
カナダレスリングチーム事前キャンプ受入業務委託仕様書 

 

１ 事業の目的 

カナダレスリングチームの事前キャンプを三重県津市で新型コロナウイルス感染症対策

を講じ適切に受け入れることで、スポーツの振興、国際交流の発展及び地域の活性化を目

指す。また、カナダレスリングチームに満足度の高い事前キャンプを実施してもらうこと

で三重県・津市を評価してもらい、国内外に三重県・津市のすばらしさをアピールしても

らうことを目的とする。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）委託業務名 カナダレスリングチーム事前キャンプ受入業務委託 

 

（２）委託期間  契約日から令和３年１２月２８日（火）まで 

 

（３）事前キャンプ基本情報 

  ア 事前キャンプ期間 

     令和３年７月２１日（水）から８月１日（日）まで 

     ※詳細なスケジュールは別紙参照 

  イ 事前キャンプ実施場所 

     津市産業・スポーツセンター 三重武道館（三重県津市北河路町１９番地１） 

  ウ 宿泊施設 

     ホテルグリーンパーク津（三重県津市羽所町７００） 

  エ カナダレスリングチームの人数 

     １７人（選手４人、スタッフ１３人） 

※内容は仮のものであり、チームの意向等により変更となる場合があります。 

 

（４）費用負担 

  「（５）業務の内容」のうち、カナダレスリングチーム三重県・津市事前キャンプ実行 

 委員会（以下「実行委員会」という。）が負担しない費用は次のとおりです。 

    ア カナダレスリングチームスタッフの宿泊費用 

    イ カナダレスリングチームスタッフの食事代 

  実行委員会が負担しない費用については、本委託業務の経費に計上せず、カナダレス

リング協会側に費用を徴収すること。カナダレスリング協会側への費用の徴収は、受託

者の責任において行うこととし、カナダレスリング協会側がカナダドルでの精算・支払

いを希望する場合は、その対応が可能であること。 

 

（５）業務の内容 

  上記１の事業の目的を達成するため、次のアからシの業務を実施すること。 

 ア 「ホストタウン等における選手等受入れマニュアル」作成の支援 

  別紙「ホストタウン等における選手等受入れマニュアル作成の手引き【改訂】」に基づ



いて実行委員会が作成する「ホストタウン等における選手等受入れマニュアル」にかか

る情報の収集を行うこと。 

 

 イ 新型コロナウイルス感染症対策を講じたチームの受入 

  今後完成する「ホストタウン等における選手等受入れマニュアル」を遵守し、事前キ

ャンプ期間中における新型コロナウイルス感染症対策の手立てを講じること。 

  また、基本的な新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、以下に掲げる各業界で

示されている対策ガイドラインを遵守すること。 

・宿泊施設における新型コロナウイルス対策ガイドライン  

・外食業事業継続のためのガイドライン  

・食品製造業における新型コロナウイルス対応ガイドライン  

・プロスポーツ競技団体新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン  

・貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン  

・NEXCO 東日本新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 

・旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン  

その他必要と思われるガイドラインがある場合は参考とすること。 

 

 ウ カナダレスリング協会との調整、行程の企画・運営・管理 

  ① カナダレスリングチームの事前キャンプ受入のため、実行委員会とカナダレスリ 

   ング協会間の連絡・調整を行うこと。 

  ② 業務の実施にあたっては、カナダ国内において、カナダレスリング協会（所在地： 

   House of Sport RA Centre 2451 Riverside Dr. Ottawa, ON K1H 7X7）と調整及び 

   行程等の確認を行う者（現地旅行会社等）による支援体制を講じること。 

  ③ カナダレスリング協会から正確な情報を入手して行程の企画・運営・管理を適切 

   かつ円滑に行うこと。 

  ④ 行程においては、治安や衛生などに配慮し、カナダレスリング協会関係者の安全 

   が確保されること。 

 

 エ バスによる送迎 

    事前キャンプ期間中、大型バス１台及び固定の運転手１名を手配し、カナダレス

リングチームの送迎を行うこと。運転手は貸切バスにおける新型コロナウイルス対

応ガイドラインに基づき新型コロナウイルス感染症対策を行い業務にあたること。

ただし、業務に従事する当日、体調不良となった場合は、代わりのスタッフを手配

すること。 

    ①手配するバスは次の仕様を満たすこと。ただし、乗車人数や貨物量等を勘案し、

大型バス以外の移動手段が最適と判断される場合は、委託者と協議の上、大型

バス以外による送迎も可能とする。 

     ・正規の座席で３０名乗車できること。 

     ・人数分のスーツケースなど、大きい荷物を積むことができるトランクルーム 

      があること。 



     ・長時間移動を想定し、三重県到着日と三重県出発日については、トイレ付車 

      両であること。 

    ②三重県到着日については、中部セントレア国際空港から宿泊施設までの送迎を 

     含むこと（高速道路の利用を含む）。サービスエリア等を利用する際、施設事業

者と調整を行い、不特定多数との接触を行わないようフィジカルディスタンス

を確保した利用とし、チームにはトイレ以外の施設を利用させないようにする

こと。 

    ③三重県出発日については、宿泊施設から中部セントレア国際空港までの送迎を

含むこと（高速道路の利用を含む）。サービスエリア等を利用する際、②と同様

の手立てを講じること。 

    ④事前キャンプ期間中、トレーニング日は宿泊施設と練習会場を２回送迎する必 

     要があることに留意すること。 

    ⑤７月２８日は中部セントレア国際空港に向かうチームと県内に残って練習を行 

うチームと別れるため、２台のバスと２名の運転手を手配する必要があること 

に留意すること。なお、１台は上記①のトイレ付車両、もう１台は１０名程度 

が乗車できる小型バスを手配すること。 

    ⑥７月２９日から７月３１日の期間における宿泊施設と練習会場を往復するバス 

は上記⑤の小型バス１台を手配すること。 

 

 オ 国内線を利用したアテンド 

    事前キャンプ期間中、カナダレスリングチームが三重県到着日と三重県出発日に

おいて、国内線を利用して移動する。その移動に実行委員会スタッフ２名と添乗員

兼コーディネーター２名がアテンドできるよう航空券を手配すること。なお、カナ

ダレスリングチーム分は航空券をすでに手配済である。 

    また、新型コロナウイルス感染症防止対策としてカナダレスリングチームが機内

の最後尾になるよう座席の調整を行うこと。その上でチームの前２列（またはチー

ムの座席に対して通路をはさんですぐ横の座席）を他の一般客が利用できないよう

空席確保を行うこと。 

    そして、７月２１日のアテンドが早朝に及ぶため、アテンド予定の４名が７月２

０日に東京方面への移動手段の手配と宿泊できるホテルを手配すること。また、７

月２８日と８月１日はアテンドの終了が深夜に及ぶため、アテンドした４名が宿泊

できるホテルと翌日三重県へ戻るための移動手段を手配すること。 

    詳細は、契約後実行委員会から説明する。 

 

 カ 宿泊施設の手配 

    カナダレスリングチームの宿泊（ホテルグリーンパーク津）を手配すること。た 

   だし、料金については、カナダレスリングチームスタッフ分は本委託契約の見積金 

   額に含めず、受託者の責任においてカナダレスリング協会側から費用を徴収するこ 

   と。 

 



    ①客室 

日にち 客室 

令和３年７月２１日～２８日 
・カナダ選手用   シングル４室 

・カナダスタッフ用 シングル１３室 

同２８日～８月１日 
・カナダ選手用   シングル２室 

・カナダスタッフ用 シングル２室 

     ・ホテルの発着時、食事会場と宿泊部屋間の移動時については、一般の宿泊客

と動線が重ならないようにすること。動線が重なる場合は、確実に一般宿泊

客と２ｍ以上の距離を確保した移動方法を取ること。 

     ・チームのチェックインとチェックアウトを全て行うこと。その際、チームが

待機できる場所を確保すること。 

     ・「添乗員兼コーディネーター」及び「通訳」についても、ホテルグリーンパー

ク津の客室を使用（宿泊）すること。カナダレスリングチームが使用するフ

ロアに近いフロアの部屋を手配すること。 

     ・無料 Wi-Fi の設備等について、カナダレスリングチームへ丁寧に説明するこ

と。 

    ②スイートルーム 

     ・令和３年７月２１日（水）～８月１日（日） 

    ③マッサージを施す部屋を１部屋 

・令和３年７月２１日（水）～８月１日（日） 

・ベッドを撤去したツインルームとすること。 

    ④カナダレスリングチームと同じフロアの空室すべて 

     ・令和３年７月２１日（水）～８月１日（日） 

     ・①、②、③以外に残った部屋を一般客が利用しないよう空室確保すること。 

     ・７月２８日から８月１日まではカナダチームが使用していた１３室も空室確 

保することに留意すること。 

    ⑤食事部屋 

     ・令和３年７月２１日（水）～８月１日（日） 

     ・６階「葵」「橘」を手配すること。 

     ・朝食・昼食・夕食に必要な時間だけ借りることとする。 

 

 キ 食事の手配 

    事前キャンプ期間中の、カナダレスリングチームの食事を手配すること。ただし、

料金については、カナダレスリングチームスタッフ分は本委託契約の見積金額に含

めず、受託者の責任においてカナダレスリング協会側から費用を徴収すること。 

料金は、ベジタリアンやハラール、食物アレルギーの選手やスタッフがいること

を想定し、１日８，０００円程度／人で食事を手配すること。選手やスタッフのベ

ジタリアンやハラール、食物アレルギー等について、カナダレスリング協会と協議、

把握し、ホテル側と調整すること。 

 



    ①宿泊施設での食事 

     ・朝・昼・夜とビュッフェ形式とすること。 

     ・ただし、選手自らが料理を選択する方式とする場合は、調理スタッフが感染

防止策を行った上で個別に料理を提供すること。また、必要に応じてあらか

じめ小皿に小分けにする等安全に選手が自由に選択できる形で提供すること。 

     ・食事の内容は、カナダレスリングチームのリクエストに応じた内容とするこ

と。また、カナダレスリングチームと協議した結果に対応したメニューとす

ること。 

     ・食事会場として、朝・昼・夜と６階「葵」「橘」を手配すること。 

    ②宿泊施設以外での食事（移動時の食事等） 

     ・新型コロナウイルス感染防止対策として、バス車内では飲料のみとし、原則

食事は行わない。ただし、移動の行程上バス車内で食事せざるを得ない状況

となった場合、２人掛けの席に１人着席して飲食をさせること。座席に余裕

がない場合 は１人ずつ交代で飲食をさせること。 

     ・練習会場で補食する場合は、感染防止対策を講じること。 

     ・可能な範囲で、カナダレスリングチームのリクエスト、アレルギー及びベジ

タリアンに対応すること。 

 

 ク 添乗員兼コーディネーターの手配 

    事前キャンプ期間中、英語によるガイドや一般的な英語会話が可能な添乗員兼コ

ーディネーターを２人手配すること。 

    ・業務の実施にあたっては、委託者への報告・連絡・相談を密に行うこと。 

    ・新型コロナウイルス感染症対策を行い業務にあたること。 

    ・空港内の一般客との接触を避けるため動線分離を空港会社や航空会社と調整を

行うこと。 

    ・７月２１日は東京都内のホテルを出たところからホテルグリーンパーク津まで

の移動をアテンドすること。なお、カナダチームはホテルから空港までシャト

ルの手配があるが、アテンドする者にはないため、移動手段の手配も行うこと。

国内線を利用するので、航空会社と調整し、感染防止対策を講じた移動を行う

こと。 

    ・７月２８日にチーム１３人が東京方面へ移動する際、新規に１名アテンド要員

を手配し、チームの移動に帯同すること。 

    ・７月２８日について２人のうち１人は、カナダレスリングチームがオリンピッ

ク選手村またはカナダチームが指定する宿泊施設に到着できるまで帯同するこ

ととする。その際、国内線を利用するので、航空会社と調整し、感染防止対策

を講じた移動を行うこと。なお、カナダチームは空港から選手村または宿泊施

設までシャトルの手配があるが、アテンドする者にはないため、移動手段の手

配も行うこと。 

    ・８月１日については２人ともカナダレスリングチームがオリンピック選手村ま

たはカナダチームが指定する宿泊施設に到着できるまで帯同することとする。



その際、国内線を利用するので、航空会社と調整し、感染防止対策を講じた移

動を行うこと。なお、カナダチームは空港から選手村または宿泊施設までシャ

トルの手配があるが、アテンドする者にはないため、移動手段の手配も行うこ

と。 

    ・カナダレスリングチームの緊急な事態（病院搬送等）に対応できるよう、キャ

ンプ期間中カナダレスリングチームと同じ施設に宿泊すること。 

    ・カナダレスリングチームが宿泊、食事や交通等のサービスを適切に享受できる

よう対応すること。 

    ・カナダレスリングチームが困っていることがないかどうか適宜確認を行い、専

門的知見から委託者に助言及び支援を行うこと。 

    ・交流事業時には、通訳業務を行うこと。 

    ・発注者が指示する津市産業・スポーツセンターの使用方法や注意事項等につい

て、カナダレスリングチームに説明すること。また、キャンプ期間中施設の利

用方法等について、疑義が生じた際には、随時施設管理者と協議すること。 

 

 ケ 通訳の手配 

    事前キャンプ期間中、カナダレスリングチームに帯同する英語・日本語通訳を１

人手配すること。通訳のレベルは、公的な会議において逐次通訳が可能なレベルと

する。 

    ・三重県到着日は、原則として添乗員兼コーディネーターと同じ地点から帯同を

開始すること。ただし、帯同開始地点が東海地方でない場合はその限りでない。 

    ・新型コロナウイルス感染症対策を行い業務にあたること。 

    ・８月１日は、中部国際空港まで帯同すること。 

 時間等 

７月２１日 

カナダレスリングチーム帯同開始時から２０時３０分まで 

ただし、宿泊施設へのチェックイン完了が２０時３０分を過ぎ

る場合は、当該チェックインが完了するまで。 

２２日から 

３１日まで 

７時３０分から２０時３０分まで 

８月１日 

７時３０分から目的地到着まで 

ただし、宿泊施設からの出発が７時３０分より早い場合は、当

該宿泊施設出発時間前から。 

     ※時間は延長する場合がある。 

 

 コ キャンプ期間中における補助員の手配 

    事前キャンプ期間中、チームのことを支援する補助員を添乗員や通訳とは別に２ 

人手配すること。 

    ①選手やスタッフの洗濯物をチームから預かり、チームが練習している間にコイ 

ンランドリーで洗濯・乾燥を行うこと。（回数：１１回） 

 



    ②練習会場でチームの練習前、練習後にレスリングマット４面の消毒を行うこと。 

     （回数：１日４回） 

    ③洗濯・乾燥、消毒の実施方法はカナダチームと調整の上、実施すること。 

    ④洗濯・乾燥、消毒の実施に必要な全ての経費（マットの消毒液はのぞく）を本

委託契約に含んで見積りすること。 

 

 サ キャンプ期間中における警備員の手配 

    事前キャンプ期間中、チームが宿泊するホテルのフロアと練習会場の入り口にチ 

ーム以外の人が侵入することを警備する警備員を１人ずつ手配すること。 

 ・新型コロナウイルス感染症対策を行い業務にあたること。 

日にち 宿泊施設 練習会場 

７月２１日 １２時から２２時まで １２時から１９時まで 

２２日から３１日まで 
８時から２０時まで ８時３０分から１２時３０分まで 

１５時３０分から１８時３０分まで 

８月１日 ８時から１７時まで ８時３０分から１２時３０分まで 

 

 シ その他の事前キャンプ支援 

    カナダレスリングチーム事前キャンプのため、次の業務を行うこと。 

    ①キャンプ期間中（毎日）のＰＣＲ検査会場の確保 

②練習会場内での飲料の調達 

    ③練習会場内での軽食の調達 

     ・①から③の詳細は、契約後実行委員会から説明する。 

 

（６）納品物 

 ア 委託業務実施内容及び実施スケジュールを記載した「委託業務計画書」 

   （原則としてＡ４版・両面印刷） １部（提出時期：委託業務着手時） 

 イ 委託業務実施結果を記載した「委託業務報告書」 

   （原則としてＡ４版・両面印刷） １部 

 ウ その他 実施内容説明に必要と思われる資料 各１部 

 

（７）納入場所 

  カナダレスリングチーム三重県・津市事前キャンプ実行委員会事務局 

  三重県 地域連携部 国体・全国障害者スポーツ大会局 

  スポーツ推進課内 

 

３ 業務実施上の条件 

（１）委託業務の実施にあたっては、実施内容を実行委員会と協議しながら進めるものと 

  します。 

（２）上記の協議の結果、提案内容から業務実施内容が変更となる場合があります。 

 



（３）業務実施内容の変更の結果、委託金額の増減があった場合は、変更契約を締結する 

  ことがあります。 

（４）委託業務を円滑に推進するための実施体制として、旅行会社の専門知識を有する職 

  員（総合旅行業務取扱管理者）を配置するものとします。 

（５）旅行商品の企画及び販売にあたっては、旅行業法等の法令を遵守するとともに、必 

  要な運営管理を行うものとします。 

（６）個人情報を取り扱う場合、委託を受けた事務に従事している者もしくは従事してい 

  た者等に対して、個人情報の取扱いに係る関係法令に違反した場合には、罰則の適用 

  があるので、留意してください。また、個人情報の適切な管理のため、別記「個人情 

  報の取扱いに関する特記事項」を遵守してください。 

 

４ 暴力団等の排除について 

（１）受託者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以 

  下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 

   ア 断固として不当介入を拒否すること。 

   イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

   ウ 委託者に報告すること。 

   エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期 

    等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を行うこ

と。 

（２）受託者が（１）のイ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約 

  からの暴力団等排除措置要綱第７条の規定により三重県物件関係落札資格停止要綱に 

基づく落札資格停止等の措置を講じます。 

 


