
平成 21 年 2 月 4 日 

青年海外協力隊 OB/OG 各位 

（社）青年海外協力協会 中部支部 

支部長 石井 範子 

 

全国応募促進支援キャンペーンご協力のお願い 

 

OB/OG の皆さん、JOCA の“全国応募促進支援キャンペーン（全国広報啓発キャラバン隊）”

をご存じですか？ 

青年海外協力隊の応募者は近年減少傾向にあります。平成 19 年度の秋募集では、この 10

年間で初めて応募者が 2,000 人を下回り、平成 16 年度の約半数となりました。この結果を

踏まえ、JOCA ではより一層の応募促進支援事業を展開すべく、キャラバンカーによる全国

巡回を開始しました。 

まず平成 20 年 3 月にキャラバンカー2 台を投入し、1 台は山形県を皮切りに東北地方を

巡回、もう 1 台は熊本県を皮切りに九州全県を巡回しました。さらに 10 月からは 3台目の

キャラバンカーが沖縄県を巡回、現在はこれら 3 台が中国・四国地方を巡回中です。今後、

キャラバン隊は近畿地方を巡回し、以下の日程で東海北陸地方へやって来ます。 

（あくまでも予定ですので、若干の日程変更の可能性はあります。） 

 

・キャラバン車 1 号：4月 20 日（月）～5 月 29 日（金） 

 愛知県（4/20～5/15）、岐阜県（5/18～5/29） 

・キャラバン車 2 号：4月 27 日（月）～5 月 29 日（金） 

 静岡県（4/27～5/19）、三重県（5/20～5/29） 

・キャラバン車 3 号：4月 27 日（月）～5 月 29 日（金） 

 石川県（4/27～5/8）、富山県（5/11～5/15） 

 福井県（5/18～5/25）、岐阜県（5/26～5/29） 

 

キャラバン隊はこれらの期間中に県下すべての自治体を表敬訪問し、各県 OB 会と協力し

てボランティア事業の広報・啓発活動を行ないます。つきましては OB/OG の皆さんのご協

力を賜りたく、お願い申し上げる次第です。具体的には以下の協力者を募集しています。 

 

１．キャラバン要員①（各県 1 名） 

業務期間：担当県内でのキャラバン期間 

業務内容：表敬業務（趣旨説明、広報啓発、各地域での OB/OG 活用促進依頼、「派遣

条例」の制定有無の確認、対応窓口担当の確認、広報媒体の確認、対応

御礼、写真撮影等）、OB 会・実践者との連携、イベントへの参加、自治体

表敬およびイベントに同行する OB/OG の確保 

備  考：JOCA と個別業務委託契約を結び、委託料が支払われます。業務期間中、

基本的には訪問先周辺での宿泊となります。 



２．キャラバン要員②（各キャラバンカー1 名） 

業務期間：東海北陸キャラバン開始～終了まで 

業務内容：キャラバンカーの運転、車両管理、備品管理、日程調整補助、ブログの

作成更新 

備  考：JOCA と個別業務委託契約を結び、委託料が支払われます。業務期間中、

基本的には訪問先周辺での宿泊となります。 

 

３．自治体表敬およびイベント協力要員（当該県在住 OB/OG） 

協力内容：自治体表敬への同行、地域の祭りやイベントにキャラバンが参加（実施）

する際の協力 

備  考：参加できる表敬先やイベントのみの協力で OK です。協力費（交通費）と

して 3,000 円（半日協力）または 5,000 円（全日協力）が支払われます。 

 

 

ご協力いただける方は、2 月 20 日（金）までに各県 OB 会または JOCA 中部支部までご連

絡ください。一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

 

 

【関連ウェブサイト】 

・全国応募促進キャンペーン  https://www.joca.or.jp/content/caravan/index.html 

・東北キャラバンブログ  http://blog.goo.ne.jp/caravan-touhoku/ 

・九州キャラバンブログ  http://blog.goo.ne.jp/jocakuruma 

・沖縄キャラバンブログ  http://blog.goo.ne.jp/joca-okinawa 

・香川・鳥取・島根キャラバンブログ http://blog.goo.ne.jp/caravan-shi-chugoku1 

・徳島・河内・岡山キャラバンブログ http://blog.goo.ne.jp/caravan-shi-chugoku2 

・愛媛・山口・広島キャラバンブログ http://blog.goo.ne.jp/caravan-shi-chugoku3 

 

 

ご質問等ありましたら、お気軽に下記担当者までご連絡ください。皆さんのご支援ご協力

を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

お問い合わせ先： 
社団法人 青年海外協力協会 中部支部 

キャラバン担当：豊嶋 
TEL: 052-459-7224  FAX: 052-459-7225 

E-mail: chubu-br@joca.or.jp 



4月20日 月 愛知県庁 5月13日 水 岡崎市役所
名古屋市役所 安城市役所

4月21日 火 犬山市役所 知立市役所
扶桑町役場 刈谷市役所
大口町役場 5月14日 木 豊橋市役所
江南市役所 田原市役所

4月22日 水 一宮市役所 小坂井町役場
稲沢市役所 豊川市役所
津島市役所 5月15日 金 新城市役所
美和町役場 東栄町役場

4月23日 木 蟹江町役場 豊根村役場
飛島村役場 設楽町役場
弥冨市役所 5月18日 月 岐阜県庁
愛西市役所 岐阜市役所

4月24日 金 七宝町役場 各務原市役所
大治町役場 5月19日 火 郡上市役所

甚目寺町役場 美濃市役所
清須市役所 関市役所

4月27日 月 春日町役場 5月20日 水 土岐市役所
北名古屋市役所 多治見市役所
豊山町役場 御嵩町役場
岩倉市役所 5月21日 木 可児市役所

4月28日 火 小牧市役所 美濃加茂市役所
春日井市役所 坂祝町役場
瀬戸市役所 富加町役場

尾張旭市役所 5月22日 金 岐南町役場
4月30日 木 長久手町役場 笠松町役場

日進市役所 羽島市役所
豊田市役所 5月25日 月 輪之内町役場
東郷町役場 海津市役所

5月1日 金 三好町役場 養老町役場
豊明市役所 5月26日 火 関ヶ原町役場
大府市役所 垂井町役場
東海市役所 池田町役場

5月7日 木 知多市役所 5月27日 水 揖斐川町役場
東浦町役場 大野町役場

阿久比町役場 神戸町役場
半田市役所 5月28日 木 大垣市役所

5月8日 金 武豊町役場 安八町役場
美浜町役場 瑞穂市役所

南知多町役場 5月29日 金 北方町役場
常滑市役所 本巣市役所

5月11日 月 高浜市役所 山県市役所
碧南市役所
西尾市役所
一色町役場

5月12日 火 吉良町役場
幡豆町役場
蒲郡市役所
幸田町役場

東海北陸キャラバンカー１号日程（予定）

愛知

愛知

岐阜


