
 

107 

The 2nd Assembly of the Association of Cities and 
Regions Hosting an International Exhibition 

第２部 

＜＜テーマ＞＞ 

「万博への市民参加と地域づくり」 

 

＜＜パネリスト＞＞  

鈴木 公平（豊田市長） 

加藤 梅雄（長久手町長） 

榎田 勝利（愛・地球博ボランティアセン

ター経営企画委員長） 

小川 巧記（2005 年日本国際博覧会協会市

民参加プロデューサー） 

 
（木村） 
 このセッションでは、市民参加と地域づ

くりに光を当ててみたいと思います。博覧

会における「市民参加」という言葉は、特

にハノーバー博覧会から強調されるように

なってきましたし、今ではもうメガ・イベ

ントにおける市民の活動が当たり前のよう

な、そういう風潮さえ出てきています。「市

民参加」という言葉は、いかにも市民、普

通の人々が事業の主人公になるという意味

ではとても素晴らしいことなのですが、そ

のような言葉どおり、本当に私たちの市民

参加が動いているのかどうか、そういうあ

たりに少し問題があるのかもしれません。 
 現実には、「市民参加」という名前の大衆

動員であったり、安上がりの労働力であっ

たりということが今でも少なくありません。

今回の愛知万博では、「ボランティア」とい

う言葉が随分、市民権を得るようになりま

したし、多くの人々がその善意でもって博

覧会を支えたというような評価もできるの

ではないかと思います。ただ、その一方で、

そのような市民参加の在り方を、もう一度

ここできちんと再点検をしておくことも、

これからの市民参加型社会を考えるうえで

必要なことではないかと思います。 
 まずそのあたりを、今回の博覧会を支え

てこられた市町それぞれの、豊田市、長久

手町と、それからボランティアセンター、

さらには市民参加をプロデュースしてこら

れた小川巧記さん。そもそも、市民参加を

だれかがプロデュースするという発想が、

本当にそれでいいのかという気持ちが、ち

ょっと疑問として残っていないわけでもな

いのです。しかし、ともかく大変精力的に

市民参加をプロデュースしてこられた、博

覧会協会の小川さんにご登壇を願っている

わけです。まず、その小川さんから、この

体験を通してビビッドなお話を聞かせてい

ただきたいと思っております。 
 具体的な話を始める前に、小川さんから、

そもそも愛知万博への市民参加とはどのよ

うなものだと思って、プロデューサーとし

てお考えになったのかということを、ごく

簡単に、非常に難しい問題を簡単に言えと

いうのは大変ですが、簡単にお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（小川）  
「市民参加

うに、この 20
たくさん使わ

ものに「市民

ますが、今、

あるときは動

きは安上がり

覧会、日本で

とはっきりし

ツの穴埋めの

 そういう中

博で史上初め

しようと言っ

きり言えると
 

」という言葉は、ご存知のよ

世紀の後半あたりから非常に

れだしてきました。あらゆる

参加」という事が出てきてい

木村先生が言われたように、

員の手段になったり、あると

の手足になったりと、特に博

行われた地方博では、ちょっ

た言い方をすると、コンテン

ように使われた事もあります。 
で、今回私たちは、愛・地球

ての本格的な市民参加を実現

ております。そのようにはっ

ころは何かというと、先ほど
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のお話にもあったように、ハノーバー万博

からの流れの中に、ＮＧＯ、ＮＰＯの参加

というものがありましたが、ただ既存組織

の活動発表だけではなく、それをさらにも

っと個人の参加まで含めた形で、市民のプ

ラットフォームを作ろうというのが今回の

ねらいだからです。そもそもなぜ万博に市

民参加なのか、そしてまたなぜプロデュー

サーが要るのかというところを、ちょっと

だけご説明させていただきます。私は万博

の学問をやっているわけではありませんの

で、私見で申し訳ないのですが、私は万博

というのは、「時代のエンジンを見せるショ

ールーム」だと思っています。 
 万博は、ご存じのように 19 世紀に始まり

ました。1851 年、第 1 回ロンドン博、当時

19 世紀というのは、まさに帝国主義の時代

であり、国というものが、世界を作ってい

た「時代のエンジン」だったと思うのです。

ですから、万博はまさにその国の力を見せ

るショールームでした。各国の産業革命の

成果として、国の力を見せ合い、競い合い、

それを大きく世界に伝えていった、そうい

う万博が 19 世紀にされたのではないか。 
 そして、20世紀、特に戦後社会に入って、

時代のエンジンは国から企業へと移りまし

た。大量生産・大量消費という巨大なメカ

ニズムを持つ企業が、世界を創っていった。

まさに時代のエンジンは企業であった。で

すから、先ほど基調講演でもありましたよ

うに、ニューヨーク博から始まり、そして

大阪万博に至る万博は、企業のパビリオン

がものすごく花開いていったわけです。ま

さに企業の力を見せる産業博が展開された。

これが 20 世紀の万博ではないかと思いま

す。 
 もし万博が、本当に時代のエンジンを見

せるショールームであるのならば、19 世紀

は国でした。20 世紀は企業。では、21 世紀

初めてのこの愛・地球博においては、21 世

紀の時代のエンジンを見せなければ、21 世

紀の万博とは言えないと思うのです。そう

いう意味で、では 21 世紀の時代のエンジン

は何かと考えたときに、私は、それが「市

民」ではないかと考えました。つまり、普

通の生活者です。あるいは「個人」と言っ

てもかまいません。つまりユーザーです。

この時代と地球を一緒にユーズする、そう

いう個人こそが、この 21 世紀の時代のエン

ジンとなるのではないか。そして、その時

代のエンジンこそが、地球的な課題、今私

たちが本当に一緒に抱えている課題を解決

するエンジンになるのではないかと考えま

して、21 世紀最初の万博であるならば、ま

さにこの 21 世紀の時代のエンジンの市民

個人の力を見せる万博でなければならない

と考えて、このプロジェクトを展開したの

です。 
 
（木村） 
 ありがとうございます。時代のエンジン

を見せるのだと。では、そのエンジンは何

だったのだという話ですね。私たち市民が、

どんな形でそのエンジンとして、次の世界

を作っていくのか。これは手回しなのか、

時々ガス欠をするのか、いろいろなことが

起こると思うのですが、それでは具体的に

どのような展開があったのか、博覧会場の

外から話を始めたいと思います。 
 まず、開催都市の一つである豊田市から

ご報告をいただきたいと思うのですが、最

初にお尋ねしたいのは、「一市町村一国フレ

ンドシップ事業」、これは県がずっとやって

こられたことですけれども、その経過を含

めて、豊田市ではどうであったのか。それ

から、豊田市ではフレンドシップ事業以外

にも、たくさんの市民参加の仕掛け・仕組

みをお作りになりましたが、その話も聞か

せていただきたいと思います。 
 豊田市における今回の市民参加活動全体、

さらにはその結果市民に生じた変化という

ものもあれば、ぜひお教えいただきたいと

思います。豊田市長の鈴木公平さん、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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（鈴木） 
 豊田市の鈴

常に多く住ん

ろん自動車産

自動車の本社

お越しになる

あります。そ

日本人という

づくりという

ちづくりの一

ういうことも

会はぜひ良い

さらにそうし

っかけにした

た。 
（以下スライ

まずフレン

田市は 4 か国

が、4 月 1 日

で、ここにあり

国（フィンラ

コ、ネパール、

ロシア、スリ

ンドシップ・

ろな取り組み

 事業につき

フレンドシッ

ていただきま

って、それぞ

れの国の領事

んでいただき

事業のコン

分けて申し上

 一つめは「
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木です。豊田市は外国人が非

でいる町であることと、もち

業のメッカというか、トヨタ

の所在地ですので、外国から

お客様が非常に多い都市でも

んなことから、外国の方々と

か、豊田市民が共生するまち

のが、前々からの豊田市のま

つの方向でもありました。そ

ありましたので、今回の博覧

チャンスとして活かしたいと。

たことが進んでいくようなき

いという思いで取り組みまし

ド併用） 
ドシップ国ですが、当初、豊

ということで決まったのです

に 6 町村と合併をしましたの

ますように、合わせて 10 か

ンド、カザフスタン、メキシ

パプアニューギニア、韓国、

ランカ、英国、米国）のフレ

ホストシティとして、いろい

をしました。 
ましては、市民を中心にして、

プ事業推進委員会を立ち上げ

した。実行委員会が中心とな

れの国々との交流を、それぞ

館・大使館と連携して取り組

ました。 
セプトですけれども、四つに

げたいと思います。 
国際理解」の視点で、相手国

をよく知る。併せて、豊田市なり日本をし

っかり紹介しようということでした。 

 

 二つめは「市民参加」、特に子供たちを中

心にして、市民が主役となって、事業を展

開してもらおうということでした。 
 三つめとしましては、相手国と連携して、

なおかつお互いにそのメリットがあるよう

な、国際協力につながる事業に取り組もう

ではないかということでした。 
 四つめは、先ほどからもお話が出ていま

すが、博覧会後も継続できるような事業を

できるだけ選別をして取り組もうというこ

とでした。 
 少し内容を申し上げたいと思うのですが、

最初の「国際理解」という事業については、

「パネル展」とかさまざまな紹介活動を行

いました。併せて、「フレンドシップ給食」

ということを行い、学校でそのお国の料理

を、給食という形で子供たちに味わっても

らいました。また、各国の文化などをさま

ざまな形で紹介するカウントダウン・イベ

ントを 2 回行ったわけですが、2 万 5000 人

ほどの市民が参加して、大いに盛り上がり

ました。 
市民参加事業は幾つかありますが、簡単

に申し上げます。 
 一つは、ナショナルデーに小中学生が参

加し、国歌斉唱や演奏などさまざまな活動

をさせてもらいました。これは 10 か国それ

ぞれにありました。 
 それから、市内には少年少女合唱団をは

じめさまざまな団体がありますが、ジョイ

ント・コンサートを行ったり、あるいは外

国の合唱団としてナショナルデーに参加さ

れた方々に市内でホームスティを体験して

いただいたということがあります。 
 国際協力については、スマトラ沖地震と

か、先だってはハリケーンでアメリカでは

被害を受けられたわけですが、市民ボラン

ティアが中心になって義援金を募集して、

すでにお届けをさせていただいたという事

業にも取り組んでいます。 
事業をどう継続していくかということで
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すが、フレンドシップ事業をきっかけにし

て、英国や韓国、パプアニューギニアにお

いては、小中学校と新たにメールの交換や

絵画の交換などの事業も始まっています。 
 イギリスからは、パビリオンのところで、

イングリッシュ・ガーデンが設営されてい

ますが、終わったら、あれを豊田市にご寄

贈いただけるということですので、市内の

公園でイングリッシュ・ガーデンを再現さ

せようと考えております。 
 また、アメリカについては、アメリカハ

ナミズキという木がありますが、これをア

メリカ館のスポンサー企業からご寄贈いた

だきましたので、公園に植樹をし、今回の

博覧会の記念として、整備をしていきたい

と思っております。 
市民活動にどのような変化が見られたか

というお尋ねがあったわけですが、先ほど

から申し上げておりますように、博覧会の

成果の一つに、国際交流団体、学校、企業

と各国の大使館・外交官、あるいは外国企

業との新たなネットワークが構築されたこ

とがあると思っております。 
 この写真は、8 月にアメリカ館で、4 か国

の領事館やパビリオン関係者とフレンドシ

ップ事業推進委員が交流したときの写真で

す。こうしたネットワークを通じて、民間

レベルの国際交流が続けられるように支援

していきたいし、続いていくと思っており

ます。 
 急速にグローバル化が進んでいく中で、

今回のこのフレンドシップ事業は、あらた

めて環境問題や経済活動など地球規模ので

きごとが市民生活と直結していて、それら

の課題解決には国際理解と協力がいかに重

要かを理解する絶好の機会になったと思っ

ております。 
 冒頭にも申し上げましたが、市内には大

変多くの外国の方々が住んでおられますの

で、こうした方々との共生社会づくりとい

うことで取り組んでいます。外国人と共生

できる地域社会になっていくようないろい

ろな事業に、市民がまた主体的・積極的に

参加してくれるのではないかと思っており

ます。 
フレンドシップ事業以外にどんなものが

あったかということですので、簡単にかい

つまんで申し上げたいと思います。 
 まず、2005 年愛知万博豊田地区推進協議

会があります。これは商工会議所を中心と

して、市民、企業、あるいは各種団体で立

ち上げてもらいまして、2234 名の会員によ

り、いろいろな活動に取り組んでいただき

ました。 
 それから、「フラワーロード事業」を行っ

ていまして、これはぜひ町の景観をよくし

たいという思いの中で、花をツールにして

町を少しきれいにして、お客様においでい

ただくのに温かくお迎えをしようというこ

とです。とりわけ、メインロードを中心と

して花壇やプランターを設置する事業を、

これは市民ボランティアでやっていただき

ました。 
 「花ウェルカム事業」も同様です。これ

はスポット的に主要箇所について行いまし

た。 
 それから、市民参加事業として「花のあ

るまちづくり運動」を展開し、これはあり

とあらゆる場所ですが、公共空間も含めて、

あるいは個人の家庭も含めて、花作りを積

極的に取り組んでもらおうということでや

っていました。これは現在も続いておりま

す。 
 それに併せて、「全日本花いっぱい豊田大

会」を開催しました。これは全国及び市内

から450団体50,000人の方々にお集まりい

ただき、花のあるまちづくり機運の盛り上

げを図りました。 
 次に、「愛・地球博推進とよた市民事業」

があります。これは市民が主体的に事業を

企画して実施するということで行っていた

だきました。例えば、日本語と英語併記の

観光ガイドマップを作成したり、自らボラ

ンティア・ガイド・ツアーを実施するとい

うグループなど、さまざまな方々が参加し、

活動していただいております。 
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 また、別のグループではせんてい枝（枝

をせんていしたもの）や伐採した竹、竹が

今環境的に大変問題になっているのですが、

そうしたものをチップロードやマルチング

材として活用するということで、多彩な事

業が市内のさまざまな場所で、市民の手に

よって展開されました。平成 14 年度に 11
団体であったのが、平成 17 年度は 25 団体

に増加しております。 
 それから、ボランティア事業です。豊田

市は博覧会場になっていますが、実はパビ

リオンがありません。博覧会協会の会場位

置表示は、瀬戸会場と長久手会場になって

いて、豊田会場というのはありません。そ

こで、「万博八草駅」ターミナルにサテライ

ト会場として豊田市を紹介したり、あるい

はボランティアの方々に活動していただく

拠点にしようということで、豊田市インフ

ォメーションプラザを整備しました。今、

たくさんのボランティアの方々に、このイ

ンフォメーションプラザを拠点にして、観

光案内や高齢者・障害者・外国人へのサポ

ート活動などを行っていただいております。 
 幾つかありますが、時間がありませんの

で話はこのあたりにしますけれども、フラ

ワーロード事業では 400 近い団体や事業所

の協力により、延べ 30km の道路が花で飾

られました。 
 市民事業については、年々参加団体も増

加していて、いい意味で競争というような

関係も生まれていますので、レベルアップ

も図られていると思っております。 
 ボランティア事業については、八草ター

ミナルの利用者への対応や花のもてなしと

いうことで、大変好評をいただいていると

聞いておりますし、ボランティア間の交流

促進、ネットワーク化、人材バンク化が図

られたとも聞いております。 
 以上、ご紹介しましたように、愛・地球

博を契機として、さまざまな形態で市民の

まちづくりへの参加促進が図れましたので、

今後も是非継続、定着化をめざしていきた

いと思っております。 

ありがとうございました。 
 
（木村）  

ありがとうございます。市民参加の形は

いろいろあるだろうと思います。そして、

一つ一つは決して大きくない、本当に足元

で、地元でささやかに行われているものの

積み重ねだろうと思います。しかし、最初

は「博覧会がやってくるから、みんなで何

とかしようよ」という形で始まったものな

のかもしれませんが、それがだんだんと地

域の活動として日常的にやる活動、「博覧会

のために花を植えてきれいにしようよ」と

いうことから始まったとしてもいいと思う

のですが、それがその次のステップとして、

「この町をもっときれいにしようよ」「この

町を我々のために」という視点で、また次

のステップが大きくなっていく。そういう

形でこれからも持続されていくなという実

感を少し、お話を聞いていて持ったわけで

す。 
 ボランティアというのは、お手伝いでは

ないのですね。自分たちの生活をどう変え

ていくかという自主的な事業だと思います。

そういう意味では、豊田市の市民の方々も

自信を持たれた。今日、冒頭からずっと続

いている、地域の人々が自信を持って動く

ということへ、やはりつながっていくのだ

ろうと思います。 
 それでは、次に長久手町にお尋ねしたい

のですが、長久手町は博覧会計画の途中で

急に降ってわいたようにメイン会場がやっ

てきたわけで、そういう意味では大変驚か

れただろうし、準備期間も少なかっただろ

うし、大変なことだったのだろうと思いま

す。そのメイン会場を負担された自治体と

して、会場運営や催事など、多くの市民参

加があったと思います。特に「おもてなし

ボランティア」というような形で、たくさ

んの町民の方が参加された。それはどのよ

うな形で行われて、どのように成果を上げ

たのか。まず、そのことに絞って、町長の

加藤梅雄さんにお尋ねしたいと思います。 
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（加藤）  
長久手の加藤です。私どもは、今お話があ

りましたように、瀬戸市の海上の森から、

いろいろな環境問題があり、長久手の地に

博覧会主会場が移転してきました。そのこ

とをお話ししますと長くなりますが、これ

は皆さんご案内のとおりです。 
 私はそのときに、この愛知青少年公園が、

まさに今の博覧会場ですが、非常に起伏に

富んでいますし、私は、小さい博覧会は行

ったことがありますが、過去のハノーバー

の博覧会、あるいは日本では大阪の吹田の

大阪万博以外、知りません。それらを見た

場合にも、21 世紀は環境を主体にした博覧

会ということは、当時から標榜していたわ

けですので、環境的には全くこれは適地だ

と、ここで開催されたら素晴らしい博覧会

になると思いました。 
 前のパネラーのセビリアの市当局の方も

おっしゃいましたし、ハノーバー市長もお

っしゃいましたように、かつて過去にない

環境の中で素晴らしい博覧会が開催された

と言われました。まさにこれは、私が考え

ていたように、設計をされた方、あの構想

を作られた方、本当にそのアイディアとか、

素晴らしい発想で計画された、見事なもの

であったと思います。今から思うと、やは

りあの環境がなすべき、それをうまく活か

した博覧会ができたのだと思います。 
 そこで、私ども 4 万 5,000 人の小さな町

でこの世界的イベントが開催されたという、

過去の博覧会史上にもないだろうと思いま

す。私どもは、どうしても成功させなけれ

ばいけないと、4 万人町民が燃えたと思い

ます。この長久手、「おもてなしボランティ

ア」というものがすぐ発足しましたが、こ

れも話が前後しますけれども、ボランティ

アのリーダーの方から役場の西庁舎の一室

を貸してくれと言われてお貸ししたのです。

その表札の一字一字を、「長久手ボランティ

アセンター」と、皆さん一人一人が一文字

ずつ書いて、みんなで作った。ですから、

字は上手とは言えないのですが、真心がこ

もっているといいますか、やろうという意

思が、そのボランティア室へ入るその表札

を見るだけでも伝わってきます。 
 そんなことで、今日、今すごいパワーで

すが、この原点は、まさに長久手で博覧会

が開催されるならば、何が何でも成功させ

なければならないという、熱い住民パワー

がそこに生まれたということだろうと思い

ます。 
 実は、昨日も私、間もなく閉幕ですので、

長久手駐車場、南駐車場と 2 か所あります

が、ボランティアの方に、ちょっとお礼を

言って回りましたが、「本当に私たちは幸せ

だった」と。みんな笑顔で、私は「ご苦労

さんでした」と言っていったのですけれど

も、逆に「よかった」と、私どもが激励を

していただきました。「これからも頑張って

くださいよ」というメッセージをいただき、

みんな笑顔でこの博覧会を終えるという、

そういう感触を得たわけです。 
 それは今、豊田市長さんや皆さんがおっ

しゃったように、ボランティア活動という

のは、やはり嫌々とか、人から、行政が押

しつけたとか、そういう形でやってはなら

ないわけです。間もなく 2,100 万人ぐらい

いらっしゃると思います。世界各地、ある

いは全国津々浦々から訪れた人に与える心、

「ココロツタエ」という歌が博覧会の歌で

ありますが、まさに心を伝えなければ、来

たときに悪い印象を与えます。本当に自分

たちで心から「いらっしゃいませ」「お気を

つけて行ってください」とか、「お帰りなさ

い」とかいうその言葉を発することが、大
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成功の一つの要因であると私は思っており

ます。 
 私どもがもう一ついちばん心配したのは、

やはり交通アクセスの問題でした。これは

まさに、行政がやらなければならない問題

ですので、今のリニモも、今回の博覧会に

は本当に大きな役割を果たしたと思ってい

ますが、何もない無から有を生じたわけで

す。また、新しい道路も造っていただきま

したが、この短い期間、本当に瀬戸市の海

上の森からこちらへ移ってから、万博の開

催までの期間というのは本当にわずかでし

たが、みんな燃えた。私ども町当局の人間

はもちろんですが、町民の皆様方、地主の

皆様方がご協力いただいたと、これも先ほ

どのボランティアと同じように、すごい力

になってご協力いただいた。それで今回大

成功と言っていいと思いますが、あと４日

ばかり、何事も事件のないように願ってい

ますけれども、大成功のうちにこの博覧会

を終えることができるなと、私自身本当に

喜んでいますし、ほっとしています。 
 今回、私どものボランティア活動が成功、

そして気持ちよく皆様方を長久手町民が迎

えた、このボランティア活動というのは、

そこに原点があったことを申し上げたいと

思います。 
 
（木村） 
 ありがとうございます。豊田市にせよ、

長久手町にせよ、それぞれの市民が積極

的・自発的に参加された。そういうことで

ボランティア活動が成り立ってきたのだと

いうことのようですが、それがたまたま博

覧会のお祭り騒ぎの中で、一過性のにぎわ

いとしてあったのでは困るわけです。豊田

市の先ほどのお話にもありましたが、市民

参加の仕組みが非常に大事だと思います。

そういう意味では、長久手町としては、行

政のサイドから市民参加の仕組みをどのよ

うにお作りになったのかということを、事

例があったら少し教えていただきたいので

すが。 

（加藤） 
 この「おもてなしボランティア」を通じ

て、もとよりこのボランティア活動という

のはいろいろな顔がありまして、高齢者福

祉から子供たちの問題からありますが、今

回、一丸とならなければこの大きなイベン

トを乗り越えられないということで、連携

といいますか、非常にネットワークがよく

できまして、皆さんが一致して一つの目的

に向かった。そういうことで、新たな、今

まで別々に行っていたボランティア活動が、

一つになる。一つになると大きなこともで

きる。また、個々のボランティア活動も重

要だと思います。 
 そういう意味において、私どもは「まち

づくりセンター」というものを建設しまし

た。したがいまして、これからはこのパワ

ーを活かしながら、皆様方がこのまちづく

りセンターの拠点をひとつ大いにご活用い

ただいて、今回の博覧会のこのボランティ

ア活動の素晴らしい余韻を残しながら、新

しいまちづくりに向かってご努力願ったら

なと、考えています。 
 
（木村） 
 ありがとうございます。よく分かりまし

た。 
 地域の人々、自治体がさまざまな工夫で

市民参加の促進をしていくということであ

ったわけですが、今回の愛・地球博ではボ

ランティアセンターが大活躍をしました。

これは多分博覧会史上初めて、市民参加で

立ち上げたボランティアセンターだったの

だと思います。そのような構想が、どうし

てでき上がって、どのように展開していっ

たのかということを、ボランティアセンタ

ー代表の榎田勝利先生からお話をいただき

たいと思います。 
 博覧会へのボランティア参加の意義、今

後の展望なども含めて、まとめてお話を頂

戴できればと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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（榎田） 
 愛・地球博ボ

と申します。 
 21世紀はボ

るようになりま

のボランティア

とネットワーク

て、地球的な規

するという大き

る 学 者 は、

（Association
んでいます。 
 そのような状

会ではどうだっ

出てきます。そ

もご存じのよう

が注目されると

のボランティア

活動を行った。

歴史的にもすさ

があり、そして

うことになりま

のまま日本の政

ボランティアを

法」（ＮＰＯ法

も日本の政治の

きな動きでした

 そして、200
うに、国連が「

うことで、世界

ボランティアを

ーにしようとい

れと軌を一にし

参加、ボランティアを一つの大きな柱にし
114 

ランティアセンターの榎田

ランティアの世紀だといわれ

した。国境を越えて、市民

活動、あるいは地域が世界

をする、あるいは連帯をし

模のさまざまな問題を解決

な動きが出てきました。あ

そ の こと を 「 連帯 革 命 」

 Revolution）という言葉で呼

況の中で、私たち日本の社

たのだろうかということが

の中で、1995 年に、皆さん

に、阪神淡路大震災の活動

思います。述べ百数十万人

が神戸に駆けつけて、救援

もう日本の社会の中では、

まじいボランティアの活動

その活動が評価されたとい

す。そして、その成果がそ

府を動かして、1998 年には、

推進する「非営利活動推進

）というものができた。これ

歴史の中では、初めての大

。 
1 年は、皆さんもご存じのよ

ボランティア国際年」とい

100 か国を超える国々で、

21 世紀の大きなエネルギ

う大きな動きがあった。そ

て、愛・地球博では、市民

ようと、まさしくタイムリーな、時宜を得

た取り組みを、私たちはすることになった

わけです。 

 

 さて、愛・地球博ボランティアセンター

は、どのような組織になったのかというこ

とですが、博覧会協会はあるわけですが、

博覧会協会の一部の部局ではなく、市民に

よって立ち上げた自律的な組織として活動

していこうということで、任意団体だった

のですが、一つの組織としてボランティア

センターを立ち上げた。このことは、博覧

会以後の活動の継続に大きな意味を持つわ

けです。そして、2002 年 12 月にボランテ

ィアセンターを設立しました。 
 そこで、そのボランティアセンターの基

本的な理念はどうだったのだろうかという

ことですが、一つは、ボランティアという

のは、国の内外から会場を訪れるときの最

初の入り口でパンフレットを渡す、会場の

地図を渡す。その最初の出会いの場をボラ

ンティアが作るわけです。そういう面では、

ボランティアはいちばん万博の顔になると

いうことを、私たちは常にボランティアの

人たちと考え、笑顔で始まって笑顔で見送

りをしましょうということを基本にしまし

た。いわゆる博覧会の来場者に、思い出や

満足感が残るような活動をしようと。 
 ２番目は、ボランティアというのは、ご

存じのように、自発的な、個人の自発性に

基づいた活動であると。ですから、自ら考

えて、自ら責任を持って行動することを基

準にしようと。非常に単純なことなのです

が、大変難しいことです。 
 ３番目は、ボランティアというのは、だ

れでもできるのです。だれでも参加できる。

そのボランティアが、参加をして楽しく、

そして多くの出会いや学びがあるというこ

とを基準にしようと。 
 ４番目は、これが非常に大切なことなの

ですが、ボランティア活動を一過性のもの

とはせず、地域社会に継承されることを目

指そう。いわゆる日本の社会の中にボラン



 

115 

The 2nd Assembly of the Association of Cities and 
Regions Hosting an International Exhibition 

ティアの文化を作る、形成する一つのきっ

かけにしていこうということを、私たちは

目指しました。その基本理念を実践するた

めに、私たちは運営組織を作りました。経

営母体である、ＮＰＯやＮＧＯで言うと理

事会に当たる経営企画委員会を作り、それ

もすべて市民のボランティアによって運営

される。その委員会のもとに部会を作りま

した。 
 一つは国際部会。通訳とかガイドとか、

国際的なプロトコールを中心にした活動を

展開する国際部会。 
 もう一つは福祉。多様な人々が万博の会

場を訪れるわけです。障害を持った方々、

障害といっても、多様な障害者の方々が見

えるわけですが、その方々にも、満足して、

安心して、快適に万博で過ごせるように、

そういうボランティアの活動をしようと。 
 そしてエコです。環境に優しいボランテ

ィア。環境を中心にしたボランティア活動

の推進をしようと。 
 更に、県民・市民がもっともっと万博を

理解して、そして積極的に参加できるよう

な参加支援部会を作りました。これは啓も

う・啓発・ＰＲをする部門。 
 最も大変だったのが研修です。後ほど話

しますが、約３万人のボランティアの研修

をどうするかということで、これも大変な

前例のないことを試みることになりました。 
実際にボランティアの登録・研修状況は

どうだったのかということを、少し皆さん

に紹介したいと思います。 
 当初ボランティアは約半年間１万 5000
人のボランティアで運営しようと。そして、

より長期で専門的なボランティアのリーダ

ーとしての活動をしていただく約 250 名を

目標にしましたが、私たちの予想を上回る、

約３万人のボランティアの人が参加をしま

した。一般ボランティア、個人登録した人

が１万 8000 人。ボランティア・リーダー

250 人が、約倍の 497 名。そして、団体登

録、企業や学校などさまざまなＮＰＯ、ボ

ランティア団体が団体として登録をする。

そういう活動で、トータルで３万人近くの

ボランティアの人が半年間、活動すること

になったわけです。 
ボランティアの活動、もう少し登録者の

状況を紹介しますと、ボランティアのこの

３万人の活動を、愛知県下 180 か所を超え

るところで、ボランティア研修をしました。

このことが、全県下挙げて、各市町村を含

めて、万博の意義、万博にボランティアと

して参加するという啓もう活動には非常に

つながったと思います。ボランティア・リ

ーダーの研修を行い、そして一般ボランテ

ィアの研修を行い、そして愛・地球博リー

ダーの研修をする。リーダーになるために、

朝から夕方までの１日をのべ 10 日間、ボラ

ンティア研修をしたことも大きな活動でし

た。 
 更に、専門部会として、国際部会、福祉

研修、エコ研修、救急蘇生法と、いわゆる

真夏の万博会場ですから、倒れたり、ある

いは熱中症にかかったりという方が出てく

る。そういうことで、緊急に救急措置がで

きるようなボランティアも、トレーニング

をすることになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボランティアの登録・研修状況（2005年1月末現在）
１．ボランティア登録（2004年１月～3月に募集受付）

●一般ボランティア（個人登録） ：18,324名

●ボランティアリーダー（個人登録）：497名

●団体登録ボランティア ：46団体 10,393名

２．ボランティア研修

●ボランティアリーダー研修（2003・2004年度）：1,261名が参加

●一般ボランティア研修（2004年7月～11月） 181ヵ所

●愛・地球博リーダー研修（5日間：リーダー対象）

●専門研修（国際・福祉・エコ・救急蘇生法）

合計：29,214名

ボランティアの登録者はどんな人たちか

というと、男性が約 35％、女性が 65％、そ

して、ボランティアの年代的な内訳を見ま

すと、10 代（高校生）から最高 85～86 歳

まで、年代層がこれだけの参加がありまし

た。中心は 50 代以上のリタイアをした、あ

るいは熟練をした人たち、そして若者たち

ということがあります。 
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それを今度は居住地別に見ると、愛知県

下が約 93％、愛知県民の方々がボランティ

アに多く参加した。残りの愛知県以外の

方々は、約 20 県を越える地域からボランテ

ィアに参加をしたということで、これは交

通費も大変だと思うのですが、それ以上に、

万博に参加する意義を持たれた方だと思い

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボランティアの職業別に見ても、高校

生・大学生から会社員、とりわけ主婦、主

婦の力はすごく大きいです。28％の方々が

家庭の主婦であった。つづいて「その他」

（25.1％）とありますが、この方々はリタ

イアをした人たち、会社とかいろいろなと

ころ、組織を終えて、リタイアをした人た

ちが中心になったということです。約４人

に１人がそういう 60 代以上の人たちで、こ

の万博に参加をしたということになります。 

ボランティア登録者（個人）の内訳（2005年1月末現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ボランティアの経験も、私たちは非常に

当初から期待をしたのは、この万博のボラ

ンティアが、県民・市民にとって、最初に

ボランティア参加のいいきっかけを作るこ

とを目指したわけです。約６割の方々が、

万博で初めてボランティアの経験を持つこ

とになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【年代別】 

ボランティア登録者（個人）の内訳（2005年1月末現在） 

男性 

(6,539) 

34.7% 

女性 

(12,282) 

65.3% 

主婦 

(5,280) 

28.1% 

その他 

(7,306) 

25.1% 

会社員 

(4,130) 

21.9% 
大学生・専門学校生 

(2,297) 

12.2% 

高校生 

(999) 

5.3% 

公務員 

(773) 

4.1% 

自営業 

(616) 

3.3%

ボランティア登録者（個人）の内訳（2005 年 1 月末現在） 

【ボランティア経験の有無】
経験有り

(7,306)

38.8%

ボランティア登録者（個人）の内訳（2005 年 1 月末現在） 

【居住地別】 
愛知県外 

(1,267) 

6.7% 

20代

(3,116)

16.6%

10代 

(1,372) 

7.3% 

30代

(1,938)

10.3%

40代 

(2,477) 

13.2% 

50代 

(4,109) 

21.8% 

60代 

(4,795) 

25.5% 

70歳以上 

(1,014) 

5.4% 

【男女別】 

ボランティア登録者（個人）の内訳（2005 年 1 月末現在） 

【職業別】 

経験なし・不明

(11,515) 

61.2% 
愛知県内 

(17,554) 

93.3% ボランティアの活動を、少しビデオで紹

介したいと思います。 
 これはゲート付近でちらしを配るボラン
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ティア、最初に出会う人です。 
 あと、会場内での案内係。案内をするボ

ランティア。 
 それから、「写真を撮ってください」とい

う来場者に対して、シャッターを押すボラ

ンティア。 
 あるいは、ケア・センターで車いすを提

供したり、あるいはそのケアをするボラン

ティアのアレンジをしたりするボランティ

ア。途中で足りなくなり、車いすもかなり

また、たくさん用意したのです。 
 あと、ベビー・センターでケアをするボ

ランティア。 
これも、美化、エコ活動です。ごみの分

別をするボランティア。これも当初は大変

でした。なぜこんなにたくさん分別するの

かということになりました。 
 あと、エコ・ガイド。子供たちに、エコ

のガイドをするボランティア。これには約

２万人近くの人たちが参加をしました。子

供たちがボランティア体験をする体験ボラ

ンティアもたくさん行いました。子供たち

にとっても、この万博でのボランティア体

験というのは、将来に大きな意味を持つと

思います。 
こういうボランティア活動を推進して、

ボランティア活動は今８月の 31 日現在、述

べ９万 2000 人、そして１日平均、約 600
名のボランティアが活動する。そして、最

終的にはのべ約 11 万人のボランティアが

それに参加し、ボランティアが活動した総

時間数は約 56 万時間。万博の協会がフルタ

イムとして雇った人数から言うと、約７万

人の人に当たる活動（仕事）をボランティ

アが担ったといえるのではないかと思いま

す。 
 そういう中で、ボランティアが活動を行

い、私たちはこのボランティア参加でどん

な意義を持ったのかということを考えます

と、ボランティアの参加が一般の市民・県

民にとって、ボランティアに参加する素晴

らしい動機づけやきっかけになった。同時

に、実践から多くのことを学ぶことができ

た。 
 ２番目は、万博を盛り上げるということ

で、さまざまな団体がネットワークを形成

する。そして、共通の目的のもとに活動す

ることができた。 
 ３番目は、ボランティアの研修というこ

とですが、さまざまな研修を行い、人づく

り（人材育成）に大いに役に立ったと。こ

のノウハウは後にも継承できるのではない

かと思います。 
 ４番目は、ボランティアセンターが自立

した、独立した組織として活動したことが、

この経験とかノウハウ、そして人（人材）

が、後で私たちの愛知県、この地域社会に

大きな担い手になりうるのだということを

自覚するようになりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボランティア活動状況（データ）

●延べ活動人数（3月25日～8月31日）： 92,183人

●１日平均： 長久手会場３交代、瀬戸会場２交代）

●最終延べ活動人数：

●ボランティアの総活動時間：

●フルタイム換算人数 ：

約600名（

約110,000人

約560,000時間

約70,000人に相当

 
 そういう中で、今後、私たちはこのボラ

ンティア活動をどういう形で継承しようか

ということを考えています。ボランティア

活動は、やりたい人はいっぱいいるのだけ

れども、実際にボランティアに参加してい

ない。どうしてなのだろうか。市民の善意

のある人たちはたくさんいるのだけれども、

なかなか参加しない。それには、一つは装

置が必要だと。それはボランティアセンタ

ーという装置であった。愛知県にも、何千

というボランティア団体があるわけです。

そのボランティア団体をより強化し、もっ

ともっとボランティア社会を作っていくた

めに、ナショナル・ボランティア的な要素

を兼ねた、ボランティアセンターを今後作
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っていこうと。万博の趣旨にも合うように、

グローバルな視点で活動できる、そして愛

知が拠点になってナショナルなレベルに、

そしてグローバルなレベルにも参画できる

ような、そういうボランティアセンターを

今後作っていこうということを、私どもボ

ランティアセンターとしては考えています。 
 
（木村） 
 どうもありがとうございました。博覧会

の中・外でのさまざまなボランティア活動

の在り方を、ある意味で日本的な風土の中

で、大変苦労しながら展開してきていただ

いたということがよく分かりました。 
 では、引き続きまして、そのように各市

町、それからボランティアセンターが随分

苦労して市民活動を支えてきた、そして市

民がどんどんと自発的に動くようになった

ということなのですが、ここでもう１回小

川さんにお尋ねしたいのです。小川さんが

冒頭でおっしゃっていたような思いが、実

際にどのように市民に受け止められた、あ

るいは受け入れられ、支えられたとお考え

か、その辺の苦労話を少しお願いしたいと

思います。 
 
（小川） 
 冒頭、お話しさせていただきましたよう

に、今回、「時代のエンジン」としての市民

よ集まれ、という呼びかけをしました。木

村先生のほうから、市民参加というのはい

ろいろな形があることをお話しされていま

すが、市町村における参加、そしてまた運

営ボランティアという形の参加、いろいろ

な形があるのですが、今回万博史上初とい

うことでその中心に据えてきましたのは、

国でもなく、企業でもなく、市民が地球的

な課題に取り組む。その力をこの万博で見

せよう。そういう力を私たち人間は、個人

は持っているのだということを見せようと

いう事業です。 
 そういう問いかけで公募をしました。一

次公募、二次公募としていったのですが、

結果的に、多分皆様のお手元の袋の中にこ

ういうペーパーがあると思うのですが、235
のプロジェクトが、日本、そしてまた世界

から集まってきたというのが一応結果です。 
 この 235 のプロジェクトというのは、実

はテーマは「盆栽から戦争まで」と言って

いるのですが、本当に多様です。まさに市

民の多様性そのままが、この 235 のプロジ

ェクトに現れています。思想的にも、ある

いは立場的にも、技術のレベルでも、全く

多様な市民が万博に集まって来てくれたと

いうことです。 
 そして私は実はこの愛・地球博において

市民力を見せるのに当たりまして、どのよ

うに見せようかなと思ったときに、今まで

の万博というのは、私たちの目の前、これ

から起きることを見せてきたわけです。あ

した・あさっての素晴らしい世界というも

のを見せてきた。そのための技術的ないろ

いろな開発・ノウハウを見せてきた。それ

もすごく大事なことですし、今回の愛・地

球博も、まさに技術的イノベーションを見

せていますが、私たちの時代のエンジンと

しての市民の力、市民がプロジェクトを立

ててそれを見せるというのは、実は前では

なくて、私たちの横を見せようという試み

なのです。 
 つまり、同時代に地球に生きる多くの人

たちが、それぞれのやり方でこの地球を愛

している。その姿を見せようというのが大

きなねらいです。テーマとして、「地球の愛

し方」というキーワードを作ったのですが、

さまざまな形の地球の愛し方、それが世界

や日本各地いろいろなところからやってき

た。それがまさに、この 235 のプロジェク

トなのです。 
 この半分は、この愛知県を中心とした中

部地域の方々が作ったプロジェクトです。

そしてまたその半分は、日本全国からやっ

てきたプロジェクトです。そして、さらに

この 235 の総数の半分は、世界と連携して

いるプロジェクトです。そういうものがこ

の地域にやってきた。 
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 先ほどお話にあったハノーバーで起きて

きた、ＮＧＯの参加やワールドワイド・プ

ロジェクトは、長久手会場にある「地球市

民村」という形で、新しく継承・発展され

たのではないかと思っています。それに加

えて、この愛・地球博において、もっと細

分化された、個人のいろいろな力が地球の

課題を解決していくというオリジナルのプ

ロジェクトとして、235 の市民プロジェク

トを掲げる瀬戸会場の市民パビリオン＆海

上広場が誕生したといえると思います。 
 そんなことを偉そうに言っていても、実

は万博が始まる前は、本当にこういうプロ

ジェクトが万博のいわゆるソフトというか、

コンテンツとなるのかならないのかという

のは非常に不安でした。つまり、この 235
のプロジェクトをどのように見せるかとい

うと、基本的には「対話（ダイアローグ）」

という形で見せたのです。「対話劇場」とい

うものを市民パビリオンの中に置きまして、

そこで入れ替わり立ち替わりいろいろな人

がメッセージを出していく。そして、その

隣には「対話ギャラリー」というものがあ

り、そこではプロジェクトを始めた本人が

説明をしていくという、対話型展示という

形で、広場でのワークショップを含めて、

すべて基本的には対話というスタイルを取

って見せていったのです。果たして、この

対話というスタイルが本当にこの万博に定

着するのか、つまり、対話をするには時間

がかかるわけです。 
 今、ご存じのようにみんな次から次に、

早く次のパビリオンへ行きたいというのが、

万博の中での皆さんの純粋な気持ちです。

１館でも多く見たいという、そういうファ

ーストな空間の中で、人の話をじっくり聞

く、人と一緒に、ともに作業をするとか体

験するという非常にスローなコンテンツ、

私は「スロー・エキスポ」と呼んでいるの

ですが、そういうものが本当に成り立つの

かどうかというのは非常に疑問であり、一

部協会からも批判をもらったこともありま

す。市民自身も不安で、自信もなかったと

ころもあります。私自身も、実際オープン

するまでに寝られない日々が随分続いて、

実は余談ですけれども、約十数キロやせる

ことができたので、万博はダイエットによ

く効くと思います。ぜひ、開催地の方はこ

れから、ダイエットの万博に参加していた

だければと思います。 
 でも、実際オープンしましたら、最初は

ご存じのように愛・地球博全体の来場人数

が非常に少いスタートでしたが、当然、瀬

戸会場の市民パビリオンも少なかったこと

は事実です。しかし、来られた方が最後ま

で話を聞いていくのです。あるいは、最後

まで一緒にワークショップをやっていく。

そういうことが見えたときに、これはいけ

るかもしれないと思いました。そして、現

状全体人数が増えていく中で、本当に多く

の人が人と対話をし、経験を共にし、共に

ものを作るということを楽しんでいきます。 
 そして、なおかつ素晴らしいことは、リ

ピーターがものすごく多いということです。

「対話劇場」で、私に「今日、小川さん、

50日目なの、私」と言われた人がいました。

市民パビリオンでは毎日コンテンツが変わ

っていきますから、それを毎日のように味

わいに来る、楽しみに来るという市民がい

っぱいいるということ。それは僕は非常に

びっくりしたし、なによりうれしいことで

した。 
 そして、そういう中で、来場された市民

が参加した市民と出会って、それぞれの人

生が変わっていくという現象が起きていま

す。またたとえばこの万博のためにあるプ

ロジェクトを立ち上げるのに、自分の青春

時代に思っていたアジアへの思いを、もう

一度形にしたサラリーマンがいます。それ

によって、彼の人生は大きく変わった。あ

るいは、そういうものを見て「私もやりた

いな、そういう話はとても楽しいな」とい

うことで、何度も何度も来るうちに、実は

その人は引きこもりだったのですが、それ

が治ってしまったという人もいます。 
 つまり、僕は市民参加の一つの大きなこ
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とは、個人の生活の質が変わるということ

があると思います。そして、この個人の生

活の質が変わることで、実は今回この愛・

地球博の中では、万博の質が少し変わって

きているのではないかとも思っているのが、

現状の気持ちです。 
 
（木村） 
 ありがとうございます。今、皆さんのお

話を聞きながら、やはり博覧会が変わった

ということを実感させられました。それは

何が変わったかというと、見せる博覧会か

ら、ともに行動する博覧会へ変わっていっ

たのだと、そういうことなのだろうと思い

ます。 
 では、本当はもっともっとたくさんのお

話を聞きたいのですが、時間がやってまい

りましたので、第 2 部はこれで終わって、

これまでの議論を深めて第 3 部、これから

の博覧会と地域づくりの問題につないでま

いりたいと思います。 
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