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平成 29 年度 

第１回草の根交流グアム海外派遣団打合せ会 

概   要 
 
件 名 平成 29 年度 第 1 回北名古屋市草の根交流グアム海外派遣団打合せ会 

と き 平成 29 年 4 月 26 日（土）19:00 から 21:00 まで 

ところ 北名古屋市コミュニティセンターホール 

 
Yo 

検討委員会の委員長をさせていただきました。引き続き、進行役を務めさせていただきます。この打合せ会の概要は、検討委員会の例により

協会の会報・ＨＰ等で公開しますのでご了承ください。また、フェイスブック・ＨＰに写真を掲載したいと思いますので、顔や名前が載るこ

とをご了承ください。 

よろしくお願いします。それでは、検討委員会の検討内容を事務局から説明します。 

事務局 

この事業は、協会設立 10 周年記念事業で、務安郡・グアムに市民代表団を派遣し、アイデア出しから企画・運営、実施まで、市民主導を徹

底し、「市民が主役」となる国際交流のモデル事業をめざします。 

年明けから１か月に１回のペースで一般公募によりメンバー募集した検討委員会を開催し、検討し成案としてものが実施要領となっており

ます。財源は参加負担金と篤志家からの寄付金 500 万円を充てます。派遣先は韓国務安郡と米国グアム準州です。派遣規模は約 20 名とし

ました。予算措置としては、平成 29 年度市補助金として措置され、協会では 4 月 8 日に開催した通常総会で議決しております。 

皆さんの米国グアム派遣団は、19 名の構成になりました。検討委員会のメンバーだった方 8 名。新たに応募で選考された方 8 名。皆さん 
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と同じ条件で、市職員２名・協会１名が参加することになりました。 

時期は 6 月 28 日～７月１日の 3 泊４日。派遣団は 19 名。参加費は 55,000 円です。 

資料２をご覧ください。協会の議決された議案「草の根交流海外派遣事業収支予算書」です。協会の一般会計とは別に特別事業として実施し

ます。収入の参加者負担金についてですが、市が主催する海外派遣事業において、参加者負担を一人当たりの経費の 3 分の１程度としてお

りますので、その水準ということで市と協議が整っております。支出は、グアムの委託料 330 万円くらいを想定しています。 

検討委員会での検討の概要はホームページに公開しておりますので、ぜひ、ご一読ください。 

Yo 

資料１は、派遣団のメンバーリストです。これは皆さんの個人情報ですので、非公開とします。このメンバーの中だけの公開としますので、

よろしくお願いいたします。この情報は皆さんの管理のもと、外部に流出しないように気を付けていただきたいと思います。 

次に、派遣団の役職を決めたいと思います。今回、会長が参加されるので、会長に団長をお願いしたいと思いますが、皆さんいかがでしょう

か？ 

全員 

異議なし。 

Yo 

では、会長にお願いしたいと思います。渉外通訳を Ya さんとサポートとして Im さんにお願いしたいと思います。他に副団長 2 名、3 つの

ツアーに各１名ずつ、記録 3 名、会計 1 名、庶務１名を決めたいと思います。 

事務局 

今日は欠席されていますが、市から総務部長の No さんが参加します。No さんはこの 3 年間グアムの交流を手掛けていますので、そういう

意味では団長を補佐するポジションにおいてほしいと思います。他の職員に関しても、皆さんの力になる役どころでお願いしたいと思いま

す。 

Yo 

では、会計を Wa さん、庶務を Is さんにお願いしたいと思います。ＦＢやＨＰでも報告したいと思うので、記録に私が入ります。 
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会長 

Yo さんには私の補佐で副団長もお願いしたいと思います。 

Yo 

では、No さんのサポートということで副団長もやらせていただきます。記録はあと 2 名ですが、第 2 回打合せ会でツアーのグループを決

めてからということにしたいと思います。 

全員 

異議なし。 

Yo 

資料３をご覧ください。行程表についてです。検討委員会の議論の中に学校見学との意見がありましたが、セントジョーンズ校に関してはコ

ンタクトも取りましたが、夏休みなので閉校です。公立の小中学校も自由に入れる状況ではないと思います。グアム大学との交流は可能かと

思います。草の根交流については、いくつかコンタクトをとっていますが、いい返事はありません。3 日目に予定しているツアーが 3 つあ

りますので、どのようなツアーにしていくか、ご意見をいただきたい。 

事務局 

誰かの提案を待つというのではなく、小さなことでも構いませんので自分のアイデアを提案していただけたらと思います。 

Uo 

図書館見学をしたいのですが、例えば大学の図書館見学を提案したら、大学との交渉も自分がした方がいいということですか？ 

事務局 

そうできたらその方がいいですね。事務局もサポートできます。 

Yo 

大きく 3 つのグループに分かれようと思っています。検討委員会でレンタカーという意見も出ましたが、安全上や運転手の問題もありまし

たのでやめにしました。今、ガイドと車は手配してあるのでどこにでも行けます。 

Ma 

グアムは日本みたいにテキパキしていないので、オーダーがあれば早めに言っていただいた方が対策は練れます。 
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Yo 

グアムでゴミを拾って、ヤシの木を植えただけでも、色んな発見がありました。小さなことでも構いませんので、皆様のご協力をお願いしま

す。 

次回の打合せ会を案内します。5 月 31 日㈬19 時～21 時コミュニティセンター3 階です。皆さんの都合もあると思いますが、提出書類・

連絡事項等ありますので出来るだけ参加をお願いします。6 月 21 日㈬、3 回目の結団式は市長の時間の都合上、13 時 30 分～16 時とな

っております。西庁舎 403 会議室で結団式・打合せ会を行います。 

事務局 

6 月 21 日㈬は 13 時 30 分から 30 分間、市長と懇談する形となり、14 時から最終的な打合せとなります。 

これから日程を詰めていきます。団長・副団長も決まりましたので、グアム政府と連絡を取りながら表敬訪問の時間等を 5 月 31 日までに

は固めたいと思います。ツアーのグループ分けを 5 月 31 日にしたいと思いますが、そこから何をするかを決めるとなると時間がありませ

んので、取り組みたいものを次回の打合せで提案していただきたいと思っております。 

Yo 

3 日目に予定しているツアーが 3 つありますので、どのようなツアーにしていくか、どのツアーに参加したいのか、次回打合せ会までの宿

題とします。 

これで、打合せは閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

注記 「渡航手続きについて」は、（株）JTB 中部一宮支店 H 担当者が概要説明（30 分程度）した。 
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1　事業方針

2　事業計画

団員公募　　4月

団員公募　　8月

参考 平成28年度草の根交流海外派遣事業検討委員会概要

第1回 1月22日

第2回 2月18日

第3回 3月11日

第1回 1月22日

第2回 2月25日

第3回 3月11日

なお、この事業は、北名古屋市に預託された篤志家からの寄付金により実施するものです。

米国グアム準州

韓国全羅南道務安郡

派遣時期　　平成29年6月28日～7月1日（3泊4日）

派遣人員　　約20名

派遣時期　　平成29年11月9日～11月12日（3泊4日）

主催　北名古屋市国際交流協会　/共催　北名古屋市

派遣報告会　10月

協会設立10周年記念

平成29年度 北名古屋市草の根交流海外派遣事業について

協会設立10周年記念

北名古屋市草の根交流グアム海外派遣団

北名古屋市草の根交流務安海外派遣団

北名古屋市国際交流協会設立10周年を記念して、草の根の国際交流を推進し地域の国際化につなぐため、すでに友好交流の実績のある韓国全羅南道務安郡と今後交流が

見込まれる米国グアム準州に市民代表団を派遣します。アイデア出しから企画・運営、実施まで市民主導を徹底し、「市民が主役」となる国際交流のモデル事業をめざします。

事業名 内　　容 派遣国等

務安交流の思いとアイデアを出した。

第2回検討のもとに務安委員会とすり合わせし、①実施要領 ②行程表 をまとめた。

草の根交流務安検討委員会

主催　北名古屋市国際交流協会　/共催　北名古屋市

第2回検討のもとにグアム委員会とすり合わせし、①実施要領 ②行程表 をまとめた。

委員会名

草の根交流グアム検討委員会

第１回アイデアをもとに、①実施要領 ②行程表 について検討した。

派遣人員　　約20名

開催日 検討項目

グアム交流の思いとアイデアを出した。

第１回アイデアをもとに、①実施要領 ②行程表  について検討した。

派遣報告会　2月

資料２
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本年度予算 前年度予算 前年度比増減
（円） （円） （円） （円）

2,000,000 0 2,000,000

参加費 2,000,000 0 2,000,000 参加者負担金 2,000,000
グアム派遣　55,000円X20名 →1,100,000 
務安派遣　　45,000円X20名 →900,000

5,000,000 0 5,000,000

補助金 5,000,000 0 5,000,000 市補助金　　　　　　　　　　　　　　　　  5,000,000

7,000,000 0 7,000,000

本年度予算 前年度予算 前年度比増減
（円） （円） （円） （円）

事業費 7,000,000 0 7,000,000

１　旅費 50,000 0 50,000 旅費　　       50,000
◇連絡事務旅費 →50,000

２　需用費 950,000 0 950,000 需用費　　　　　　　       950,000
◇記念品費 →200,000
◇食糧費(交流会) →400,000
◇研修会 →50,000
◇印刷製本費 →300,000

３　委託料 6,000,000 0 6,000,000 委託料　         6,000,000
◇グアム派遣 →3,300,000
◇務安派遣 →2,700,000

7,000,000 0 7,000,000

収入の部

説　　　　明項　　　　目

(▲印 ： 減額）

平成29年度 北名古屋市草の根交流海外派遣事業収支予算書

＊支出予算の各項目予算額に過不足が生じた場合は、相互に流用できるものとする。

（▲印 : 減額）

計

支出の部

項　　　目 説    　  明

計

1　負担金

２　補助金



北名古屋市国際交流協会設立 10 周年記念 

平成 29 年度草の根交流グアム海外派遣事業実施要領 

１ 主旨 

北名古屋市国際交流協会設立 10 周年を記念して、草の根の国際交流を促進し地域の国際化につなぐため、すでに友好交流の実績の

ある韓国全羅南道務安郡と今後交流が見込まれる米国グアム準州に市民代表団を派遣します。 

アイデア出しから、企画・運営、実施まで市民主導を徹底し、「市民が主役」となる国際交流のモデル事業をめざします。 

なお、この事業は篤志家から北名古屋市に預託された寄付金により実施するものです。 

2 派遣先  米国グアム準州 

3 派遣期間  

平成 29 年６月 28 日（水）から７月１日（土）3 泊 4 日 

4 内容   米国グアム準州での草の根交流、施設見学等 

5 募集人数 約 20 名 

6 応募資格 

   ◇市内在住または在勤の方もしくは協会会員で、18 歳以上の方 

  ◇草の根交流を理解し、協会活動に支援できる方 

  ◇事前説明会、研修会、報告会などに参加できる方 

7 応募方法 

下記書類 4 月 17 日（月）までに協会に提出してください。 

資料３ 

1



◇参加申込書 

協会 HP よりダウンロードまたは協会事務局でお渡します。 

◇作文 1000 字以内  

テーマ「グアムとの交流で私のできること、やってみたいこと」 

8 選考方法 

      提出された書類をもとに選考します。 

結果通知 4 月 25 日（火）までに書面で通知します。 

       

9 参加費 55,000 円（パスポート取得費、その他個人費用は除く） 

 

10 主催等 

⑴ 主催  北名古屋市国際交流協会 

⑵ 共催  北名古屋市 

⑶ 事務局 北名古屋市国際交流協会 
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便名等 内容 備考

9:30 中部国際空港発
11:50 中部国際空港発
16:25 グアム国際空港着

グアム泊

9:00 グアム準州政府表敬訪問
日本総領事館表敬訪問

12:00 グアム政府交流会
グアムツアー

18:00 交流会 グアム泊

10:00 手づくりツアー
①マリーンツアー
②フォレストツアー
③カルチャーツアー

18:00 交流会 グアム泊

草の根交流

16:55 グアム国際空港発
20:00 中部国際空港着

北名古屋市草の根交流米国グアム派遣団行程表（たたき台）

日時

UA136

第2日

第1日

専用バス

6月28日（水）

6月29日（木）

７月１日（土）

宿泊ホテル　　グアム プラザ リゾート＆スパ　GUAM PLAZA RESORT & SPA
所在地　　　　1328 PALE SAN VITORES RD.TUMON, GUAM 96913　 　　☎　671 646 7803
*この日程表は平成29年5月31日現在の情報でとりまとめたものです。諸般の事情により変更する場合がありますのでご承知ください。

専用車

UA171

第4日

第3日

6月３０日（金）
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