
 救護ボランティア
 募集！高知龍馬マラソン2023

令和5年2月19日（日）

  高知龍馬マラソン2023は、約10,000人のランナーが参加し、コースには、
２2か所の救護所を設置します。 
　この救護所で、医師・看護師の補助として、医療に関わる知識を生かして
参加者をサポートしてくださる方を募集しています。

お問い合わせ先：高知龍馬マラソン実行委員会事務局　　ＴＥＬ:０８８－８２３－３９７１　担当：塚本・大塚・山岡

　　　　　　　　

■大会日時：令和5年2月19日（日）  8:40ファンランスタート
                                              9:00フルマラソンスタート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■対      象：養護教諭、看護学校・医療系専門学校の生徒等
■内      容：救護所における医師・看護師の補助
■申込方法：所定の「参加申込書」を高知龍馬マラソン実行委員会事務局
　　　　　　　　 に郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかの方法でお申込みください。
■募集期限：令和4年12月9日（金）
　　　　

　　　　                                        ※詳細は裏面をご覧ください。

募集
要項
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■申込条件
   （以下のすべての条件に該当する方のみご参加いただけます。）

○ボランティア活動に熱意をもっておられる方。
○事前説明会に出席できる方。※交通費の支給はありません。
○活動日現在、満15歳以上で健康な方。
   　 ※ただし、中学生を除く。
　　　※未成年者は必ず保護者の承諾を得てください。
○活動場所が希望と異なる場合でも、主催者が指定するボラン
　ティア活動場所及び活動時間に従事していただける方。
　　　※遅刻・早退は原則できません。
○その他、主催者が定める活動参加の注意事項及び感染症防
　止対策を遵守し、活動できること。

■スケジュール
１２月９日（金）　 募集締切
１２月下旬　　　　決定通知・説明会案内
                      （郵送またはメール）

■支給物品
○ボランティアジャンパー  ○お食事券　　　　

＜注意事項＞
○同一人物で複数、重複しての申込はできません。
○ボランティア活動中の映像・写真・記事・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。
○傷害保険に一括加入いたします。（個人負担はありません。）保険の適応範囲は契約内容に基づくものとし、主催者の指示を遵守しなか
　った場合や不適切と判断された場合には、適応することができません。
○ご希望の活動区分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。
○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。
○登録の住所・メールアドレス宛てにボランティア活動に関する案内を送らせていただく場合があります。

応募
方法

郵便
ＦＡＸ

大会ホームページからプリントアウトした参加
申込書に必要事項をご記入のうえ、高知龍馬
マラソン実行委員会事務局に郵送またはＦＡ
Ｘしてください。ＦＡＸの方は必ず到着確認をお
願いします。

メール

大会ホームページからエクセルデータをダウン
ロードし、必要事項を御記入のうえ、メールに添
付して高知龍馬マラソン実行委員会事務局にお
申込みください。

E-mail:  ryomamarathon@ken.pref.kochi.lg.jp

大会オフィシャルサイト： https://ryoma-marathon.jp

■救護所の場所・集合時間・従事時間
救護所 集合時間

終了予定
時間

① 城西公園・県庁駐車場 7:00 9:30

ファン
ラン

高知市中央公園 7:50 10:30

② かつれつ亭駐車場 8:20 10:10

③ テトラフィット高知高須店 8:20 10:30

④ サンオート高須前 8:30 10:50

⑤ 坂ノ松トンネル北側 8:40 11:10

⑥ 蛸の森トンネル北側 8:50 11:20

⑦ 土佐の百姓家交差点 8:50 11:45

⑧ ごはんや 9:00 12:00

⑨ 高知新港入口西 9:10 12:30

⑩ ローソン仁井田一窪店 9:10 12:40

⑪ 花海道公衆トイレ前 9:20 13:10

⑫ 境界堤防 9:30 13:40

⑬ 甲殿交差点 9:30 15:50

⑭ 春野町漁港 9:40 15:40

⑮ 文庫鼻トンネル西側 9:40 15:20

⑯ 仁淀川河口大橋東詰 9:40 15:10

⑰ 新居緑地公園前 9:50 15:00

⑱ 三洋工業前 10:20 16:10

⑲ 春野運動公園多目的広場 9:40 17:00

⑳ 春野運動公園陸上競技場 10:20 17:00

※時間は若干変更する場合があります。　　

     救護所
ファンラン

マラソンFINISH
春野陸上競技場春野陸上競技場

ファンランFINISH
春野陸上競技場高知市中央公園

マラソン・ファンラン
START

高知県庁前

新型コロナウイルス感染症予防対策
◇「体調管理チェックシート」により大会前後の体調管理を行っていただきます。
◇体調管理チェック項目に当てはまる項目がある場合、活動当日に37.5℃以上の発熱がある場合などは、活動に参加できません。
◇活動前にPCR検査等で陽性反応が出た場合、濃厚接触者となった場合は、活動に参加できません。
◇詳細は、大会オフィシャルサイトの「感染症対策について」を参照し、同意の上でお申込みください。

　　○救護ボランティア用の駐車場は数に限りがあるため、自転車、そ
　　　の他の手段で現地まで移動していただく場合があります。
   　　　※大会当日は、交通規制があります。



事務局記入欄　No　　　　　　　　　　/    /     

※コピー可

1

2

高知龍馬マラソン2023救護ボランティア参加申込書　　　　　

フリガナ

〒

電話番号 携帯電話

e-mail

フリガナ

連絡先 電話番号 （　　　　　　）　　　　　　　－ 携帯電話 （　　　　　）　　　　　　　－

【　   　】養護教諭　　【　   　】看護学校・医療系専門学校学生　　【　   　】その他（　　　　                               　）

　勤務先・学校名　／

開催日 時間 会場 希望日に○

１月14日（土） １０:００（予定）～１時間半程度 高知県民文化ホール多目的室

１月26日（木） １９:００（予定）～１時間半程度 高知県庁正庁ホール

※事前説明会の会場には駐車場がありません。ご了承ください。

希望活動ブロック　【　】内に第1希望～第３希望までの1～３の数字で記入して下さい。

※各ブロック内のいずれかの救護所での活動になります。

第1救護所（城西公園・県庁駐車場） 7:00-9:30 第12救護所（境界堤防） 9:30-13:40

ファンラン救護所（高知市中央公園） 7:50-10:30 第13救護所（甲殿交差点） 9:30-15:50

第2救護所（かつれつ亭駐車場） 8:20-10:10 第14救護所（春野町漁港） 9:40-15:40

第3救護所（テトラフィット高知高須店） 8:20-10:30 第15救護所（文庫鼻トンネル西側） 9:40-15:20

第4救護所（サンオート高須前） 8:30-10:50 第16救護所（仁淀川河口大橋東詰） 9:40-15:10

第5救護所（坂ノ松トンネル北側） 8:40-11:10 第17救護所（新居緑地公園前） 9:50-15:00

第6救護所（蛸の森トンネル北側） 8:50-11:20 第18救護所（三洋工業前） 10:20-16:10

第7救護所（土佐の百姓家交差点） 8:50-11:45 第19救護所（春野運動公園多目的広場） 9:40-17:00

第8救護所（ごはんや） 9:00-12:00 第20救護所（春野運動公園陸上競技場） 10:20-17:00

第9救護所（高知新港入口西） 9:10-12:30

第10救護所（ローソン仁井田一窪店） 9:10-12:40

第11救護所（花海道公衆トイレ前） 9:20-13:10

ご要望等

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およ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。
○大会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て、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。
○大会運営目的以外に、感染症防止対策目的に保健所・医療機関などの第三者へ個人情報を提供することがあります。
○ボランティア活動中の映像・写真・記事・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。 

〒780-0850　高知市丸ノ内１－７－５２ 高知県文化生活スポーツ部スポーツ課内
TEL：088-823-3971　FAX：088-823-3981　E-mail：ryomamarathon@ken.pref.kochi.lg.jp

高知龍馬マラソン実行委員会事務局

医療

氏　名
年
齢

※活動当日の年齢

性
別 男　・　女

住　所

連絡先

緊急連絡先
(本人以外で連
絡の取れる方）

氏　　名
本人との

関係
(該当に○）

父母 ・ 兄弟 ・ 配偶者 ・ こども

親族 ・ 知人 ・ 職場

未成年者は必ず
保護者に記入して
もらってください。

　募集要項の内容に同意し、救護ボランティアに参加することを了承します。

　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

職　業　等

事前説明会出席予定日

【　　　】
ブロック

A
【　　　】

ブロック
E

【　　　】
ブロック

B
【　　　】

ブロック
F

【　　　】
ブロック

C
【　　　】

ブロック
G

【　　　】
ブロック

D
【　　　】 　　どこでもよい

※必ずコピー（写し）を各自控えとして保管してください。



高知龍馬マラソン 2023 の新型コロナウイルス感染症防止対策について

【ボランティアの皆様へ】

高知龍馬マラソン 2023 大会を安心・安全に開催するため、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」、（公財）日本陸上競技連盟が定める「ロードレース開催についてのガイダンス」等に基づいて、新
型コロナウイルス感染症防止対策を実施します。
以下の項目をご確認いただき、同意の上、お申込みをお願いします。

※以下の内容は、今後の感染状況や日本陸上競技連盟のガイダンスの改訂等を踏まえ、随時見直すこと
があります。内容について変更があった場合は、大会HP や Twitter 等で速やかに情報提供を行います。

１.ボランティアスタッフの皆様の健康管理について

(1) 「体調管理チェックシート」による体調チェック
チェックシートを用いて、大会前、大会後の体調チェックを実施し、大会前の体調管理については、大会当日、各活動場所で
提示いただきます。詳細は決定次第発表します。

(2) 体温測定の実施
大会当日、各活動場所で検温を実施し、体温が 37.5℃以上の場合はボランティア活動を控えていただきます。

２.ボランティア参加の判断について

以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を控えていただくようお願いします。
(1) 大会３週間前以降に、感染者と認められた場合。
(2) 大会 2週間前以降に濃厚接触者と認められた場合。
(3) 大会８日前以降に感染疑い症状（息苦しさ、強いだるさ、高熱等）の発症の場合。
(4) 体調不良の場合。

３.大会で実施する感染症防止対策

(1) 大会前後の健康の自己管理をお願いします。
(2) マスク着用（活動場所によってはフェイスシールドを準備します）、検温、手指消毒の徹底をお願いします。
(3) 可能な限り、フィジカルディスタンスの確保をお願いします。
(4) ゴミの各自お持ち帰りをお願いします。
(5) 新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の利用を推奨します。
(6) ランナーには、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、以下のいずれかの実施について検討します。

ア 「新型コロナウイルスワクチン接種証明」又は「PCR検査又は抗原定性検査陰性証明」の提示
イ 全員の「PCR検査」又は「抗原定性検査」
また、併せて以下の対策を実施します。
・スタート前、検温ゲートで検温、手指消毒を実施する。また、スタート会場の更衣室を設置しない。
・走行時以外のマスク着用のお願い。等

(7) その他、３密を避ける競技運営及び注意喚起を実施します。ご協力をお願いします。



４.申込から大会当日までの流れについて

５.大会主催者の免責事項について

(1) 大会主催者は新型コロナウイルス感染症の感染に対しては、一切の責任を負いません。
(2) 本大会で大会主催者がボランティアの皆様のために加入する傷害保険は、新型コロナウイルス感染症の感染については補償
適用外となります。

６.その他

(1) 大会に関わるすべての皆様の安全を確保するため、新型コロナウイルスワクチンの接種が可能な方は、大会前のワクチン接種
をお願いします。

(2) 65 歳以上の方、基礎疾患を有する方は、感染後重症化するリスクが高いことを踏まえてお申込み、ご参加をお願いします。

2022
10月上旬

12月中旬

2023
1 月上旬

２月19日(日)
(大会当日)

ボランティア（一般・救護）受付開始
※「高知龍馬マラソン 2023 の新型コロナウイルス感染症防止対策について【ボランティアの皆
様へ】」に同意の上、エントリーをお願いします。

申込いただいた皆様に、活動場所の決定及び説明会の案内を文書にてお知らせいたします。

ボランティア（一般・救護）申込締切
一般：12月 16日（金）締切 救護：12月 9日（金）締切

大会1週間前 大会１週間前から、体調管理チェックアプリ又は体調管理チェックシートで大会前の体調管理を
行ってください。

大会当日
※各活動場所に集合。
出欠確認時に、検温、手指消毒を実施します。
「体調管理チェックシート」による大会前の体調チェックをご提示いただきます。

※体温が37.5℃以上の場合は活動に参加できません。

大会後2週間 体調管理チェックシートで大会後2週間の体調管理をお願いします。提出の必要はありません。

1 月 14日(土)
1 月 26日(木)

ボランティア説明会


