定であり、その受入れは、一般の個人ボランティアと

同様、各実施主体において対応することとするが、研修方法については、今後検討する。 

 

（９）障がい者ボランティアの受入れ 

本大会は、インクルーシブな大会を目指すため、障がい者ボランティアも活動できる環

境とする。なお、従事業務等については、各実施主体が応募受付の際に、直接本人と連絡

をとる等して調整をすることとする。 

 

（10）連携団体 

別紙のとおり。 

 

３ ボランティアの募集・管理運営・研修等の基本事項 

（１）募集 

募集については、各実施主体が地域の関係団体に協力を依頼する等と並行して、開催市
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町村の広報誌やホームページ等の媒体にて募集を行うものとする。併せて、エントリーシ

ステムにおいて、個人有志や域外・海外のボランティア希望者の受け入れのため、全実施

主体の募集を行う。 

 また、各実施主体は、ボランティア本部を開設する等、ボランティア業務において、募

集・管理（ボランティアの名簿作成、配置の割り振り、調整等）運営が行える体制を整備

する。 

 組織委員会は、エントリーシステムからの応募者を始め、一般ボランティア・専門ボラ

ンティアの各地域間の配置調整は行わないこととする。但し、語学ボランティアに限って

のみ、不足が見込まれる地域への配置調整は、全国外大連合との連携を通して、当該実施

主体と協力して行う。 

 

（２）選考 

各実施主体が募集したボランティアに対する選考の実施については、原則各実施主体

の任意とする。但し、エントリーシステムを通じて募集したボランティアについては、原

則組織委員会が必ず選考を行うこととする。 

 

（３）研修 

 ボランティアとして活動する上で、ボランティア活動が大会にポジティブな影響を与

えることやそれぞれの役割の重要性を認識し、必要な知識を習得してもらうべく研修を

実施する。具体的な研修内容や研修場所の確保等については今後調整する。 

 また、域外や海外からのボランティアで研修への参加が困難な者に対する研修方法は

活動日前日に研修を実施する等、今後検討する。 

ア 実施内容 

（ア）共通研修プログラムは、基本的な挨拶等のホスピタリティ、海外の受入対応、障

がい者の介助対応、緊急時対応等を想定したプログラムで、内容については、組織

委員会で作成するが、研修の実施及び会場の確保等は各実施主体が行う。 

（イ）業務別研修プログラムは、各ボランティアの業務日時、場所、業務内容等を想定

したプログラムで、内容については、担当会場ごとに各実施主体が作成し、研修の

実施及び会場の確保等を行う。 

※ なお、リーダー研修プログラムの実施については、内容・費用負担を含めて今後検

討していく。 

 

イ 研修時期 

ボランティア募集終了後から業務開始までの間に、共通研修と業務別研修を実施す

る。具体的な日程については、今後調整する。また、団体ボランティアや協賛ボランテ

ィアに対する研修実施方法並びに実施時期については、個人ボランティアよりも早期
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に実施する方向で今後検討する。 

 

（４）説明会 

共通研修で大会概要等を説明するため、説明会は原則実施しない。但し、個別対応が必

要な場合は、各実施主体の判断および負担で実施することとする。 

 

４ 個人情報の管理 

（１） 応募者の個人情報は、各実施主体において、個人情報保護法その他関係法令の規定

に基づき、その保護を図るものとする。 

（２） ボランティアの個人情報については、実施主体及び組織委員会が本大会運営のため

に使用し、その他の目的には使用しない。 

※ 但し、大会後の継続的なボランティア活動の促進のため、各実施主体で管理してい

るボランティア登録者名簿やボランティアバンクへの登録を、行うこととする（但し、

意向確認し、これを承諾したものに限る。）。 

 

（参考）今後のスケジュール 

・ ２０１８年６月 ボランティア業務指針の決定 

・ ２０１９年１月 配置計画の作成 

・ ２０１９年２月 募集要項の大枠を決定 

⇒地域団体・学校・企業等へ協力依頼を開始 

・ ２０１９年１１月 募集要項の発表 

⇒団体ボランティアの募集を開始 

・ ２０２０年２月～１０月 エントリーシステムにおけるボランティア募集開始 

・ ２０２１年４月 研修実施（共通研修、業務別研修） 
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連携機関について 

 

本大会は国際大会かつ、関西広域の大会であることから、多方面からの参画を目指す。

また、広域外の連携機関にも協力を図り、ボランティア文化の気運醸成を目指す。 

 

① 全国外大連合（関西外国語大学、神田外国語大学、京都外国語大学、神戸市外国語大学、

東京外国語大学、長崎外国語大学、名古屋外国語大学） 

原則、ボランティアの募集は、各実施主体が行うが、地域によっては、語学ボランティ

アの不足が見込まれる。そのため、組織委員会は、全国外大連合と協定を結び、語学ボラ

ンティアの不足に対して支援を行う。具体的には、全国外大連合との派遣調整窓口となり、

各実施主体の不足箇所への配置調整を支援する。なお、学生の実費負担については、全国

外大連合からの条件定義（交通費は全国外大連合側が支給、宿泊費及び食費が伴う場合は、

各実施主体が負担）を基に今後調整していく。 

全国外大連合との連絡については、組織委員会を窓口とする。 

 

② ３大会（ラグビーワールドカップ 2019、東京オリンピック・パラリンピック競技大会） 

３大会連携協定に基づき、ボランティア活動を日本全体でレガシーとするべく、活動の

場所を繋げていけるよう、各大会においてワールドマスターズゲームズでもボランティ

アを募集する旨を広報する方向で検討する。 

特に、ラグビーワールドカップ 2019については、神戸市及び東大阪市のＬＯＣを中心

に連携を図り、ラグビーワールドカップ 2019でのボランティアが本大会でも活躍できる

場を提供できるよう、調整していく。 

 

③ 全国大学体育連合（大学を中心に 388会員で構成） 

スポーツを支える人材の育成のため、ボランティアの実践の場として本大会を活用し

てもらうべく、各会員団体への動員依頼等を行い、スポーツボランティアの十分な確保が

できるよう、調整していく。 

 

④ 笹川スポーツ財団及び日本スポーツボランティアネットワーク 

スポーツボランティアに関して豊富な知見、実務経験やネットワークを有している両

団体とスポーツボランティアの育成や情報共有など、大会運営に必要な連携・協力体制を

構築していく。 

 

⑤ 独立行政法人国際協力機構関西センター（JICA 関西） 

 JICA 関西の有するネットワークを用いた大会広報やボランティアに協力していただ

くよう、調整していく。 

 

 

（別紙） 


