
第３８回広島・長崎反核平和マラソン（実施要項）

名　　称　　　核兵器廃絶・被爆者援護・原水爆禁止世界大会の成功をめざす第３８回反核平和マラソン

趣　　旨　　　 昨年は被爆７５年の節目の年にあたりましたが、「コロナ禍」で中止を余儀なくされました。
今年は１月２２日に核兵器禁止条約が発効、核兵器は違法化され、国際社会の規範として核兵

器の開発、実験、製造、貯蔵、使用などあらゆる活動が禁止されることになりました。
そうしたなかで、唯一の戦争被爆国の日本政府は核兵器禁止条約に背を向けています。
私たちは「ヒロシマ・ナガサキ」の悲劇を二度と繰り返さないために、一日も早い核兵器の廃

絶を訴えながら、この３８年間、毎年走ってきました。いまこそ「日本政府が核兵器のない世界
の先頭に立つべき」との世論を盛り上げる必要があると、私たちは考えます。　　　　　　　

　　　　　　　 この取り組みは「スポーツは平和とともに」、「核兵器のない２１世紀を」を合言葉に「核兵
器廃絶、被爆者援護、原水禁世界大会の成功」をめざすものです。

主　　催　　　第３８回広島・長崎反核平和マラソン実行委員会
　　　　　　　　山口自治労連、北九市職労、福岡市職労、佐賀自治労連、全法務中国、全法務九州、新日本スポーツ広島、新日本ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ポーツ福岡

共催団体　　　新日本スポーツ連盟全国連盟、新日本スポーツ連盟全国ランニングセンター

協賛団体　　　市民団体、労働組合　　　　　　　　　　　　　　　　

後　　援　　　日本非核宣言自治体協議会、平和首長会議、沿線自治体　　　　　　　　

期　　日　　　２０２２年８月６日（土）～８月８日（月）

コ ー ス　　　広島　⇒　１５０km　⇒　防府　⇒　１７０km　⇒ 福岡　⇒　１７０km　⇒ 長崎

＊　今回に限り、全区間のタスキリレーから部分的なタスキリレーに変更します。

結 団 式　　　５日　午後９時（神田山荘１階ロビー）

出 発 式　　　６日　午前７時４５分　開会式（広島平和公園・嵐の母子像前）※当日変更する場合がある。

午前８時１５分　スタート（黙祷後に２列縦隊し、出発）　　　　

参加資格　　　趣旨に賛同し、１区間（１～5km）を走れる健康な人。概ね5ｋを３０～４０分程度で走れる人。

定　　員　　　スタッフ含めて１５名（但し、定員を超えた場合でもマイカー等用意すれば参加を認める。）

　　　　　　　宿泊定員は、各２０名です。

参 加 費　　　１日参加につき２０００円（区間数を問わず）、※高校生以下は１０００円とします。

宿泊する場合は、「実費」とします。

申込方法　　　別紙、申込書により事務局まで。＊参加費・宿泊費は下記の金融機関へ。

　　　　　　　①　福岡銀行福岡市庁内支店　口座番号：普通　９４９８８５　

　　　　　　　　　　　口座名義：反核平和マラソン実行委員会

　　　　　　　②　郵便振替　　０１７１０－５－１９１３３　　新日本スポーツ連盟福岡県連盟　

締　　切　　　２０２２年７月１３日（水）　第一次締切　　　　７月２７日（水）第二次締切

そ の 他　　　①　主催者で新日本スポーツ連盟の傷害見舞金制度に加入します。万一事故が起きた場合は、主

催者は応急処置以外の責任を負えません。

　　　　　　　②　参加者は健康管理に十分注意し、無理な走行を絶対しないこと、事前に医師の健康診断を受

けるなど体調管理をおこなうこと、毎朝、体温測定を行うこととします。

　　　　　　　③　走行は「歩道」とし、交通信号は必ず守ること等、交通法規を遵守することとします。

④　走者は原則として指定された区間（原則約５～６km、１～２kmでも可）とします。

　　　　　　　⑤　初日、2日目、3日目の到着地の市街地は全員ランでアピールします。

⑥　主催者で伴走車（救護車）を用意、ＡＥＤ器を携帯し、走者の安全を図ります。

　　　　　　　⑦　給水は各区間の中間点（２～２.５km）に設置します。＊気温の状況により変更あり。

　　　　　　　⑧　朝食及び昼食は移動中に、夕食は宿舎若しくはその近辺において各自でとります。

　　　　　　　⑨　走者は原則としてグループ編成に従い行動することとします。

　　　　　　　⑩　各自、健康保険証のコピー等を持参することとします。

　　　　　　　⑪　その他、移動中や走行中は主催者の指示を守ることとします。

　問い合わせ先　　福岡市職員労働組合（担当：築城）電）092-711-4942　Ｆ）092-714-4013

　　　　　　　　〒810-8620　　福岡市中央区天神1丁目８－１　市役所内



第３８回反核平和マラソン参加申込書

2022 年　　　月　　　日

ふりがな

氏　名
生年月日 年　　月　　日

住　所
〒

電話番号
自宅：

携帯：

勤務先
勤務先電話番

号

緊急連絡先

氏名等：　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　　　　）

住　　所：

電話番号：

走力 私は5kmを約　　　分で走れます。

【参加区間】

参加費は1日参加：2,000円。2日参加：4,000円。3日参加：6,000円

日時 場所 項目 参加の有無

8/5金 21：00～ 広島市・神田山荘 結団式（打合せ会議）

8/6土 7：45～ 広島～防府間 平和マラソン1日目

8/7日 6：00～ 防府～福岡間 平和マラソン2日目

8/8月 6：00～ 福岡～長崎間 平和マラソン3日目

区間参加者 8月（　）日の（　　　区間 ～ 　　　区間）

【宿泊】

宿泊費は実費、朝食夕食は実費、昼食は実行委員会負担

日時 宿泊場所 宿泊の有無

8/5 広島市・神田山荘（予約20名） 有　・無 朝付5,700夕朝付7,700

8/6 防府市サイクリングターミナル（同20名） 有　・無 素泊り3,000円夕1,500

8/7 福岡市・ﾆｯｾｲホテル福岡（同31名） 有　・無 素泊り4,100円夕3,900

8/8 ホテルアークインてんねん（同20名） 有　・無 素泊り4,900円

下記のとおり、金額を添えて申し込みます。

参加費　　（　　　　　　）円　※昼食費含む

宿泊費　　（　　　　　　）円　※個人精算

朝・夕食費（　　　　　　）円　※個人精算

合　計　　（　　　　　　）円

注）走行区間表と「宿泊・朝・夕食」の詳細は別紙でお知らせします。

＜緊急連絡先：０８０－８３５８－８１５９（事務局：江崎＞

※ 安全管理の観点から、お申し込みは、1人1枚必ず申込ください。

　　　　　　　申込みはＦＡＸでも受け付けます。

　ＦＡＸ：092（714）4013　福岡市職員労働組合



走行区間一覧表（予定）

２０２２／７／１３現在

期日 区間 中継所

距離

（

㌔）

備考

通過予定時刻（未定）

8/6 １ 平和公園－西区役所 2.0 8：15 発全員ラン

２ 西区役所－ｺﾝﾋﾞﾆSUNKUS 7.8 一部パスもあり

７ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ大竹栄店－岩国市役所 5.8 パスもあり

８ 岩国市役所－ｾﾋﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ岩国関戸 5.5 一部パス・アピール

１７ 周南工流ｼﾃｨ－下松市役所 4.0 15 時下松市職労

２２ 友広ﾊﾞｽ停－椿峠ﾊﾞｽ停 4.0 一部パス

２３ 椿峠ﾊﾞｽ停－堀越ﾊﾞｽ停 5.9 パスもあり

２４ 公会堂前－防府市役所 2.0 17 :40 発－18 :00 着

8/7 ２５ 防府市役所－自販機ひろば前 12.0 6 時スタート

２８ 阿知須中学前－宇部興産病院前 5.7 7 時発宇部市職労

２９ 宇部興産病院前－ﾊﾟﾁﾝｺ店 3.6 宇部市職労

３０ ﾊﾟﾁﾝｺ店－宇部市役所 5.9 宇部市職労

３４ 慈光院前（峠）－ﾚｯﾄﾞｷｬﾍﾞﾂ 5.2 一部パスもあり

３９ 関門ﾄﾝﾈﾙ人道口－門司区役所 5.5 アピール

４２ 北九州市役所―東区役所 6.6 一部パス，アピール

５４ 名香野ﾊﾞｽ停－東区役所 3.9 アピール

５５ 東区役所－県庁前 1.5 アピール

５６ 県庁前－福岡市役所 2.5 17 :30 発－17 :56 着

8/8 ５７ 平和台競技場－COWBOY 家族 10.0 6 時大濠公園アピール

６６ 嘉瀬川橋（市場）－北ﾊﾞｲﾊﾟｽ 5.5 9 :00 発佐賀自治労連

６７ 北ﾊﾞｲﾊﾟｽ―肥前山口駅 5.4 佐賀自治労連

６８ 肥前山口駅－北方駅 7.6 佐賀自治労連

６９ 北方駅－高橋駅 4.8 佐賀自治労連

７０ 高橋駅－御船山楽園駐車場 4.7 佐賀自治労連

７５ 俵坂峠－四郎丸橋 6.5 全法務パスもあり

７９ 原口住宅前－大村市役所 4.4 一部パス・アピール

８０ 大村市役所－中里郷 5.0 パスもあり

８５ 間の瀬－新田頭 2.8 希望者

８６ 新田頭－川平小学校跡 4.4 峠頂上で交代可

８７ 川平小学校跡－昭和町ﾊﾞｽ停 3.0 17 :15 発－17 :40 着　全員

８８ 昭和町ﾊﾞｽ停－平和公園 2.2 17 :40 発－18 :00 着　全員

※ 時間調整のため休憩、休息を多めに確保する。天候次第で希望者ラン！

※ 谷口実行委員長は８／７から合流予定（８／５・６の要員は４名）

６日夕食：1300 円～1800 円（酒類持ち込み）

７日朝食：ジョイフル、夕食：3900 円（中華・飲み放題）

８日朝食：ジョイフルまたは市場食堂，夕食：未定（長崎市内）

９日朝食：各自


