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「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会福井市実行委員会 

  



【監督会議・大会会長トロフィー返還式会場のご案内】 

 

会場：福井県自治会館 2 階 多目的ホール 

住所：福井市西開発 4 丁目 201 番 1 

TEL：０７７６－５７－１１１１ 

 

■ 競技会場から監督会議等会場へは 

計画バスによる輸送を行います。 

時刻表はＰ１１参照 

■ 持込車両での移動も可能です。 

その場合は自治会館駐車場に駐車 

してください。 

■ 駐車券については会議受付に提出 

いただければ無料処理を行います。 

■ 201 研修室を選手監督控室として 

御利用いただけます。 

 

【競技会場等のご案内】 

会場：スポーツプラザＷＡＶＥ４０ （福井市大和田町６８－１－２） 

TEL：０７７６－５４－８０００ 

（１）選手・監督控所 

■ 選手・監督控所は、競技会場 1 階駐車場と新田本町公民館です。 

※新田本町公民館に関する注意事項 

・約２０畳の和室があり、トイレが設置されています。 

・地元自治会の御好意でお借りしている施設です。破損等のないよう御注意ください。 

・公民館には試合進行状況等をお知らせする設備はありません。 

・公民館内は禁煙です。喫煙所の設置もありません。 
選手･監督控所の開閉時間 

月日 
１階駐車場 新田本町公民館 

開場 閉鎖（予定） 開場 閉鎖（予定） 

１０月１日（月） １０時 競技終了３０分後 １５時 １８時 

１０月２日（火） ７時 競技終了３０分後 ８時 １８時 

１０月３日（水） ７時 競技終了３０分後 ８時 １８時 

１０月４日（木） ７時 競技終了３０分後 ８時 １８時 

１０月５日（金） ７時 競技終了３０分後 ８時 １８時 

１０月６日（土） ７時３０分 競技終了３０分後 ８時 １３時３０分 
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（２）競技会場配置図・新田本町公民館 
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新田本町公民館位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） ＩＤカードについて 

・ＩＤカードは受付時に、チームごとにお渡しします。 

受付場所：選手監督・競技受付（２階ボール置場入口付近） 

受付時間：１０月１日（月）１０：００～ 

・ＩＤカードは競技期間中常に着用し、紛失しないようご注意願います。 

・ＩＤカードを紛失した場合、再交付が必要です。選手監督・競技受付で再交付の 

手続きを行ってください。 

 

（３） ボール置き場について 

・ボール置場ではＩＤコントロールによりセキュリティを確保していますので、出入り

の際は、必ずＩＤカードが見えるようにしてください。 

 

（４） 選手・監督用ロッカーについて（２階ボール置場） 

・都道府県に１個ロッカーを割り振っています。 

・１日ごとに空にし、カギを付けてお帰りください。 

・カギを紛失した場合はカギの制作費、実費相当をご負担いただきます。 

 

（５） トイレ 

・競技会場のトイレ場所は下記のとおりです。 

２階：３０レーン後方 

１階：１階駐車場北側（仮設トイレ・多目的トイレ） 

 

 

ＷＡＶＥ４０から約３００ｍ。徒歩４分です。

駐車場

国
道
８
号
線

住宅

白山神社

ＷＡＶＥ４０

公園

住宅

新田本町
公民館
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（６） 落とし物 

・会場内での落とし物は「落とし物コーナー（２階）」に保管します。 

・貴重品に関しては、ＷＡＶＥ４０フロントにて保管します。 

 

（７） 無料ドリンクコーナーの開設時間（１階駐車場） 

 

（８） ふるまいの開設時間と内容（１階駐車場） 

 

（９） 弁当引換所（１階駐車場） 

・斡旋弁当を注文された方は１１：００～１３：３０の間にお受け取りください。 

（引換時間以外はお渡しできません）詳細はＰ８を参照 

 

【喫煙場所のご案内】 

 競技会場の喫煙場所は１階駐車場の喫煙所のみです。喫煙所以外での喫煙は御遠慮くだ

さい。また、新田本町公民館内は禁煙です。 

 

【宅配受付のご案内】 

（１） 宅配業者・取扱い内容・設置場所 

月  日 開設時間 閉鎖時間（予定） 配布ドリンク 

１０月１日（月） １０時 １９時 ・スポーツドリンク 

・お茶 

・ミネラルウォーター 

・果汁飲料 

・さわやか 

・ホットコーヒー、ホット緑茶 

１０月２日（火） ７時３０分 １９時４５分 

１０月３日（水） ７時３０分 ２０時 

１０月４日（木） ７時３０分 １９時３０分 

１０月５日（金） ７時３０分 ２０時２５分 

１０月６日（土） ８時 １３時 

月  日 開設時間（予定） 内容（予定） 提供数 

１０月２日（火） 

11 時～ 

木田ちそサイダー・飴 

３００食 

１０月３日（水） 足羽三山（福井銘菓） 

１０月４日（木） オリジナルリゾット 

１０月５日（金） 一乗谷ジンジャーエール 

１０月６日（土） 10 時 30 分～ おろしもち・おろしそば 

宅配業者 取扱い内容 設置場所 

日本郵政 「着払い」「現地払い」 １階駐車場 選手・監督控所奥 

ヤマト運輸 「着払い」「往復便」 １階駐車場 弁当引換所 
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開設日時 

１０月４日（木） １０月５日（金） １０月６日（土） 

１５時～１８時 １４時～１８時 ９時～１４時 

※日本郵政は現金の取扱いが可能です。 

※他の運送会社を御利用の場合は、各自で手配をお願いします。 

 

（２） その他のご注意 

・宅配受付所までは、各自で搬送をお願いします。なお、競技会場にはエレベーター、   

エスカレーターの設備はありません。御了承ください。 

・宅配受付の際は、一般観戦者との混雑防止のため、ボール置場内の階段から１階通路を

経由し駐車場まで降りてください。 

 

【計画輸送のご案内】 

（１） 基本方針 

来会意向調査で計画輸送を希望されたチームを対象に、計画輸送（タクシー）を行い

ます。持込車両（レンタカー含む）で来会されるチームには、競技会場内に駐車場がご

ざいますので、そちらをご利用ください。 

時間帯によってはタクシー供給が追いつかず、配車に時間を要する可能性があります。

持込車両の方はタクシー利用を控えるとともに、福井駅行きシャトルバスの利用、乗り

合わせなどに御協力をお願いします。 

 

（２） 持込車両（レンタカー含む）の場合 

  移動方法 

各地⇒宿泊先 
持込車両 

宿泊先⇔競技会場（ＷＡＶＥ４０） 

１０月１日のみ 

競技会場（ＷＡＶＥ４０）⇔会議会場（県自治会館） 持込車両もしくは計画バス※３ 

競技最終日（離会日） 

競技会場（ＷＡＶＥ４０）⇒各地 持込車両 

 

（３） 計画輸送の場合 

  移動方法 

各地⇒宿泊先 自主移動（自己負担） 

宿泊先⇔競技会場（ＷＡＶＥ４０） 計画輸送（タクシー）※１※２ 

１０月１日のみ 

競技会場（ＷＡＶＥ４０）⇔会議会場（県自治会館） 計画バス※３ 

競技最終日（離会日） 

競技会場（ＷＡＶＥ４０）⇒福井駅 計画輸送（タクシー）・駅シャトルバス 
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※１：宿泊先からのタクシー予約・手配は各自（もしくは宿泊施設）でお願いします。 

※２：競技会場からは各自でタクシー予約・手配は行わず、待機タクシーを利用するか現

場係員（運行管理要員）に配車依頼をしてください。 

※３：競技会場から会議会場までは計画バスによる輸送を行います。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

【駐車場のご案内】 

◆スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

（１）競技会場駐車場 

・対象となるチームには、駐車許可証を送付しています。 

・選手監督用駐車場は競技会場にございますので、駐車許可証をお持ちの場合は、直

接競技会場ご来場ください。 

 

（２）駐車許可証について 

・駐車許可証はフロントガラスから確認できるようダッシュボードに置いてください。 

・駐車許可証を確認できない車両は、指定駐車場に入場することができません。臨時

駐車場（一般用）に駐車いただくこととなりますので、紛失にはくれぐれもご注意

ください。 

・駐車許可証の再発行はいたしませんのでご注意ください。 

・駐車許可証の複写利用は厳禁です。（番号管理を行っています） 

（３）宿舎の駐車場 

・宿舎及び宿舎周辺の駐車場の確保は、各チームで行うとともに、駐車に係る費用も 

各チームで負担してください。 

（４）遵守事項等 

・各会場へ持込車両でご来場の際は、安全運転をお願いします。また、駐車場内では 

 係員の指示に従い、徐行し安全運転をお願いします。 

・駐車場内での事故・盗難等については、自己責任とします。 

福井駅（競技最終日） 

会議会場（10 月 1 日のみ） 

福井県自治会館 

計画輸送（タクシー）  

計画輸送（計画バス） 

自主移動 

競技会場  

スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

宿 舎 

駅シャトルバス 
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◆福井県自治会館 

（１）会議会場駐車場 

・会議会場である福井県自治会館内の駐車場を御利用ください。 

・駐車券を会議会場受付にお出しください。無料処理を行います。 

 

【医療のご案内】    

（１）競技会場での対応 

・競技会場に救護所を設置し、応急処置に必要な医薬品を配備しています。 

・救護所では、応急処置のみを行います。 

・治療が必要な場合、医療機関への受診を勧めるほか症状により必要と認められた場 

 合には救急車で医療機関へ搬送しますので、必ずチーム関係者が同行してください。 

・救護所で応急処置を受けた後、医療機関を受診する場合は、「健康保険証」と救護所 

で交付する「処置記録兼診療依頼書」を医療機関に提示してください。 

※「処置記録兼診療依頼書」とは、傷病者の症状や救護所での処置内容等を医療機関

に伝達し、診療をお願いする書類です。 

 

（２）宿舎での対応 

・体調がすぐれない等の場合は、監督等関係者に連絡の上、宿舎に申し出てください。 

宿舎では、医療機関を紹介するか、救急車の手配を行います。 

・医療機関で治療を受ける場合は、「健康保険証」を医療機関に提示してください。 

また、受診の際は、必ずチーム関係者が同行してください。 

 

（３）医療費の負担 

・救護所での応急処置及び救急車での救急搬送に要した費用を除き、費用は自己負担 

となります。 

（４）救急医療情報 医療機関については、下表を参考に検索してください。 
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【弁当のご案内】    

斡旋弁当を事前に申込みされた方には、競技会場に設置した弁当引換所で弁当を配付し

ます。なお、10 月 1 日は監督会議等開催のため、監督に対する弁当斡旋は行えません。 

１ 弁当代金  １個 972 円（消費税込/お茶、割り箸、お手拭き付） 

２ 斡旋対象日 平成 30 年 10 月 1 日（月）～10 月 6 日（土） 

３ 弁当引換券 

弁当引換えの際は「弁当引換券」が必要となります。お申込みいただいた斡旋弁当申

込専用ホームページから申込代表者が印刷した引換券を、弁当引換所でご提示ください。 

４ 引換時間  11 時～13 時 30 分     

申込んだ会場でしか引換えることができません。ご注意ください。 

※原則として、13 時 30 分を過ぎてからの引換えは行いません。その場合、弁当代

金の払い戻しも行いませんのでご注意ください。 

５ 弁当ガラ  弁当ガラは 14 時 30 分までに弁当引換所にお持ちください。 

６ 弁当の取消し 

  各競技期間中の申込内容の変更は、試合結果（競技敗退）による取消しに限らせて 

いただきます。※競技が中止・順延になった場合も取消しできません。 

  引換日の前日 16 時 30 分までにメールにてご連絡ください。 

  試合進行に関わらず、16 時 30 分以降の取消しはお受けできませんので、ご了承 

ください。なお、15 時までは弁当引換所でも取消しの申し出が可能です。 

 

 

 

 

 

７ お願い 

弁当の消費期限は当日の 14 時ですが、引換後は消費期限にかかわらず、お早めにお

召し上がりください。また、食品衛生上、弁当の持ち帰りは絶対にしないでください。 

８ 弁当に関する問合せ先 

福井しあわせ元気国体 福井市弁当センター（輸送センター内） 

TEL：０７７６－３３－２１０１ FAX：０７７６－３３－２１０２ 

E-mail：fukuicity-bento@bsec.jp ＊営業時間：９時３０分～１７時３０分  

  

《メールアドレス》 

fukuicity-bento@bsec.jp 

件名：競技敗退による弁当取消連絡 
 
本文・競技名： 
  ・会場名： 
  ・都道府県名： 

・種別： 
  ・責任者： 
  ・取消日： 

・個数： 
  以上のキャンセルをお願いします。 
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【宿泊のご案内】   

１ 宿泊料金等 

（１）宿泊および素泊まり 

  ア 宿泊とは、入宿日の１５時から出発日の１０時までの客室の使用を示し、原則と

して１泊２食です。 

  イ 素泊まりとは、食事を伴わない宿泊を示します。 

（２）入湯税 

  入湯税については外税とし、宿泊料金とは別に支払っていただきます。 

（３）休憩料金 

  入宿日１５時以前および出発日の１０時以降に客室を使用する場合の休憩料金は、各

宿舎の規定に基づくものとします。 

（４）宿泊料金等の精算 

  宿泊料金等は、原則として宿泊責任者（宿泊申込代表者が宿泊者の中から定めた者）

が、各宿舎の指定する方法により、現地にて精算していただきます。なお、出発日に

一括精算することができます。 

（５）宿泊取消料 

  ア 大会参加の取りやめ等、やむを得ない理由により宿泊を取り消した場合の宿泊取

消料は次のとおりとなります。 

 

宿泊取消しの申出区分 宿泊取消料 備考 

宿泊予定日の９日前まで 不要 

素泊まりまたは欠食

で申し込んだ場合は、

その料金（税抜）を宿

泊料金とします。 

宿泊予定日の８日前から 

宿泊予定日の４日前まで 
宿泊料金（税抜）の２０％ 

宿泊予定日の３日前から 

宿泊予定日の前日まで 
宿泊料金（税抜）の５０％ 

宿泊予定当日 宿泊料金（税抜）の１００％ 

  

※荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な場合は、宿舎と協議して取消料

を決定します。 

※取り消した泊数にかかわらず、１人につき１泊分の取消料のみの支払いとなります。 

   

イ 選手・監督が競技敗退後、または荒天等による競技会期短縮の決定後において宿

泊を取り消す場合は、上記アの定めにかかわらず、特例として次のとおりとします。 
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宿泊取消しの申出区分 宿泊取消料 備考 

敗退日当日または競技会期

短縮決定日当日の宿泊の取

消し 

宿泊料金（税抜）の１００％ 素泊まりまたは欠食

で申し込んだ場合は、

その料金（税抜）を宿

泊料金とします。 

敗退日翌日以降または競技

会期短縮決定日の翌日以降

の宿泊の取消し 

不要 

   

ウ 宿泊申し込み後、変更・取消しの申し出がないまま宿泊をしなかった場合の取消

料は、上記ア、イの定めにかかわらず、宿泊料金（税抜）の全額となります。 

 また、宿泊責任者または本人が宿泊取消料を支払うことができない場合は、宿泊

申込代表者が最終責任を負います。 

 

２ 宿泊の変更および取消し 

（１）大会参加者の宿舎決定後の宿泊取消しについては、限られた宿舎を有効活用して配

宿を行うことから、大会への参加取消し等の特別な事情のない限り認められません。 

 なお、不適切な対応が発生した場合は、日本スポーツ協会国民体育大会委員会にお

いて報告いたします。 

（２）入宿前の変更取消しについては、宿泊申込代表者がインターネットを利用して速や

かに行ってください。なお、その効力の発生は、当該手続き内容を受信した日時とな

ります。 

（３）入宿後については、宿泊責任者が直接当該宿舎に申し出るものとし、その効力の発

生は、当該申し出のあった日時となります。 

 

３ 食事 

（１）食事時間 

   朝食および夕食時間は宿舎ごとに異なります。希望時間がある場合は、各宿舎フロ

ントへ直接ご相談ください。 

（２）欠食控除 

   欠食控除の適用は、朝食夕食ともに前日の１２時までに申し出た場合に限ります。

その他の場合につきましては、各宿舎フロントへ直接ご相談ください。 

 

４ コインランドリー 

 ランドリー設備がない宿舎があります。福井市総合ガイドブックおよび福井市実行委員

会ホームページに福井市内のコインランドリー情報を掲載していますのでご利用ください。 

 

５ 宿泊に関する問合せ先 

「福井しあわせ元気」国体 合同配宿センター 

 TEL：０７７６－６３－６１９０  FAX：０７７６－６３－５８１８ 

 E-mail：kokutai_gohai2018@bsec.jp 
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【計画バス・シャトルバス時刻表】 

※シャトルバスの詳細な時刻表については「福井しあわせ元気」国体福井市ＨＰでご確認

ください。 

 

競技会場（WAVE40）⇔式典会場（福井県自治会館）計画バス＜10 月 1 日＞ 

 

※公式練習を考慮し、帰りは少年種別・成年男子から優先的に乗車します。 

 

福井駅東口⇔競技会場（WAVE40）シャトルバス 

 
 

中央卸売市場⇔競技会場（WAVE40）シャトルバス 

 

行き WAVE40発 自治会館着 監督会議・返還式

11:15 11:25

11:30 11:40

12:00 12:10

12:00 12:10

12:30 12:40

13:00 13:10

帰り 自治会館発 WAVE40着 公式練習

14:35 14:45

15:00 15:10

15:00 15:10

15:10 15:20

15:40 15:50

16:10 16:20

成年種別・監督
16:45～(成年男子）
17:45～(成年女子）

監督 11:45～

15:45～少年種別・監督

少年種別

13:30～14:30
成年種別

始発時間 終発時間 始発時間 終発時間

スポーツプラザWAVE40 10月2日 （火） 20:10

所要時間：20分 10月3日 （水） 20:40

10月4日 （木） 20:10

10月5日 （金） 21:10

10月6日 （土） 7:10 10:40 13:40

30分
6:40

11:10
18:10

運行日
ＪＲ福井駅（東口）→競技会場 競技会場→ＪＲ福井駅（東口）福井駅東口

のりば②
運行間隔

始発時間 終発時間 始発時間 終発時間

福井市中央卸売市場 10月2日 （火） 20:25

住所：福井市大和田1丁目101 10月3日 （水） 20:45

所要時間：10分 10月4日 （木） 20:05

10月5日 （金） 20:55

10月6日 （土） 10:30 13:25

20分 11:05

Ｐ＆ＢＲ駐車場 運行間隔 運行日
Ｐ＆ＢＲ駐車場→競技会場 競技会場→Ｐ＆ＢＲ駐車場

6:50
18:30

12



【競技会場周辺施設・観光名所のご案内】 

施設名 施設内容 会場からの所要時間 

セブンイレブン コンビニエンスストア 車で４分・徒歩１５分 

ラブリーパートナーエルパ ショッピングセンター 車で３分・徒歩１５分 

ふくい鮮市場（※） 公設市場 車で７分・シャトルバスあり 

一乗谷朝倉氏遺跡 観光名所 車で３０分 

丸岡城 観光名所 車で１２分 

東尋坊 観光名所 車で４０分 

曹洞宗大本山永平寺 観光名所 車で２２分 

福井県立恐竜博物館 観光名所 車で４０分 

※水曜日定休。8 時～14 時 30 分営業。競技会場から無料シャトルバスあり 

 

 

２０２３年 

北陸新幹線 

福井開業予定！ 
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