
 
 

 
 

「福井しあわせ元気」国体･障害者スポーツ大会の概要 

 

 「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会の開催まで約１年半となりました。 

「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会開催期間中は、全国から多くの方々が福井市を訪

れることから、「再び福井市を訪れたい」と思ってもらえるよう、福井市の魅力を発信し、心のこ

もったおもてなしでお迎えしたいと思います。 

大会を成功に導くため、市民総参加で大会を盛り上げていきましょう。 

 

「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会について 

 

大会名 第７３回国民体育大会 第１８回全国障害者スポーツ大会 

愛称 福井しあわせ元気国体 福井しあわせ元気大会 

スローガン 織りなそう 力と技と美しさ 

開催期間 

平成３０年９月２９日（土）       

～１０月９日（火） 

［一部会期前開催競技あり］ 

平成３０年１０月１３日（土）     

～１０月１５日（月） 

実施競技 

正式競技：３７競技 

特別競技： １競技 

公開競技： ４競技 

デモンストレーションスポーツ：３６競技 

正式競技：１３競技 

個人競技：６競技 

団体競技：７競技 

オープン競技：３競技 

福井市開催

競技 

正式競技：１３競技 １４種目 

特別競技： １競技  ２種目 

デモンストレーションスポーツ：３競技 

正式競技：４競技 

オープン競技：１競技 

 

「１市民１参加」で盛り上げよう！ 

 「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会の開催期間中における活動だけでなく、花いっぱ

い運動などの開催準備にも参加することができます。 

「１市民１参加」で、共に大会を盛り上げていきましょう。 

 

１）国体ボランティア 

    受付、案内、ドリンクサービス、競技会場内外 

の美化、写真・映像等の記録などのボランティア 

活動に参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ボランティア募集に関するチラシや申込用紙は、市窓口や公民館などに置いてあります。 

２）花いっぱい運動 

    全国から訪れる方々を美しい景観で温かくお迎えするため、 

競技会場等に設置する花をプランターで育てましょう。 

    【競技別プレ大会で育てる花】 

     ケイトウ、マリーゴールド、ベゴニア、コリウス、 

ジニアの５種類 

○平成３０年に花を育てていただける団体等を募集しています。 

          

３）競技会観戦・式典観戦 

   ・開・閉会式会場や各競技会場に行き、選手を応援しましょう。 

   ・今年、６月から１１月まで開催される競技別プレ大会競技会場に行き、 

選手を応援しましょう。 

 

 

 

 

４）各種スポーツ体験会、国体ＰＲイベントへの参加 

   ・スポーツ体験会やイベントに参加することで、 

開催競技に対する理解を深めましょう。 

・デモンストレーションスポーツ（通称 デモスポ） 

    やオープン競技に参加しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）おもてなし料理のふるまい 

    各競技会場で福井の食材を活用した料理の 

ふるまいを実施します。おもてなし料理の 

ふるまいに参加して、全国から訪れる方々 

と交流しましょう。 

○国体でおもてなし料理をふるまっていただける団体等を募集しています。 
 

    ※希望郷いわて国体では、各種団体等が地元の食材を活用したおもて 

なし料理のふるまいを行いました。 

     豚汁、芋の子汁、ひっつみ、とり南蛮丼、南部煎餅、盛岡りんご、 

     りんごジュース、団子、お抹茶とお菓子など 

 

 

 

 

 

 

ボランティアの種類 

運営ボランティア 募集人数 約２，０００人 

 受付、案内、休憩所・弁当配付、会場整理 

 環境美化、駐車場整理等 

広報ボランティア 募集人数 約１００人 

 広報・ＰＲ活動、記録収集（写真や映像）  

ボランティア活動の様子 

（希望郷いわて国体） 

 

花いっぱい運動 
（希望郷いわて国体） 

デモスポ体験会の様子（ハピリンで開催） 

 

競技別プレ大会は、福井しあわせ元気国体の機運醸成及び競技会

運営能力の向上を図ることを目的として開催されます。 
 

○デモンストレーションスポーツ 

 子どもから高齢者まで、誰でも参加でき 

ます。国体会期の１カ月前から閉会前ま 

での期間内で１日開催されます。 

  福井市開催競技：３競技 

   少林寺拳法（福井県立武道館） 

エスキーテニス（福井市南体育館） 

   スティックリング（福井県営体育館） 

○オープン競技 

 広く障がい者の間でスポーツを普及させ 

ることに有効とされる競技で、障害者ス 

ポーツ大会の開催期間中に１日開催され 

ます。 

  福井市開催競技：１競技  

卓球バレー（福井県社会福祉センタ 

ー体育館） 

○「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ホームペー

ジで最新情報をチェックしましょう。https://www.fukuicity-kokutai.jp/ 

○ボランティア申込窓口 ※上記のホームページからも申込みができます。 

  ・清水総合支所３階 国体推進部国体企画室 ℡：５０－２５０３ 

  ・福井市役所本館１階 市民サービス推進課 ℡：２０－５３０３ 

  ・ハピリン４階 福井市総合ボランティアセンター ℡：２０－５１０７ 

○花いっぱい運動、おもてなし料理のふるまいに関するお問い合わせ先 

  ・清水総合支所３階 国体推進部国体企画室 ℡：５０－２５０３ 

 

https://www.fukuicity-kokutai.jp/
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福井市開催競技・会場・会期一覧 

１．福井しあわせ元気国体（第７３回国民体育大会）（平成３０年） 

 競技名 種別 会期 競技会場 

- 総合開閉会式 ― 9/29・10/9 福井県営陸上競技場 

1 陸上競技  全種別 10/5～10/9 福井県営陸上競技場 

2 テニス 
成年男女 

9/30～10/3 
福井市わかばテニスコート 

少年男女 福井県営テニス場 

3 ボクシング 全種別 10/4～10/8 福井県産業会館 

4 バスケットボール 
成年女子 

10/1～10/5 
福井市体育館 

福井県営体育館 少年男子 

5 ハンドボール 
成年男子 

9/13～9/17 
福井市体育館 

福井県営体育館 少年男子 

6 自転車(トラック・レース) 全種別 9/25～9/28 福井競輪場 

7 ソフトテニス 少年男女 10/5～10/8 福井市わかばテニスコート 

8 柔道 全種別 10/6～10/8 福井県立武道館 

9 ソフトボール 少年男子 9/30～10/2 
福井市きららパーク 

多目的グラウンド 

10 ライフル射撃 

50m 

全種別 10/3～10/6 
福井県立ライフル射撃場 

10m・AP 

BR・BP 福井県立足羽高等学校体育館 

CP 成年男子 10/4～10/6 福井県警察学校射撃場 

11 剣道 全種別 9/30～10/2 福井県立武道館 

12 アーチェリー 全種別 10/6～10/8 
福井市スポーツ公園 

サッカー場（兼ラグビー場） 

13 ボウリング 全種別 10/2～10/6 スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

14 高等学校野球 

硬式 

9/30～10/3 

福井県営野球場 

軟式 
福井市スポーツ公園野球場 

福井フェニックススタジアム 

２．福井しあわせ元気大会（第１８回全国障害者スポーツ大会）（平成３０年） 

 競技名 会期 開催予定会場 

- 開・閉会式 10/13、10/15 福井県営陸上競技場 

1 陸上競技（身体、知的） 

調整中 

福井県営陸上競技場 

2 車椅子バスケットボール(身体) 福井県営体育館 

3 アーチェリー（身体） 
福井市スポーツ公園 

サッカー場（兼ラグビー場） 

4 ボウリング（知的） スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

３．福井しあわせ元気国体競技別プレ大会（平成２９年） 

№ 競技・種目名 大 会 名 会期 競技会場 

1 陸上競技 
天皇賜盃第86回日本学生陸上競

技対校選手権大会 
9/8～9/10 福井県営陸上競技場 

2 テニス 
第41回全日本都市対抗テニス 

大会 
7/21～7/23 福井県営テニス場 

3 ボクシング 
第87回全日本ボクシング選手権

大会 
11/22～11/26 福井県産業会館 

4 バスケットボール 

第55回男子・第47回女子全日本

教員バスケットボール選手権 

大会 

8/11～8/14 
福井県営体育館 

福井市体育館 

5 ハンドボール 
第22回ジャパンオープンハンド

ボールトーナメント 

8/5～8/8 

（8/5～8/7） 

福井県営体育館 

福井市体育館 

6 自転車 トラック・レース 
第52回全国都道府県対抗自転車

競技大会 
8/24～8/25 福井競輪場 

7 ソフトテニス 
男子第62回・女子第61回全日本

実業団ソフトテニス選手権大会 

7/29～7/30 

（7/29） 
福井市わかばテニスコート 

8 柔道 
第38回北信越国民体育大会柔道

競技 
8/27 福井県立武道館 

9 ソフトボール 
第69回全日本総合女子ソフトボ

ール選手権大会 

9/16～9/18 

（9/16～9/17） 

福井市きららパーク 

多目的グラウンド 

10 ライフル射撃 

CP50m 平成29年度全日本社会人ライフ

ル射撃競技選手権大会兼福井し

あわせ元気国体ライフル射撃

競技プレ大会 

10/20～10/22 
福井県立ライフル射撃場 

福井県立足羽高等学校体育館 

10m・AP 

BR・BP以外 

CP 
平成29年度全国センター・ファ

イア・ピストル射撃競技大会 
10/21～10/22 福井県警察学校射撃場 

11 剣道 

平成29年度北信越高等学校体育

大会第55回北信越高等学校剣道

大会 

6/17～6/18 福井県立武道館 

12 アーチェリー 
第38回北信越国民体育大会アー

チェリー競技 
8/27 

福井市スポーツ公園 

サッカー場(兼ラグビー場) 

13 ボウリング 

内閣総理大臣杯・文部科学大臣

杯第46回全国都道府県対抗ボウ

リング選手権大会 

11/9～11/12 

 

スポーツプラザＷＡＶＥ４０ 

 

14 高等学校野球 
硬式 

第137回北信越地区高等学校野

球大会（平成29年度秋季） 

【1,2回戦】 

10/14～10/15 福井県営野球場 

軟式 実施しない   

＊他市町との共催競技により、（ ）は福井市で開催される期間。 
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