


（1）個 人（1人）

（2）グループ（2～9人） メンバーを取りまとめる代表者を1名選出してください。
グループのメンバー全員が同じ活動場所となります。

（3）団 体（10人以上） メンバーを取りまとめる代表者を1名選出してください。
団体名を大会プログラムに掲載させていただきます。

（4）ファミリー
メンバーを取りまとめる代表者（保護者）を1名選出してください。
子ども（小学5年生～中学生）と保護者が一緒に活動します。子ども1～3人につき保護者1人以上
でお申込ください。

新型コロナウイルス感染症予防対策
◆詳細は別紙「新型コロナウイルス感染症予防対策に係る申込規約」を参照し、同意の上でお申込ください。
◆主催者が定める感染症予防対策を遵守してください。

ボランティア募集要項
●活 動 日 2023年（令和５年）2月17日（金） ランナー受付の準備、会場設営補助

2月18日（土） ランナー受付、会場整理、会場道案内 等
2月19日（日） ランナーへの給水・給食、コース設営・整理、ランナーの救護、手荷物預かり・返却、会場案内、

会場への道案内、スタート・フィニッシュ会場でのランナーサービス 等
※活動場所・時間については次のページをご覧ください。 ※ボランティアの活動は、上記日程のうち1日、または、複数日の参加が可能です。

●募 集 期 間 2022年（令和4年）8月1日（月）～10月21日（金）
●募 集 人 員 4,000人 ※募集人員は変更となることがあります。
●申 込 条 件 ◆申込単位（同一人物の重複申込はできません）

◆初めてボランティア活動に参加する場合は、2023年（令和5年）1月中旬から2月上旬に開催予定の説明会に必ず参加すること。
（個人および団体、グループ・ファミリーの代表者）
※説明会は、オンラインでの動画視聴環境がある方を対象とした動画配信で代替する場合があります。
※説明会の詳細は、1月上旬送付予定（Eメールもしくは郵送）の参加案内でお知らせします。
◆活動日現在、15歳以上であること（中学生は除く）。
※小学5年生～中学生と18歳以上の保護者はファミリーボランティアに申込できます。
◆安全で円滑な大会運営および主催者が定める新型コロナウイルス感染症予防対策に協力できること。
◆活動日に所定の場所、時間で活動が可能であること。
※活動途中の早退や、途中からの参加はできません。
※長時間にわたり、立ったままでの活動が主となります。休憩は交代でとっていただきます。
※大会当日が雨天等の場合でも、大会が中止にならない限り、所定の場所で活動をしていただきます。
◆主催者が指定する日にスタッフウェア、キャップの受け取りが可能であること。
◆日本語以外の言語を母国語とされる方は、日本語での日常会話と読み書きが可能であること。
◆主催者が定めるボランティア活動の注意事項等を遵守できること。
◆未成年者は保護者の同意を得ること。

●支給物品（予定） ◆スタッフウェア（黄）、キャップ（白）、スタッフパス ◆大会オリジナルピンズ（ピンバッジ）
※SDGsの観点から、スタッフウェアとキャップの再利用（リユース）を実施しています。過去の大会（北九州マラソン2015～2020）
で配付したスタッフウェア（黄）、キャップ（白）をお持ちの方は、そちらをご使用ください。お持ちでない方は、説明会または活動日当
日に配布いたします。また、初めてボランティアに参加される方もスタッフウェアとキャップの保管にご協力ください。
◆研修会や説明会、ボランティア活動当日の報酬・交通費等の支給はありません。

●申 込 方 法 ◆インターネット 大会ホームページからお申込ください。https://kitakyushu-marathon.jp/volunteer/
◆郵 送 申込書に必要事項を記入の上、下記宛に郵送してください。

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1‐1 北九州市役所2階
北九州マラソン実行委員会事務局 ※FAXでのお申込はできません。

ボランティア活動の注意事項
◆活動場所及び内容は北九州マラソン実行委員会事務局で決定します。
◆申込後の希望ブロックの変更はできません。ご希望のブロックに配置されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
◆他の団体・グループ・個人ボランティアと一緒に活動していただく場合があります。
◆団体、グループでご参加の場合、登録メンバーが参加できなくなった際には、代わりのメンバーを選出のうえ、速やかに北九州マラソンコー
ルセンターへ連絡してください。
◆活動日をすべて欠席された場合は、支給物品を返却していただきます（返送料は各自でご負担いただきます）。
◆着替え場所はありませんので、あらかじめ、動きやすい服装（ズボン等）と歩きやすい靴（スニーカー等）でご参加ください。
◆寒暖・雨天対策は各自で行ってください。また、タオル等も各自でご準備ください。
◆活動時はスタッフウェア（黄）とキャップ（白）をご着用ください。雨具等を着用する際は、スタッフウェアの下に着用し、必ずスタッフウ
ェアを一番上に着用してください。また、スタッフパスを身に付けてください。
◆活動場所により、一部軽食の支給があります。
◆飲み物は必要に応じて各自でご用意ください。
◆荷物を預ける場所はありません。貴重品を含め、荷物は各自で管理し、盗難や紛失に十分ご注意ください。貴重品・荷物の紛失・盗難に関しては、主
催者は一切の責任を負いません。
◆活動に参加するための交通手段・経路の確認や宿泊の手配は各自で行ってください。駐車場がないため、公共交通機関で集合場所または活動場所
まで移動してください。
◆ボランティア参加者は傷害保険に一括加入します（個人負担はありません）。事故、ケガなどがあった場合は保険の適用範囲で対応します。
（主催者の指示を守らなかった場合など保険会社が不適切と判断した場合には適用することができませんのでご注意ください。）

◆個人情報の取り扱いについて
●主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、

主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報を取り扱います。

●北九州マラソンに関連するボランティア活動を円滑に行うことを目的とし、活動内容連絡・説明

会開催連絡・出欠管理・関連資料発送・登録情報の確認連絡・アンケートやレポート依頼・傷害保

険申込のために利用します。

●主催者から申込内容に関する確認のため連絡をさせていただくことがあります。

●新型コロナウイルス感染症予防対策を目的として利用することがあります。また、保健所・医療

機関等第三者へ情報を提供することがあります。

●ボランティア説明会、ボランティア活動中の映像・写真・記録等のテレビ・新聞・雑誌・インター

ネット等への掲載権は主催者に属します。

●ご登録のメールアドレス・住所宛にボランティア活動に関するご案内をお送りする場合があり

ます。

呼称・商標の
使用について

呼称権はオフィシャルスポンサーに限り認められます。
所属する団体の呼称権は認められませんので、あらかじめご了承ください。

所属する団体の広告やPR等の目的で「北九州マラソン」「KITAKYUSHU
MARATHON」の呼称・商標を使用することはできません。
（例）× 株式会社△△△△△は「北九州マラソン」を応援しています。



スタート

フィニッシュ

2022

活動日 活動場所 活動時間（予定） 活動内容

2/17（金） 西日本総合展示場新館
前半 10:00～13:00

ランナー受付の準備、会場設営補助
後半 14:00～17:00

2/18（土） 西日本総合展示場新館
およびその周辺

前半 8:30～16:00 ランナー受付、参加賞配布、会場道案内 等
※前半または後半での活動時間は6時間程度（休憩時間含む）に
なる予定です。

後半 13:00～20:00
1日 8:30～20:00

2/19（日）

スタートブロック（市役所周辺） 6:00～11:00 ランナー整列、手荷物預かり、給水、会場案内、トイレ管理 等

フィニッシュブロック
（西日本総合展示場周辺）

6:00～16:30
※上記時間帯のうち7時間程度（休憩
時間含む）の活動時間となる予定
です。

ランナー受付（ファンランのみ）、ランナーサービス（配布物管理）、
更衣室管理、手荷物返却、会場案内 等

A田町・到津ブロック 8:00～10:30
コース設営・整理、救護、距離表示、給水・給食、う回路案内
等

※田町・到津ブロックには、給水・給食がありません。
※浅野・赤坂ブロックでは、ペアリレーマラソン中継点での活動
を含みます。
※コースの往路と復路では活動時間が異なります。

B高見・中央ブロック 8:00～11:00
C東田・枝光ブロック 8:00～11:30
D戸畑ブロック 8:30～12:00
E日明・東港ブロック 8:30～13:00
F 浅野・赤坂ブロック 9:00～16:00
G門司ブロック 9:00～15:30
H門司港ブロック 9:30～15:00

8月1日（月）
ボランティア
申込受付
開始

10月21日（金）
ボランティア
申込受付
終了

1月上旬
参加案内通知 1月中旬～2月上旬

開催予定
ボランティア
説明会

（オンライン含む）

2月17日（金）
18日（土）
19日（日）

ボランティア
活動

当日の活動内容や説
明会日時等をイン
ターネットでお申込
の方にはＥメール、
郵送でお申込の方に
は郵送でご案内いた
します。

①個人 ②グループ
③団体 ④ファミリー
の申込をインターネ
ット及び郵送で受付
開始。

ボランティア活動ブロック

※活動時間は変更になる場合があります。
※集合・解散時間は活動場所・内容により異なります。
◆主な活動内容
1万人を超えるランナーが安全で快適に大会に参加し、北九州市の魅力を感じていただけるよう、「おもてなしの心」でランナーのサポートをお願いします。
●会場設営補助 大会前 日々の2月17日（金）にランナー受付の準備やポスター張り、のぼりの設置など行っていただきます。
●ランナー受付 ランナーの受付を2月18日（土）に行います（ファンランの受付は2月19日（日）もあります）。受付をしたランナーにナンバーカードや参加賞等を配

布していただきます。
●会 場 道 案 内 全国からお越しのランナーを、看板を持つなどして、駅等から各会場へ案内していただきます。また、各会場内でも誘導・案内を行っていただきます。
●手荷物預かり・返却 マラソンのスタート会場とフィニッシュ会場が異なるため、ランナーの手荷物をスタート会場で預かり、フィニッシュ会場で返却していただきます。
●コース設営・整理 ランナーが安全・安心に走れるよう、コース上の交通規制開始とともに、コーンを配置するなどの設営作業を行っていただきます。また、レース中は

コース沿道に立ち、観客が走路に飛び出すのを防ぐなど、ランナーと観客の安全確保に努めていただきます。
●給 水 ・ 給 食 スタート・フィニッシュ会場やコース上の給水・給食エリアで、スポーツドリンクや水、食品などの準備・管理をしていただきます。
●ランナーサービス（フィニッシュ会場） フィニッシュしたランナーへの配布物の管理をしていただきます。
●う 回 路 案 内 コース周辺の道路で、車両や歩行者へう回路を案内していただきます。
●救 護 救護所への案内や受付など、救護所運営の補助作業を行っていただきます。

ボランティア募集から参加の流れ
★申込及び受付手続を円滑に進めるため、インターネットでのお申込にご協力ください。





コピー使用可
FAXによるお申込は受け付けておりません。

申 込 区 分
（該当する区分にチェック） □個人（1人） □グループ（2～9人） □団体（10人以上） □ファミリー（小学５年生～中学生と

18歳以上の保護者が一緒に参加）

グループ・団体名
フリガナ

□2月17日（金）

事前準備

【 】に第1、2希望を、1·2の数字で記入してください。

活動場所 西日本総合展示場新館 （ランナー受付の準備、会場設営補助）

活動時間 【 】 10:00～13:00 【 】 14:00～17:00

□2月18日（土）

大会前日

【 】に第1～3希望を、1·2·3の数字で記入してください。

活動場所 西日本総合展示場新館およびその周辺 （ランナー受付、参加賞配布、会場道案内 等）

活動時間 【 】 8:30～16:00の間 【 】 13:00～20:00の間 【 】 1日〔8:30～20:00〕

□2月19日（日）

大会当日

【 】に第1～3希望を、1·2·3の数字で記入してください。
【 】どのブロックでもよい 【 】B 高見・中央ブロック 【 】F 浅野・赤坂ブロック
【 】スタートブロック（市役所周辺） 【 】C 東田・枝光ブロック 【 】G 門司ブロック
【 】フィニッシュブロック（西日本総合展示場周辺）【 】D 戸畑ブロック 【 】H 門司港ブロック
【 】A 田町・到津ブロック 【 】E 日明・東港ブロック 【 】救護所
＊F、G（一部）については、ボランティア輸送バスの運行を予定しております。

①

氏 名
フリガナ

性別 男 ・ 女
年齢

（活動日現在）
歳

住 所

〒 － 過去の大会（北九州マラソン2015～2020）で配布したウェア・キャップの所持

ウェア（黄） □もっている□もっていない キャップ（白） □もっている□もっていない

電話番号
（携帯電話）

（ ） －

※日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。

過去の北九
州マラソン
ボランティ
ア活動経験

回数

回

主な活動内容
□スタート □フィニッシュ
□コース整理 □救護
□ランナー受付 □その他

E-mail 代表者の
活動の有無 代表者も参加メンバーとして活動（ する ・ しない ）

緊急連絡先

フリガナ

電話番号
（携帯電話）

（ ） －

※左記の方へ活動日に連絡がとれる電話番号を記入
してください。

氏名

※ご本人様以外で緊急時に確実に連絡がとれる方
※必ずご記入ください

ボランティア
マニュアル

□冊子でお渡し

□ホームページよりダウンロード

※冊子でお渡しする場合は、説明会への出席が必須となります。

説明会への
参加

□希望する（説明会当日にウェア等を受取る）
□説明会は出席せず、動画での視聴を希望する（ウェア等は大会当日に受取る）
※初めてボランティア活動に参加する場合は、説明会に必ず参加してください。
（個人及びグループ、団体、ファミリーの代表者）

No. 氏 名 フリガナ 性 別 年 齢
（活動日現在）ウェア（黄）※ キャップ（白）※ 過去の北九州マラソンボランティア活動経験

② 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

③ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

④ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

⑤ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

⑥ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

⑦ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

⑧ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

⑨ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

⑩ 男・女 歳
□もっている
□もっていない

□もっている
□もっていない

□スタート □フィニッシュ □コース整理
□救護 □ランナー受付 □その他

北九州マラソンボランティア申込書
ボランティア募集パンフレットの「ボランティア活動の注意事項」、「新型コロナウイルス感染症予防対策に係る申込規約」及び「個人情報の取り扱いについて」に同意の上お申込
ください。
※未成年の方は必ず保護者の同意を得てからお申込ください。

個人でお申込の場合は、申込者の情報をご記入ください。
グループ、団体、ファミリーでお申込の場合は、代表者の情報をご記入ください。申込者（代表者）の情報

下記日程のうち、いずれか1日、または、複数日の参加が可能です。
参加希望日の□にチェックしてください。希望時間、希望ブロックの意向にそえない場合があります。参加希望日・参加希望ブロック

団体で10人以上になる場合はコピーしてご使用ください。
ご応募いただいた申込書はお返しできませんので、コピー等を保管してください。参加メンバー

※過去の大会（北九州マラソン2015～2020）で配付したウェア（黄）・キャップ（白）の所持についてチェックしてください。


