


「愛・地球博」では、延べ 10万人を超えるボランティア参加を通して、人類が直面する様々な
課題の解決に向け、「身近なところから行動を起こすことの大切さ」、「誰もが楽しく参加できる
ボランティア活動の素晴らしさ」を体験することにより、「来るべき地域社会でのボランティア
活動の大切さ」を世界に発信していくことを目指しました。 

●博覧会の来場者に思い出や満足感が残るような活動をめざす。
●ボランティアが自ら考え、責任を持って行う活動を基本とする。
●だれもが楽しく参加できる活動をめざす。
●ボランティア活動を一過性のものとせず、地域社会に継承されることをめざした活動とする。 

＜ 2002 年＞
●愛・地球博ボランティア意見交換会（5月～ 9月）
●愛・地球博ボランティアセンター設立準備会（10月～ 12 月）
●事務局開設（11月～）
●サポーター募集（11月～）
●愛・地球博ボランティアセンター設立・設立会開催（12月 10 日）
●愛・地球博ボランティア実態調査（12月～ 2003 年 5月）

＜ 2003 年＞
●「部会」（国際・福祉・エコ・参加支援・研修）（1月～ 2005 年 1月）
●イベントでの PR活動（5月～ 2004 年 3月）
●愛・地球博ボランティア講演会（6月）
●ボランティアリーダー研修（6月～ 2003 年 11 月）
●企業人ボランティア会議（8月～ 2003 年 11 月）
●福祉専門研修（9月～ 2004 年 3月）
●サポーターズ大会（9月 28 日）
●ボランティア募集告知（12月 19 日）

　
＜ 2004 年＞
　●登録ボランティア募集（1月 26 日～ 3月 31 日）
●募集 PRイベント・ボランティア説明会（1月～ 3月）
●福祉専門研修（4月～ 2005 年 2月）
●学生対象ボランティア募集（５月～ 6月）
●ボランティアリーダー研修（5月～ 10 月）
●愛・地球博リーダー研修（6月・12 月）
●一般ボランティア研修（7月～ 11 月）
●救急蘇生法講座（9月～ 2005 年 1月）
●エコ専門研修（10月～ 2005 年 1月）
●愛・地球博ボランティアフェスティバル（12月 4日）
●国際専門研修（12月～ 2005 年 2月）

＜ 2005 年＞
●愛・地球博リーダー研修（1月）
●現地見学会（3月 5日～ 3月 8日）
●会場内ボランティアセンター開所式（3月 16 日）
●内覧会でのボランティア活動（3月 18 日～ 3月 20 日）
●皇太子殿下　行啓（3月 23 日）
●愛・地球博開幕　ボランティア活動開始（3月 25 日）
●キッズエコツアー（4月 22 日～ 9月 25 日）
● KIDS バンパク隊（4月 27 日～ 9月 2日）
●三笠宮寛仁親王殿下　ご来訪（6月 23 日）
●やってみようボランティア（7月 26 日～ 8月 24 日）
● EXPO2005 Volunteers' Day（愛・地球博ボランティアズ・デイ）（8月 14 日）
●愛・地球博閉幕　ボランティア活動終了（9月 25 日）

ボランティアセンター設立会

ボランティア募集受付

ボランティア研修

愛・地球博開幕

愛・地球博閉幕



ゲート周辺での活動 来場者への案内活動

カメラのシャッターサービス活動 ケアセンターでの活動

ベビーセンターでの活動 美化・分別活動

エコガイド活動
（キッズエコツアー）

体験ボランティア活動
（やってみようボランティア）



２．愛・地球博ボランティア活動参加実績（2005 年 3月 25 日～ 2005 年 9月 25 日）
【愛・地球博ボランティア登録参加者】

2021.8

【その他ボランティア活動参加者】

３．愛・地球博ボランティア登録参加者の内訳（個人登録者 17,782 人を対象に集計）
【性別】

【年代別】 （年齢は 2005 年 6月 1日現在を基準に集計）

【職業別】

【居住地別】

【国籍別】

【ボランティア活動経験の有無】

４．その他実績データ
【キッズエコツアー参加者総数】
【一般ボランティア研修開催回数・受講者数】
【ボランティアセンター事務局職員数】

＜事務所連絡先＞
特定非営利活動法人愛・地球博ボランティアセンター

最終参加者数 延べ活動人数 1日あたりの
平均活動人数

登録者１人あたり
の平均活動日数

登録者の
最多活動日数

一般ボランティア・個人登録参加者 17,296 人 72,278 人 391 人 4.2 日間
32 日間

一般ボランティア・団体登録参加者（46団体） 9,055 人 22,383 人 121 人 2.5 日間

ボランティアリーダー・個人登録参加者 486 人 9,957 人 53 人 20.2 日間
77 日間

ボランティアリーダー・団体登録参加者（1団体） 100 人 555 人 3 人 5.4 日間

26,937 人 105,173 人 568 人

【ボランティア参加者総数】
　  30,083 人

【ボランティア延べ活動者総数】
　108,485 人

参加者数 延べ活動人数

KIDS バンパク隊参加者 1,874 人 1,874 人

体験ボランティア（やってみようボランティア）参加者 888 人 888 人

ガールスカウト体験ボランティア参加者 332 人 332 人

インターンシップ参加者 52人 218 人

合計 3,146 人 3,312 人 

１．2005 年日本国際博覧会（愛・地球博）の概要
【正式名称】
【略称】　
【愛称】　　
【テーマ】　

【開催期間】
【開催場所】
【公式参加国・国際機関】
【最終入場者数】 


