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項 目 内 容 

横浜マラソンが考える 

ボランティアリーダーとは 

1 大会の開催とスポーツ振興の意義を十分理解し、情熱をもって活動に取り組むことができる方。 

2 チームワークを重視し活動に取り組むことができる方。 

3 大会に関わるすべての人にホスピタリティあふれる対応ができる方。 

4 参加者が最大のパフォーマンスを発揮できるよう大会を支えることができる方。 

5 ボランティアメンバーと積極的にコミュニケーションをとり、共に楽しみながら活動を行える方。 

6 安全第一で活動に取り組むことができる方。 

7 活動当日、事務局員・競技役員・応援職員・ボランティアメンバーなどの大会運営スタッフと適宜連絡と 

情報交換を行い、大会が円滑に運営できるよう協力し合える方。 

8 安易なキャンセル（辞退）をせず、活動できる方。 

 

ボランティアリーダーの役割 1 活動当日の集合時、担当班の朝礼を実施。 

（1）班メンバーの出欠確認 

（2）班メンバーの「健康チェックアプリ」を用いた健康管理状況の確認 

（3）活動内容の確認と役割についての説明 

班メンバーに詳しく説明するとともに、適切な指示や休憩管理など、担当する10人から30人を基本とする 

1つの班全体の運営管理（まとめ役）。 

※活動現場や班の編成人数など状況によって、複数の班が対象となることがあります 

2 活動終了後の終礼の実施およびリーダー活動報告（活動アンケート）、出欠確認リストの提出など 

 

活動日時および補足事項 【横浜マラソン2021（大会当日）】 

2021年10月31日（日） 

6：00集合、16：30解散（予定） 

※活動ブロック、活動内容（役割）よって集合時間および活動時間は異なります 

また、活動ブロック、活動内容（役割）は事務局で決定します 

*************************************************************** 

【補足事項】 

1 ボランティアリーダー応募者の選考合格者には、原則、班リーダーとして活動していただくことになります。 

また、ボランティアリーダー応募の時点で、お仕事や学校の行事などで活動可否が不明な場合は、 

ボランティアリーダーの不在（班リーダーのいない班の発生）を避けるため、 

安易なキャンセル（辞退）となることは、ご遠慮願います。 

2 活動ブロック、活動内容（役割）は横浜マラソン組織委員会事務局（以下、「事務局」）で 

決定しますので、ご希望があってもお受けできません。 

3 救護ボランティアのリーダー（BLS隊長など）への配置はありません。 

 

応募受付期間 2021年5月12日（水）15：00から、2021年6月6日（日）23：59まで 

 

募集人数 600名 （団体参加者から選出されるリーダーを含みます） 

 

「横浜マラソン2021」 ボランティアリーダー募集要項（個人） 

Leader version-№01-0511 

 

0419 
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選考方法 

 

提出いただいた課題の内容と活動経験、応募条件を満たしているかなどをもとに、選考を実施します。 

 

応募条件 
下記の条件1～10を全て満たす方がご応募いただけます。 

1 2021年（令和3年）4月1日で満20歳以上の方。 

 ※団体から選出されるリーダーを除きます 

 

2 大会当日（2021年10月31日（日）に活動できる方。 

 

3 添付ファイルを閲覧できるEメールアドレスを所持し、Eメールで事務局との連絡が可能な方。 

 「@yokohamamarathon.jp」   および 「@yokohama-volunteer.jp」  

この２つのドメインメールを必ず受信可能に設定してください。 

 ※事務局から送信するEメールが受信者のドメイン指定等が原因で不達・不着となった場合、 

事務局では対応することができませんので、充分なご確認をお願いします 

 

４ スマートフォン等を使い「健康チェックアプリ」をダウンロードし入力ができる方。 

  新型コロナウィルス（以下、「新型コロナ」）への感染予防、感染拡大防止のため、 

大会前後の一定期間において、スマートフォン・タブレット・パソコンで指定するアプリでの 

体温記録などを行っていただきます。 

 

5 次の各項目（1）～（3）において、いずれかに該当している方。 

（1）横浜マラソン2015から2019大会において、ボランティアメンバー、ボランティアリーダー、リーダー統括、 

ブロック長、サブリーダー、チーフリーダーとしての活動経験が1日以上ある方。 

ただし、過去「横浜マラソン2017」にのみ、ボランティア（ボランティアメンバー、ボランティアリーダー）に 

お申し込みいただいていた方に限り、活動経験がなくても応募可能です。 

（2）JSVNライセンスを取得している方。 

※JSVN（日本スポーツボランティアネットワーク）が発行する2021年が有効期限内の 

リーダー、上級リーダー、コーディネーター、講師、いずれかのライセンスを取得している方 

（3）ボランティアリーダーなどの活動経験がある方。 

※横浜マラソン以外のスポーツイベントでの活動経験がある方で、参加者が、1万人を超える 

大規模スポーツイベントにおいて、ボランティアリーダーなどの活動経験がある方 

 

6 事前に行われる「リーダー説明会」等の会に参加できる方。 

不参加の場合はボランティア活動に参加いただけなくなる場合がありますので、ご自身のスケジュールを充分に 

ご確認の上ご応募ください。 

（1）東京2020オリンピック、パラリンピックの研修会等があり、これらの会に参加できないことが確実な方は、 

応募時のアンケート項目にその旨、必ず入力してください。 

（2）参加できない方で、ご自身でマニュアルなどをしっかりと読み込み、活動当日に向けた準備を十分に整え、 

リーダーとしての活動が支障なく行える方のみ、応募を認めます。 
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あ【リーダー説明会】（参加必須） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  参加対象者：①②ともに、横浜マラソン2021ボランティアリーダー 

（チーフリーダー、サブリーダーおよび団体ボランティアの代表者またはリーダーを含む） 

 

●活動ブロックや活動内容（役割）により、参加していただく日程 は、事務局でどちらか1日に指定します。 

※リーダー説明会は活動別の説明がありますので、指定日の変更はできません 

●詳しくは2021年9月中旬以降に順次通知する「活動内容通知（参加のご案内）」にてお知らせします。 

 

7 応募動機を提出できる方。 

「横浜マラソン2021」のリーダーを希望する動機を、応募画面の指示に従い入力していただきます。 

※簡潔な表現で記入していただく予定です（200文字程度） 

 

8 事務局が指定する活動ブロックの活動内容（役割）で活動できる方。 

（1）活動ブロック、活動内容（役割）は事務局で決定します。 

（2）決定した活動ブロック、活動内容（役割）は変更できません。 

（3）リーダーの集合時間は午前6時前後となる活動ブロックもありますので、始発電車の時間や、 

宿泊を必要とする場合は宿泊先の確保など、ご自身で十分に検討してから応募してください。 

①集合場所などへの経路検索、宿泊を必要とする場合の手配はご自身でお願いします。 

②ボランティアリーダーは、ボランティアメンバーの集合時間より先に集合場所に到着していただきます。 

ボランティアメンバーの受け入れ、出欠確認や朝礼を実施し、解散時には終礼を行っていただきます。 

従って、活動当日、遅刻・早退はできません。リーダーとしての自覚をお願いします。 

※集合時間 

原則、ボランティアメンバーの集合時間から30分前が、リーダーの集合時間となります 

 ただし、活動場所や内容により、ボランティアメンバーと同時刻に集合となる場合があります 

③ボランティアリーダーのキャンセルや活動当日の欠席は、ボランティアメンバーや他の班リーダーへの 

迷惑となりますので、大会当日に活動が可能か十分検討のうえ応募してください。 

また、体調管理に十分注意し、万全の状態で活動当日を迎えられるようにしてください。 

※お仕事や学校行事など、予測可能な事由で活動を辞退することの無いよう、 

必ず参加できることを前提として、応募してください 

安易にキャンセル（辞退）することとならないように、十分注意してください 

 

会 場 
横浜武道館 

（武道場および多目的室） 

日 程 

説明会 

10月 3日（日） 

リーダー説明会① 

横浜市青少年育成センター 

（会議室） 

時 間 11：00 開始、16：00 終了（予定） 

リーダー説明会② 

10月 9日（土） 
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【予定】 「横浜マラソン2021」 活動ブロックおよび活動時間一覧表 

活動日 ブロック名 活動時間（メンバー） 活動内容（役割） 

2021年 

10月 

31日 

（日） 

スタートフィニッシュ 

・会場 

【前半】 6：00～11：00 

【後半】10：00～16：30 

会場誘導、総合案内など  

スタートフィニッシュ 

スタートコース 

7：00～12：00 

コース監察誘導など 

（距離表示、案内表示、関門誘導、トイレ案内など） 

 

赤レンガ 

【前半】 7：00～12：00 

【後半】 9：00～16：00 

山下橋 

【前半】 7：00～12：30 

【後半】 9：00～16：00 

本牧小港 

【前半】 6：30～12：30 

【後半】 9：30～15：30 

本牧市民公園 7：00～12：00 

根岸 7：30～12：30 

新杉田 7：30～13：30 

南部市場 8：00～13：30 

首都高磯子 7：00～15：00 

首都高三溪園 7：00～15：30 

首都高本牧 7：00～15：30 

本牧ふ頭 7：00～15：30 

D突堤 7：00～15：30 

スタートフィニッシュ 

フィニッシュコース 

9：00～16：00 

スタートフィニッシュ 

フィニッシュ 

8：30～16：00 チップ回収、フィニッシュ誘導など 

 ※活動時間はボランティアメンバーの「集合から解散」までを見込んでいますが、運営の状況から前後する場合があります 

※班リーダーは、ボランティアメンバーを受入れていただきますので、原則一覧表記載の時間から 30 分前が集合時間となります 

 

 

9 活動内容（役割）の変更依頼などに協力できる方。 

大会の運営状況により、通知済の役割からの変更や一時的な応援活動を依頼する場合があります。 

また、ボランティアメンバーの参加状況などにより、複数の班を担当いただくよう依頼する場合があります。 

依頼の際は柔軟にご対応いただくよう、ご協力ください。 
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10 ボランティアメンバーとしての参加依頼（リーダーの「メンバー参加」）に協力できる方。 

  活動の配置を決定するにあたり、次の依頼をする場合がありますので、ご協力ください。 

 

【経験の少ないボランティアリーダーに対する活動の見守り】 

ボランティアリーダーなどの活動経験が豊富な方に、経験の少ないリーダーの見守りなどを担っていただくため、 

班の一員として「メンバー参加」を依頼する場合があります。 

① 「メンバー参加」いただいた場合であっても、登録上のボランティア参加区分は「リーダー」となります。 

② 想定外にリーダーの欠席があった場合「メンバー参加」を中止し、リーダーとして活動していただきます。 

※配置された班以外の班にてリーダーを担っていただく場合もあります 

 

●依頼対象の方へのご案内は、「活動内容通知（参加のご案内）」にてお知らせします。 

対象となられた方は、様々な状況に対し「リーダー」または「メンバー」として柔軟に対応いただくよう、 

ご協力ください。 

 

ボランティアリーダー 

選考と結果の通知について 

1 提出いただいた課題と活動経験、応募条件を満たしているかなどをもとに、選考を実施します。 

2 ボランティアリーダー選考結果は応募者全員に、2021年6月上旬（予定）に、Eメールにて 

「合格」または「不合格」を通知いたします。 

※事務局からのEメールが受信できない場合、事務局では対応できませんので、あらかじめご了承ください 

3 選考内容や選考結果に関するお問い合わせについて、お答えすることはできません。あらかじめご了承ください。 

 

活動の詳細通知について 「活動内容通知（参加のご案内）」を、2021年9月中旬以降に順次通知します。 

※決定した活動ブロック、活動内容（役割）は変更できません 

 

配付予定物について 1 次の物品を各個人宛に送付する予定です。（10月中旬頃） 

(1)ボランティアハンドブック (2)ボランティアウェア(3)ボランティアキャップ(4)ボランティア活動袋（肩掛け袋） 

   ①ボランティアウェアのサイズは「フリーサイズ」1種類のみです。 

   ②活動マニュアルはダウンロードにてご覧いただく予定です。 

2 配付物は予告なく変更する場合があります。 

3 交通費、食事等の支給はありません。 

【配付物の送付先について】 

横浜市スポーツボランティアセンターに登録の送付先情報の住所へ送付します。 

住所が変更の場合→横浜市スポーツボランティアセンター公式サイトのマイページから修正作業を行ってください 

マイページへはこちらから↓ 

URL http://sports.yokohama-volunteer.jp/spo-v/my/login.php 

 

 ●配付物を受け取り後、活動のキャンセルや活動当日に欠席された場合は、 

配付物一式を「横浜マラソン組織委員会事務局ボランティア運営課」へ 

返却していただきます。 

※費用は自己負担です 

 

  

http://sports.yokohama-volunteer.jp/spo-v/my/login.php
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注意事項 1 応募の方法はインターネットのみです。 

（1）応募受付サイトはパソコン用のため、パソコン環境（スマートフォンおよびタブレットは可）での 

ご応募のみとなります。 

（2）フィーチャーフォン（従来型携帯電話：通称ガラケー）と、一部のスマートフォンからの応募はできません。 

2 大会に関する情報は随時、大会公式サイトにてお知らせする予定です。 

3 活動当日の活動ブロック、活動内容（役割）は事務局で決定するため、ご希望があってもお受けできません。 

あらかじめご了承ください。 

（1）事務局が指定する活動ブロックの活動内容（役割）で活動できる方のみ、ご応募ください。 

（2）決定した活動ブロック、活動内容（役割）は変更できません。 

4 ボランティアリーダーに応募し合格した方は、ボランティアメンバーには申し込めません。 

（1）ボランティアメンバーの募集は6月上旬開始予定です。 

（2）リーダー選考前にリーダー応募を辞退された方や、不合格の方のからのメンバー申し込みは大歓迎です。 

5 活動当日および「リーダー説明会」などに参加するための費用（交通費や食費など）や、経路の検索、 

宿泊を必要とする場合などの手配は各自で行ってください。 

6 安易なキャンセル（辞退）とならないよう、活動できる方のみ応募してください。 

※活動ブロックおよび活動内容（役割）確定後のキャンセルは、ご担当いただく班のリーダーが不在となり、 

  班のメンバーの負担になるだけでなく、他の班リーダーやメンバーへの迷惑となることをご自覚願います 

7 配付物受け取り後、やむを得ない事情によりリーダーをキャンセル（辞退）または活動当日に欠席された場合、 

配付物を横浜マラソン組織委員会事務局ボランティア運営課まで費用は自己負担にて返却してください。 

返却がない場合は、次回以降のボランティア活動（リーダーおよびボランティア）に、参加できない場合が 

あります。 

8 同一人物の重複応募など事務局が不正と判断した場合、全ての応募を無効とします。 

その他、登録された内容に虚偽があった場合も、応募（リーダー合格）を無効とする場合があります。 

9 応募の際に登録されたＥメールアドレスや住所などが何らかのエラーや不備により、通知等の不着・未着が 

あった場合、登録内容の再確認や、通知等の再送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 ※事務局からのEメールが必ず受信できるよう、メールの受信設定をご確認願います。 

10 「リーダー説明会」などは、必ずリーダー合格者本人が参加してください。 

※代理人による参加は認めません 

11 大会開催中の事故、紛失、傷病などに関しては自己の責任において参加してください。 

12 保険への加入手続きについては、主催者が一括して行います。（保険料の個人負担はありません） 

なお、大会開催中の事故・傷病への補償は、主催者が加入した保険の範囲内となります。 

13 新型コロナ感染防止、感染拡大防止について 

【「うつらない」「うつさない」】 

今大会では、「横浜マラソン2021専用健康チェックアプリ」（以下、「専用アプリ」）を活用し、 

新型コロナウイルス感染症予防対策を実施し、大会参加者やボランティア、スタッフ関係者の体温や 

体調を一元管理することで、安全・安心な大会の開催を目指します。 

 

 

 

（1）スマートフォン・ダブレット・パソコンにて、「専用アプリ」をダウンロードして使用します。 

活動当日（大会当日）、健康状態のチェックを行いますので、専用端末（スマートフォン、タブレット他）を 

［重要］ 

専用端末をお持ちでない方は、今大会の活動に参加できませんので、あらかじめご了承ください。 
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持参していただきます。 

更に、班リーダーには、担当する班メンバーの健康チェックを実施していただきます。 

※フィーチャーフォン（従来型携帯電話：通称ガラケー）では使用できませんのでご注意ください 

（2）感染が疑われる場合は、活動を辞退してください。 

   体調不良（悪寒、発熱、倦怠感等があり）や家族、近親者等に感染者（治癒者を除く）および 

その疑いがある場合は、活動の辞退をお願いします。 

（3）ボランティア活動準備会は行いません。（例年、NISSANホールで実施） 

例年実施しているボランティア活動準備会は、感染予防とSDGsの観点から、行わないことになりました。 

従いまして、ウェア類一式は送付対応とし、活動マニュアルについは、直接ダウンロードしていただきますよう 

お願いします。 

14 ボランティア活動者用の駐車場および駐輪場等の用意はありません。 

集合場所や活動場所へは公共交通機関を利用するよう、お願いします。 

15 活動中、持ち物を置く場所の用意はありません。 

ご自身の持ち物は可能な限りコンパクトにしていただき、貴重品は必ず身に着けていてください。 

※盗難、紛失、取違い、破損などについて、事務局では一切の責任を負いかねます 

16 安全上、ボランティア活動中の画像および動画の撮影を禁止いたします。 

16 「横浜マラソン2021」リーダー募集要項は予告なく内容を変更する場合がありますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

●このほかの注意事項などについては、横浜マラソン2021公式サイト内ボランティアページおよび、 

FAQ（よくある質問）などで必ずご確認ください。 

 

新型コロナウイルス 

感染症対策について 

ボランティアの運営は【横浜マラソン 2021 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン】 

（以下、「ガイドライン」）に則り実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】 

 「ガイドライン」から感染症対策のための厳守事項の一部を記載 

 

  ①本大会にご参加される方は、大会当日受付時に健康チェックアプリの 

QR コード表示画面または QR コード表示画面を出力した用紙を必ずご提示 

いただきますので、PC、タブレット、スマートフォン等のインターネット環境が 

必須となります。 

②健康チェックアプリの入力内容により、各都道府県の受診・相談センター 

（厚生労働省：新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談 

センター参照）への相談や医師の診断を事務局から依頼することがあります。 

この場合には受診・相談センターや医師の指示に従うとともに、指示内容を 

事務局まで報告ください。 

③65 歳以上の方、基礎疾患を有する方の場合、重症化するリスクが高い旨を 

認識したうえでご参加ください。 
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ボランティアリーダーへご応募の際は、本「ガイドライン」を必ず確認いただき同意のうえ、ご応募ください。 

1 同意いただけない場合は応募を受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。 

2 「ガイドライン」は下記 URLからご覧ください↓ 

https://yokohamamarathon.jp/2021/wp-content/uploads/2021/04/0406_covid19.pdf 

 

個人情報の取り扱いに 

ついて 

横浜マラソン組織委員会の定めるプライバシーポリシーに則り取り扱います。 

ボランティアリーダーへご応募の際は、本「プライバシーポリシー」を必ず確認いただき同意のうえ、 

ご応募ください。 

1 同意いただけない場合は応募を受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。 

2 プライバシーポリシーは下記URLからご覧ください↓ 

https://yokohamamarathon.jp/privacypolicy/ 

 

応募方法 横浜マラソン2021公式サイト内ボランティアページからインターネットにて応募を受付けます。 

応募には「横浜市スポーツボランティアセンター」への会員登録（無料）が必要です。 

また、横浜市スポーツボランティアセンターの会員の方は、マイページから直接ご応募いただけます。 

詳しくは横浜マラソン2021公式サイト内ボランティアページまたは、横浜市スポーツボランティアセンター 

公式サイトをご覧ください。 

 

●「横浜マラソン2021」公式サイト内ボランティアページへはコチラから↓ 

https://yokohamamarathon.jp/volunteer/ 

●「横浜市スポーツボランティアセンター」へはコチラから↓ 

https://sports.yokohama-volunteer.jp/spo-v/ 

 

**************************************** 

【応募時の注意事項】 

1 手紙、はがき、Eメール、FAX、電話などでの応募受付は行っておりません。 

 ※ボランティアリーダー応募受付先の「横浜市スポーツボランティアセンター」は、インターネット環境使用以外の 

  方法での受付はできません。パソコン・スマートフォンおよびタブレット等からの応募のみとなります。 

なお、フィーチャーフォン（従来型携帯電話：通称ガラケー）と、一部の旧型のスマートフォンからは応募 

できません 

2 ボランティアリーダーは、グループでの応募はできません。  

3 応募の際、入力の途中で締切り時刻を超過した場合、応募は無効となりますので、時間に余裕を持って 

応募してください。 

 

ボランティアに関する 

問い合せ先 

 
横浜マラソン組織委員会事務局 

ボランティア運営課 

公式サイトURL： https://yokohamamarathon.jp/volunteer/ 

Eメール：leader@yokohamamarathon.jp 

https://yokohamamarathon.jp/2021/wp-content/uploads/2021/04/0406_covid19.pdf
https://yokohamamarathon.jp/privacypolicy/
https://yokohamamarathon.jp/volunteer/
https://sports.yokohama-volunteer.jp/spo-v/
https://yokohamamarathon.jp/volunteer/
mailto:leader@yokohamamarathon.jp

