FINA 世界水泳選手権福岡大会
FINA 世界マスターズ水泳選手権九州大会
大会ボランティア募集要項（追加募集）
■世界水泳選手権・世界マスターズ水泳選手権について
世界水泳選手権は国際水泳連盟（FINA）が開催する、競泳・飛込・ハイダイビング・水
球・アーティスティックスイミング・オープンウォータースイミングの６種別で世界一を
競う国際大会です。
また、世界マスターズ水泳選手権は国際水泳連盟（FINA）が主催して世界中から水泳愛
好家が集う世界大会です。2017 年大会では 96 カ国から 9,000 人を超える元選手や水泳愛
好家が参加し、最年長 97 歳のアスリートも参加するなど、水泳界の更なる発展に寄与し
ています。
大会コンセプト 「 WATER MEETS THE FUTURE 」は見る人を感動させるだけでなく、大
会に関わる全ての人が様々な形で何かに対して第一歩を踏み出すきっかけを提供する「人
を動かす大会」へと進化し、≪人々の明るく健康的な未来≫を大会レガシーとして残すこ
とを目指すという意味が込められています。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、二度の延期となりましたが、新たな日程でも
大会コンセプト 「 WATER MEETS THE FUTURE 」を実現するべく、FINA世界水泳選手権
2022福岡大会組織委員会（以下、「組織委員会」）は、世界水泳の大会成功の担い手とな
っていただく「大会ボランティア」を追加募集します。
世界水泳をきっかけに新たな一歩を踏み出したい方、大会に関わる多くの人と一丸とな
って大会を成功させたいと熱意をお持ちの方、一緒に世界水泳を盛り上げたい方などたく
さんのご応募をお待ちしております。

１ 大会概要
■FINA世界水泳選手権2022福岡大会（以下、「選手権」）
FINA World Championships 2022 Fukuoka
（1）開催期間 2023年７月14日（金）〜 ７月30日（日）17日間
（2）参加人数（見込み） 約190カ国・地域、約2,400人
（3）来場者数（見込み） 約50万人
（4）種別 ６種別76種目
（競泳、飛込、ハイダイビング、水球、アーティスティックスイミング、 オープンウ
ォータースイミング）
（5）競技会場
マリンメッセ福岡A館・B館、福岡県立総合プール、シーサイドももち海浜公園

■FINA世界マスターズ水泳選手権2022九州大会（以下、「マスターズ」）
FINA World Masters Championships 2022 Kyushu
（1）開催期間 2023年８月２日（水）〜 ８月11日（金）10日間
（2）参加人数（見込み） 約100カ国・地域、約10,000人
（3）種別 ５種別
（競泳、飛込、水球、アーティスティックスイミング、オープンウォータースイミン
グ）
（4）競技会場
マリンメッセ福岡A館、総合西市民プール、福岡県立総合プール、シーサイドももち
海浜公園、熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと）、鹿児島市鴨池公園

水泳プール
２ 募集主体
FINA 世界水泳選手権 2022 福岡大会組織委員会
３ ボランティア事務局
FINA 世界水泳選手権 2022 福岡大会ボランティア事務局
（株式会社コングレ九州支社内）
４ 募集人数（予定）
約 2,000 人
（福岡市約 1,700 人、熊本市約 150 人、鹿児島市約 150 人）
５ 募集期間
2022 年８月 29 日（月）～2022 年 11 月 30 日（水）
６ 応募方法
大会公式ホームページのボランティアサイトより応募
URL: https://www.fina-fukuoka2022.org/
７ 参加資格
(1)2023 年４月１日現在、満 15 歳以上の方（2008 年４月１日以前に生まれた方）
※中学生は除きます。
※お申し込みの時点で 18 歳未満の方は、保護者同意のもとご応募ください。お申込み
の際に保護者の同意書を提出していただきます。
(2)原則４日以上参加できる方

(3)説明会動画を必ず視聴できる方・研修会に参加できる方
※日程は改めてお知らせします。
(4)日本語でのコミュニケーション（日常会話・読み書き）が可能な方
(5)活動期間中において日本国籍又は滞在する在留資格を有する方
(6)反社会的組織又はこれに類する組織と関与していない方
(7) FINA 世界水泳選手権福岡大会及び FINA 世界マスターズ水泳選手権九州大会に携わ
りたいという熱意のある方
８ 選考方法
全体説明をオンラインでの動画視聴形式で行い、視聴を必須とします。
語学ボランティア（英語）を希望される方には、オンライン形式（Zoom）で英語インタビ
ュー（英語による質疑応答）を実施します。
※語学ボランティアの希望はアンケートで確認する予定です。
語学ボランティアは英語による日常会話が可能な方を想定しています。
９ 活動地域・活動場所
【活動地域】
・福岡市（選手権・マスターズ）
・熊本市（マスターズ）
・鹿児島市（マスターズ）
【活動会場（予定）
】
活動場所

会場

競技会場内・周辺

マリンメッセ福岡 A 館・B 館、福岡県立総合プール、シー
サイドももち海浜公園、総合西市民プール、熊本市総合屋
内プール、鹿児島市鴨池公園水泳プール、博多港国際ター
ミナル

ＩＢＣ（国際放送センター） 福岡市ウォーターフロント地区（中央ふ頭）
Fukuoka Ichiba（※）

福岡市ウォーターフロント地区（中央ふ頭）

開会式会場

ボートレース福岡

練習会場

総合西市民プール、福岡大学

活動地域内ホテル・各交通

空港・駅・バスターミナル・ホテルなど

拠点
※Fukuoka Ichiba：飲食ブースやステージイベントなどを提供するエリアです。外国人など
の観客・競技参加者向けに観光案内ブースも併設されます。

１０ 活動期間（予定）
【選手権】
福岡市： 2023 年７月７日（金）～７月 30 日（日）
【マスターズ】
福岡市： 2023 年７月 31 日（月）～８月 11 日（金）
熊本市・鹿児島市： 2023 年８月２日（水）～８月 11 日（金）
１１ 活動時間
１日最長８時間程度（休憩含む）
※活動場所・活動内容等により異なる場合があります。
１２ 活動日数
原則４日間以上
１３ 活動内容
活動分野

主な活動内容

案内・誘導

競技会場内やその周辺で大会関係者・観客の案内・座席誘導等を
行う

インフォメーション

競技会場や周辺でのインフォメーションブースにて、競技案内・
観光案内・宿泊・交通案内等の問い合わせ対応を行う

入場ゲート

競技会場等で大会関係者の AD（アクレディテーション）チェック
や観客のチケットチェック、手荷物検査等のセキュリティチェッ
クのサポートを行う

AD センター運営サポート

AD センターで大会関係者が保有する AD カード（※）の発行・配
布・管理のサポートを行う

メディア対応

記者やフォトグラファーの受付サポート、プレスワークルーム・
記者会見・ミックスゾーン等の運営サポートを行う

輸送サポート・交通サポート

競技会場の乗降場や各所交通拠点にて大会関係者のシャトルバ
ス等の乗降案内、観客への交通案内等移動のサポートを行う

宿泊サポート

大会関係者が宿泊するホテルにて大会関係者のシャトルバス等
の乗降案内や宿泊案内を行う

式典イベントサポート

開会式で参加者への会場内の座席案内・誘導や受付補助などの運
営のサポートを行う

国際放送センター（ＩＢＣ）
運営サポート

国際放送センターでの受付サポート、物品貸出サポ―ト等を行う

Fukuoka

Ichiba

Fukuoka Ichiba で運営サポート、観客案内、問い合わせ対応等
を行う

ユニフォームセンター運営サ

ユニフォームセンターにて大会関係者のウエアの配布や、サイズ

ポート

交換等のサポートを行う

VIP（来賓）対応サポート

VIP ラウンジ等で来賓の案内・誘導のサポートを行う

競技運営サポート

競技運営のサポートや選手ラウンジ、選手受付等のサポート、表
彰サポートを行う

写真撮影

大会公式ホームページや大会公式 SNS に掲載する写真の撮影を
行う

マスコット

大会マスコット「シーライ」「シャーニー」の演者を行う（身長
170cm 以下）。

※アクレディテーションカード：大会期間中に会場や会場内制限区域へ出入りする権利を
与えるカードです。
１４ 活動場所・活動内容の決定
ボランティア募集サイトよりご応募いただいた希望活動地域でのボランティア参加が決
定した後、希望業務・活動可能日時のアンケートを行います。そのアンケートを踏まえ、ボ
ランティア事務局でマッチングを行いお知らせします。希望に添えない可能性がございま
すので、予めご了承ください。
１５ 提供品
ユニフォーム（ウインドブレーカー・T シャツ）
、ナップサック
１６ 処遇
(1)活動における報酬は無償です。
(2)交通費・宿泊費は自己負担となりますので、予めご了承ください。
(3)活動時間が長時間にわたる場合は食事相当額のプリペイドカード等を提供いたしま
す。
(4)ボランティア保険は組織委員会が一括して加入します。活動中に事故やケガがあった
場合は適用範囲内で対応いたします。※保険料にかかる個人負担はありません。
１７ 注意事項
(1)ボランティア活動中は試合を観戦いただくことはできません。
(2)ユニフォーム等の提供品を、インターネットオークション等で転売することは固く禁
じます。
(3)活動場所への移動については、公共交通機関等を利用してください（交通費原則自己
負担）
。自家用車での来場はご遠慮ください。

(4)諸事情により、ボランティア参加を辞退される場合は、ボランティア事務局の窓口へ
連絡してください。また、参加必須の研修等を欠席された場合は、参加辞退されたも
のとみなします。
(5)活動を辞退される場合は、原則として全ての提供品を返却していただきます（送料自
己負担）
。
(6)大会のイメージを損なう行為や他の人に危害を与える行為、チームワークを著しく乱
す行為、大会関係者、観客への迷惑行為、申込内容と異なる事実が判明した場合はボ
ランティア参加を取り消す場合がございます。
(7)活動上知り得た情報を外部へ発信すること（SNS 等への投稿を含む）は、固く禁止し
ます。また、大会運営者が許可した場合を除き、写真や動画の撮影は禁止します。
(8)案内は全て公式ボランティアウェブサイト又はメールにて差し上げます。メールのド
メイン指定受信を設定している方は、設定を解除するか、ボランティア事務局ドメイ
ンからのメールが受信できるよう設定していただきますようお願いいたします。
１８ 個人情報の取扱いについて
組織委員会・ボランティア事務局は個人情報の保護に関する法令に従って、個人情報を取
り扱います。提供された個人情報は、参加者の申込内容確認や研修案内、活動内容の決定、
提供物品の配布、保険の加入、応急措置や医療機関との連携、各種スポーツイベント情報の
提供など、大会ボランティア活動の円滑な運営（ボランティアのシフト調整・勤怠管理を含
む）を目的に利用します。利用目的達成のため、提供された個人情報を本人同意のもと国際
水泳連盟、日本水泳連盟、開催都市、業務委託先、保険会社、医療機関に開示する場合があ
ります。
１９ 新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症の対策につきましては、今後の状況を見ながら必要な対策を
検討いたします。対策が決まりましたら、お知らせする予定です。
２０ 今後のスケジュール（予定）
日程

内容

2022 年８月 29 日

募集要項発表、募集開始

８月 29 日～11 月 30 日

募集期間

11～12 月頃

説明会動画視聴期間
英語インタビュー期間

2023 年１月～２月頃

ボランティア参加決定通知
活動可能日・希望業務アンケート

2023 年４月頃

活動内容（活動日時・場所・業務）決定通知
研修のお知らせ通知

５月～６月頃

共通研修・業務別研修実施
ユニフォーム・AD カード配布

７月～８月

ボランティア活動

