いきがい・助け合いサミット ㏌ 神奈川

ポスターセッション募集・作成要項 締切６⽉３０⽇まで延⻑！
公益財団法⼈さわやか福祉財団
2021 年 9 ⽉ 1 ⽇（⽔）から２⽇（⽊）にかけて「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」をパシ
フィコ横浜で開催いたします。神奈川サミットにおいても「ポスターセッション」を実施いたします。
⽣活⽀援コーディネーターや協議体、⾃治体関係者、社協、包括等が、住⺠の⽅々と助け合いの地
域づくりの取り組みを進めていく中で、
「全国に紹介したい」
「おすすめしたい・⾃慢したい」といっ
た活動が様々にあることと思います。
コロナ禍の中でもつながりを保ち、
活動を発展させている例や、
また、前回の⼤阪サミットで出展された⽅々は、その後の活動の発展ぶりの情報提供を皆様から期待
されていることと思います。それらの内容をぜひご紹介ください。新地域⽀援事業をはじめ、地域共
⽣社会の活動などに関する情報交換の場となる貴重な機会でもあります。
応募の要領は、以下のとおりです。全国からの意欲ある出展をお待ちしております。

A) 募集要項
1．ポスターセッションの⽇時と場所
（1）2021 年 9 ⽉ 1 ⽇（⽔）10：00〜12：00

（2）9 ⽉ 2 ⽇（⽊）11：00〜12：45

パシフィコ横浜（神奈川県横浜市⻄区みなとみらい 1-1-1）
※実施時間は現段階での予定です。状況により変更する場合があります。神奈川サミットは、新型
コロナウイルス感染症の拡⼤状況により、全⾯オンライン配信で実施する場合があります。その
場合も、ＷＥＢを活⽤したポスター展⽰及び投票は同様に実施します。

2．応募資格
⾃治体（都道府県、市区町村の担当課・室など）単位でお申し込みいただきます（複数のご応募
が可能です）
。応募者である⾃治体以外に、ポスターに表⽰されている活動の主体の名前を、その活
動主体が⾃治体⾃⾝である場合も含めて「ポスターデータ・ポスター説明者登録フォーム」の団体
名・機関名欄にご登録ください。
なお、⾃治体以外の組織が独⾃に作成して応募することも可能ですが、その場合も⾃治体と連携
をとり、了解を得たうえで、⾃治体名と活動者名を記してご応募してください。

3．募集テーマ
「いきがい・助け合い活動に関する取り組み」
※⼤阪サミットと同じテーマの場合は、発展した部分がわかるように作成してください。

4．募集カテゴリーと例
【カテゴリーＡ】
：コロナ禍の中における助け合い活動

たとえば…
・コロナ禍で継続できなくなった助け合い活動（例えば居場所など）に代えて⾏った活動事例
・コロナ禍対策を講じて継続した助け合い活動事例
・コロナ禍で中⽌した助け合い活動をコロナ禍の状況の改善により復活した事例
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・コロナ禍をきっかけに従来地域とつながりのなかった⼈々に新たな助け合い活動が広がった事例
【カテゴリーＢ】
：体制整備に関するもの

たとえば…
・遅れていた２層協議体体制を先⾏事例をモデルに⼀挙に整備した事例
・共⽣の地域づくりを包括的に進めるための庁内体制を整えた事例
・住⺠から信頼される⽣活⽀援コーディネーター、協議体構成員を選び直した事例
【カテゴリーＣ】
：住⺠のニーズ把握及び担い⼿の掘り起こしに関するもの

たとえば…
・町内会レベルのワークショップを開催し、ニーズを取りまとめ、活⽤している事例
【カテゴリーＤ】
：助け合い活動の創出に関するもの

たとえば…
・⼦ども・⾼齢者・障がい者・認知症者・⽣活困窮者・刑余者・外国⼈等の相互間の交流や助け合
いの実践例
・⽣活⽀援を⾏う有償ボランティア団体の創設を⽀援した事例、特に奨励⾦や補助を採⽤した事例
・いつでも誰でも型居場所を創設した事例（イベント型居場所等をいつでも誰でも型に発展させた
事例を含む）
・勤労者及び企業 OB が⽣活⽀援の助け合い活動を⾏っている事例
・⽀えられる⼈が⽀える活動もしている事例
・要介護者の⽣活⽀援を助け合い活動で⾏っている事例
・以前からある活動を地域づくりのネットワークに組み⼊れた事例
・地元企業や社会福祉法⼈（施設）が助け合い活動に参加・協⼒している事例
・⽣活⽀援コーディネーターや協議体が助け合い活動創出のための資⾦を寄付⾦、⺠間団体の助成
⾦、ふるさと納税配分⾦などでまかなっている事例
【カテゴリーE】
：都道府県の⽀援

たとえば…
・都道府県による市町村⽀援
【カテゴリーF】
：地域共⽣の活動

たとえば…
・農福連携の活動や就労的活動、地域共⽣のプラットフォームづくりなど、上記のカテゴリーにあ
てはまらない地域共⽣活動
【 その他 】
：上記のカテゴリーにあてはまらないもの

5．募集期限

2021 年 6 ⽉ 30 ⽇（⽔）
6．申込⽅法
４⾴の B）作成要項をご参照の上、こちらの URL（https://www.ikigai-tasukeai-poster.jp/）から
お申し込みください。当財団の HP (https://www.sawayakazaidan.or.jp)からもお申し込みいただ
けます。
7．展⽰選定、作品への投票及びポスター編資料

(1) すべてのご応募作品は、当財団の HP でご紹介します。ただし、ご応募多数の場合、会場展⽰ポ
スターは当財団に選考委員会を設けて調整させていただきます。
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(2) WEB による展⽰や当⽇会場に展⽰されるポスターをご覧いただいて、
「これは！」と思った活動
や共感した取り組みなどのポスターに投票していただきます。投票の結果は、９⽉２⽇の全体発
表会で発表いたします。
(3) サミット終了後に、会場に掲⽰したポスター等を収録した「助け合い⼤全ʻ２１ポスター編」を配
布させていただきます。

8．ポスターセッション（会場展⽰の場合）における説明者の派遣
（1）応募されたポスターが会場にて展⽰された場合、ポスター説明者として 1 ⽇当たり 1 名様のご
参加を予定しています。ポスター説明者の宿泊費、交通費は当財団が負担します。
（2）説明者の⽅には、ポスターセッションの際、会場参加の皆様に展⽰ポスターの説明をしていただ
きます。
（3）説明者の⽅は、サミット全般のプログラムにもご参加いただけます。参加にかかる資料代は不要
です。両⽇の昼⾷もご希望によりご⽤意いたします。

9．新型コロナウイルス感染症への対応
（1）神奈川サミットは、①現地会場参加とオンライン視聴の併⽤による実施、⼜は、新型コロナウ
イルス感染症の拡⼤状況により、②全⾯オンライン視聴のいずれかで実施予定です。
（2）ご応募いただいたポスターの展⽰⽅法は、上記開催状況により、会場展⽰と WEB 展⽰の併⽤
または全⾯ WEB 展⽰のいずれかとなります。
(3) 会場展⽰の場合は、間隔にゆとりを持った配置とし、状況により、閲覧者の⼈数を時間毎に区
切らせていただく場合があります。また、本サミット全体において、新型コロナウイルス感染
症予防対策を講じます。

10．その他
（1）出展費⽤はかかりません。会場掲⽰⽤のデータ出⼒にかかる費⽤、ＷＥＢ展⽰及び冊⼦作成にか
かる費⽤は当財団が負担いたします。
（2）説明者がいない場合でもポスター出展は可能ですので、奮ってご応募ください。
（3）応募作品は当財団が他の会場でも独⾃に展⽰、紹介させて頂く場合があることをご了解くださ
い。
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B) 作成要項
1.

ポスターお申し込み時のデータ化について
ポスターは次の２形式のデータのみで受け付けさせていただきます。
①

PDF 形式のデータ

②

JPEG 形式のデータ

【作成に伴う推奨条件】
１

【PowerPoint で作成する場合】


スライドサイズをＡ１原⼨(594mm ☓ 841mm)、スライドの向きを縦に設定



使⽤する⽂字フォントは Windows に標準搭載されているもの



フォントサイズは 36 ポイント以上推奨（特殊なフォントを使⽤する場合は
PDF ファイルに変換し、フォントの埋め込みを⾏ってください）


２

写真等の画像解像度は 360dpi 以上に設定

【Illustrator で作成する場合】


スライドサイズをＡ１原⼨(594mm ☓ 841mm)、スライドの向きを縦に設定



⽂字サイズは 36 ポイント以上



写真等の画像解像度はカラー360dpi 以上推奨、モノクロ 600dpi 以上に設定



ファイルを PDF 形式で保存してください。ファイル→別名で保存を選択ファ
イルの種類→「Adobe PDF」を選択

※この設定を使⽤するとカラーが印刷⽤の CMYK になり、フォントの埋め込みも
⾏われるため、印刷に適した PDF が簡単に作成できます。
（⽂字のアウトライン化
を忘れてもフォント埋め込みによりレイアウト崩れが防⽌できます。
）
３

【Word で作成する場合】


⽤紙サイズを A 判の最⼤に設定（Word の場合＝A3 サイズ）



ポスターは A1 出⼒となるため、写真等の解像度はできる限り⾼く設定（A3
の場合、カラー1440dpi 以上、モノクロ 2400dpi 以上推奨）



使⽤する⽂字フォントは Windows に標準搭載されているもので、サイズは
36 ポイント以上

４

【⼿書きのポスターを写真撮影する場合】


⼿書きのポスターはＡ１判で作成



撮影は解像度をできる限り⾼く設定

※ いずれの場合も JPEG 変換する場合にはできるだけ解像度を⾼く設定してください。
※ 上記以外のソフトを使⽤する場合も同様の基準を⽬安に作成願います。
※ 上記推奨条件を満たした場合でも、ファイルデータの内容がうまくポスター・冊⼦に
反映できない場合がありますことをご了承ください。
2.

ポスターの展⽰について

（1）ポスターは会場展⽰を想定し A1 判（横 594mm×縦 841mm）縦型サイズを前提に作成してく
ださい。
（2）ポスターは、ポスターのタイトルと説明⽂を添えて展⽰いたします。説明⽂は、100 ⽂字以内
で準備ください。100 ⽂字を超えますと、スペースの都合上⽂字のサイズが⼩さくなってしま
うことがありますのでご注意ください。
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（3）会場展⽰
・応募多数の際、会場展⽰ポスターは当財団に選考委員会を設けて調整させていただきます。
・ポスターは運営事務局にてタイトル等を加え A０判、カラー（４⾊）にて印刷します。

・印刷に伴う⾊調の相違についてはご容赦ください。

■ポスターサイズと掲⽰のイメージ

展示パネル

ポスター⾃体は A１サイズ⼤で

841mm

上部にテーマや説明⽂を付けて
A０サイズの⽤紙に印刷します

タイトル
説明文

説明⽂は１００⽂字を
推奨します。１００⽂
字を超える場合は、説

ポスター
A１サイズ

明⽂の⽂字サイズが⼩
さくなることがありま

1189mm

す

C) お問い合わせ
企画等の全般的な内容

ポスターセッション運営事務局
公益財団法⼈さわやか福祉財団
電話：03-5470-7751
メール：y.mezaki@sawayakazaidan.or.jp (責任者：⽬﨑康浩）

応募に関する技術的な内容

いきがい・助け合いサミット in 神奈川 ポスター提出窓⼝
（株式会社ソービック内）
Fax：03-5777-2726
メール：ikigai-tasukeai@sovic.jp

D）よくあるご質問（FAQ）
Q１）⼀度申し込みすると、修正はできませんか。
A１）登録フォームへの初回登録時に＊必須事項を⼊⼒しますと、ご登録後に ID とパスワードが
メールで通知されます。未登録のデータや修正事項がございましたら、送られてきた ID とパ
スワードを使い修正を⾏うことができます。
Q２）ポスター説明者は、登録すればサミットへの参加申し込みはしなくてよいのですか。
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A２）サミットへの参加申し込みは必要ございません。ポスター説明者の⽅には、当財団より別途
ご案内いたします。
Q3）⼤阪サミットでは事前資料として「助け合い⼤全`１９ポスター編」と投票シールが送付され
たが、今回はどうなりますか。
A３）神奈川サミットでは、WEB による投票となりますので、投票シールのご⽤意はございませ
ん。サミット終了後に、会場に掲⽰したポスター等を収録した「助け合い⼤全ʻ２１ポスタ
ー編」を配布させていただきます。
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