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仕 様 書 
 

 

１ 業務名 

東京 2020パラリンピック競技大会の事前合宿に係る受入業務 

 

 

２ 業務概要 

札幌市は、東京 2020 パラリンピック競技大会の開催に当たり、ウクライナ男子ゴールボールチ

ーム（以下「ウクライナチーム」という）及びカナダ女子ゴールボールチーム（以下「カナダチー

ム」という）の事前合宿を受け入れることとしている。 

本業務は、両チームの事前合宿の実施にあたり、「４業務内容」のとおり、宿泊施設や移動手段の

手配、滞在中のアテンドや通訳、新型コロナウイルス感染症に係る対策（以下「感染症対策」とい

う）を実施するものである。 

なお、「感染症対策」とは、国及び公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織

委員会（以下「組織委員会」という）が示すガイドライン等に基づいた対応とする。 

 

 

３ 業務委託期間 

契約締結日から令和３年８月３１日（火）まで 

 

 

４ 業務内容 

受託者は、常に委託者と連携を図り、受入業務を行うこと。 

また、ウクライナチームやカナダチームと連絡調整が必要となる場合は、委託者が別途用意するコ

ーディネーターを介して行い、その内容について速やかに委託者へ報告すること。 
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⑴ ウクライナチーム（選手団） 

ア 日  程：令和３年８月 10日（火）～８月 18日（水） 

月/日曜 行程 備考 

8/10 火 移動（羽田→新千歳→宿泊施設） 成田に変更の可能性有 

8/11 水 

練習（手稲区体育館）  8/12 木 

8/13 金 

8/14 土 
親善試合（東海大学） 日本代表 

8/15 日 

8/16 月 
練習（手稲区体育館）  

8/17 火 

8/18 水 移動（新千歳→羽田→選手村）  

 ※国際線航空便の都合により日程が変更になる可能性有 

イ 宿泊施設：札幌プリンスホテル 

ウ 練習会場：東海大学北海道キャンパス体育館、札幌市手稲区体育館 

エ 人  数：12名（選手、コーチ等スタッフ） 

オ 随 行 者：５名（札幌市１名、別途札幌市が手配するコーディネーター及び通訳者各１名＋本

契約による２名） 

カ 食事手配：人数×25食分 

 
8/10

火 

8/11

水 

8/12

木 

8/13

金 

8/14

土 

8/15

日 

8/16

月 

8/17

火 

8/18

水 

朝食 － 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 

昼食 宿 手稲区 手稲区 東海 東海 手稲区 手稲区 手稲区 宿 

夕食 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 － 

（宿：宿泊施設、手稲区：手稲区体育館、東海：東海大学、－：提供無） 

キ 業務内容： 

項目 業務内容 備考 

A)人員体制 ①アテンドの手配 

宿泊施設や航空機、移動用バス等に係る利用調整のほか、

選手団滞在中に生じる事案に対応する者を１名手配する

こと 

②通訳の手配 

ウクライナ語と日本語の相互通訳が可能な者をアテンド

とは別に１名手配すること 

なお、ロシア語による通訳は不可とする 

③アテンド、通訳による対応が必要な期間 

選手団が 8/10(火)に羽田空港又は成田空港国際線ター

ミナルに到着してから 8/18(水)に羽田空港から選手村

に向かう移動用バスに乗車するまでの間とする 

④選手団及び随行者以外との接触禁止 

アテンド、通訳は、感染症対策の観点から、選手団と同

じ宿泊施設の同じフロアに宿泊し、選手団及び随行者以

外と接触しないこと 

⑤予備人員の確保 

宿泊施設内外での買物や諸手続等を受託者が選手団及び

随行者以外と接触する必要がある事案に対応するため、

アテンド、通訳のほかに予め１名以上の人員を確保して
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おくこと。なお、選手団の依頼による買物など費用が発

生するものは、徴収方法等を事前にコーディネーターと

調整しておくこと 

B)感染防止

物品 

（マスク） 

①不織布マスクを予備含め少なくとも 350枚調達すること 

ｱ)選手団分 12名×２枚×９日＝216枚 

ｲ)随行者分 ５名×２枚×９日＝90枚 

②不織布マスクの管理 

アテンドが管理を行い、選手団と随行者に毎日２枚ずつ

配付すること（まとめて配布も可とする） 

 

C)航空機 

 空港 

①選手団及び随行者の移動に係る航空機の手配 

ｱ)搭乗日及び区間 

8/10（火）又は 8/11（水） 

羽田空港又は成田空港⇒新千歳空港 

8/18（水） 

新千歳空港⇒羽田空港 

ｲ)搭乗便の選定 

羽田空港－新千歳空港間を１時間に１便以上就航させ

ている航空会社の便で座席を確保すること 

ｳ)座席の確保 

一般客との社会的距離確保のため、選手団及び随行者

計 17 名分の座席のほか、選手団座席の前後２列、左右

１列（１ｍ以内）の空席を含め確保すること（図１を

参照） 

ｴ)トイレ 

航空機内における選手団及び随行者の専用トイレを確

保すること 

②羽田空港、成田空港及び新千歳空港との調整 

ｱ)空港内の動線 

空港内の全ての行程（国際線から国内線への乗り継ぎ、

航空機を降りてから輸送バスへの乗車、輸送バスから

航空機への搭乗等）において、選手団と一般客が一切

接触しない専用動線を札幌市と協議しながら確保する

こと 

ｲ)待合室及びトイレ 

動線内に専用の待合室（航空機の搭乗、バスへの乗車）

及びトイレを確保すること 

ｳ)航空機への搭乗 

航空機への搭乗時は最初に選手団及び随行者が搭乗

し、その後、一般客が搭乗するなど、一般客との時間

的隔離策を講じること 

ｴ)航空機からの降機 

航空機から降りる際は最初に一般客を降ろし、最後に

選手団及び随行者が降りるなど、一般客との時間的隔

離策を講じること 

ｵ)随行者との合流 

8/10（火）羽田空港又は成田空港において、選手団と

随行者は国際線到着ロビーにて合流する想定とする 

ｶ)合流までの行動管理 

・随行者のう

ち、札幌市が

別途手配して

いるコーディ

ネーター及び

通訳者２名分

の 航 空 費 用

は、手配を行

った業者に別

途請求するこ

と 

 

 

 

 

 

・成田空港につ

いては行程に

含まない可能

性がある 
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8/10（火）国際線到着ロビーまでの選手団の動線につ

いては航空会社社員がアテンドするなど、スムーズな

移動及び選手団の行動管理が可能となるよう調整する

こと 

③羽田空港、成田空港及び新千歳空港内における動線図の

作成 

D)移動 ①道内での移動にかかる輸送バスの手配 

ｱ)運行区間 

8/10（火）又は 8/11（水） 

新千歳空港⇒札幌プリンスホテル 

8/11（水）～8/17（火） 

札幌プリンスホテル⇔練習会場 

8/18（水） 

札幌プリンスホテル⇒新千歳空港 

ｲ)台数 

各区間で１台（17名程度乗車）とする 

ｳ)バスの座席数 

40席以上の座席を有するバスを確保すること 

ｴ)期間中は同一運転手の従事を原則とする 

②東京での移動に係る輸送バスの手配 

ｱ)手配方法 

受託者がＴＡＨコンソーシアムと契約のうえ、ＴＡＨ

サービスを利用し、手配すること 

ｲ)運行区間 

8/10（火）又は 8/11（水）（17名程度乗車） 

羽田空港又は成田空港国際線ターミナル⇒羽田空港

又は成田空港国内線ターミナル 

8/18（水）（12名程度乗車） 

羽田空港国内線ターミナル⇒選手村 

ｳ)台数 

各区間で１台とする 

ｴ)バスの座席数 

30席以上の座席を有するバスを確保すること 

③8/10（火）に国内線乗継できない場合 

 ｱ)運行区間 

8/10（火） 

入国空港国際線ターミナル⇒「E)宿泊－③」で手配す

る宿泊先 

8/11（水） 

「E)宿泊－③」で手配する宿泊先⇒羽田空港又は成田

空港国内線ターミナル 

ｲ)台数 

各区間で１台（17名程度乗車）とする 

ｳ)バスの座席数 

40席以上の座席を有するバスを確保すること 

④輸送バスにおける感染症対策 

ｱ)手指消毒 

消毒液を設置し、乗車及び下車時に手指消毒を徹底さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近畿日本ツー

リスト、JTB及び

東武トップツア

ーズの３社が、

TAH(Transport 

for  Athletes 

to HostTowns)

コンソーシアム

を組成し、大会

組織委員会、関

係官署及び交通

事業者と調整の

上、ホストタウ

ン等向けに TAH 

サービス（専用

車両の運行（TAH 

バス）、空港・鉄

道駅における動

線・乗降場所・待

機場所の確保

(TAH 動線)等）

が有償で提供さ

れる 
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せること 

ｲ)荷物の搬出入 

荷物の搬出入等は手袋を着用し行うこと 

ｳ)座席の配置 

乗車する者同士の社会的距離を確保できる座席配置と

すること 

ｴ)車内の換気 

走行中の換気を行うこと 

ｵ)アクリル板の設置 

運転席を隔てるアクリル板等を設置すること 

ｶ)ごみの廃棄 

車内で発生したごみは手袋着用のうえ、廃棄すること 

⑤駐車場及び乗車場所等における動線図の作成 

E)宿泊 ①部屋及び諸室の確保 

 札幌市は現在、札幌プリンスホテルを仮予約しているこ

とから、同ホテルの確保を前提に以下の通りとすること 

ｱ)部屋のタイプ 

選手団及び随行者の宿泊用として個室（シングルユー

ス）で確保すること 

ｲ)フロア貸切 

選手団及び随行者の滞在するフロアは貸切とし、貸切

にあたってはコネクティングルームを含むフロアとす

る 

ｳ)ミーティングルーム 

選手団が専用利用できるミーティングルームを「E)宿

泊－①ｲ）」で確保したフロア内のコネクティングルー

ムを使用し設置すること 

ｴ)ＰＣＲ検査室 

選手団が滞在するフロア内にＰＣＲ検査室を設置する

こと。なお、客室をＰＣＲ検査室とすることも可とす

る 

②一般客との動線分離 

ｱ)ホテル内の動線 

ホテル内において（輸送バス駐車場からホテル内への

移動も含む）選手団と一般客が一切接触しない専用動

線を確保すること 

 ｲ)宿泊フロアの動線 

  誤って一般客が選手団の宿泊フロアに立ち入らないよ

う、エレベーターや非常階段等に目印を設置すること 

ｳ)エレベーター 

エレベーターの専用利用もしくは時間専有等により一

般客との動線を別にすること 

ｴ)チェックイン・アウト 

受託者が手配するアテンドがまとめてチェックイン及

びチェックアウト手続きを行うなど、一般客と接触し

ない体制を構築すること 

ｵ)クリーニング 

宿泊施設のランドリー使用が不可であるため、外部事

・随行者のう

ち、札幌市が

別途手配して

いるコーディ

ネーター及び

通訳者２名分

の宿泊費は、

手配を行った

業者に別途請

求すること 
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業者を確保し、選手団のオーダーに対応すること 

③8/10（火）に国内線乗継できない場合 

 ｱ)宿泊確保 

    入国日に来札できない場合は、空港近くで、且つ、以

下の対応が可能な施設を確保すること 

 ｲ)宿泊施設の条件 

  「E)宿泊－①」及び「E)宿泊－②」の対応が可能な宿

泊施設とすること 

  なお、「E)宿泊－①ｳ)・ｴ)」及び「E)宿泊－②ｵ)」の対

応は不要とする 

④宿泊施設内における動線図の作成 

F)食事 ①食事会場の確保 

ｱ)会場の選定 

朝食と夕食の食事会場を選手団専用として、宿泊ホテ

ル内に確保すること 

ｲ)会場までの動線 

滞在フロアから食事会場まで、一般客と一切接触しな

い専用動線を確保すること 

②食事の手配 

 食事内容の決定等については札幌市と協議を行った上で

以下のとおり行うこと 

ｱ)形式 

朝食、夕食は個別盛りなど、感染症対策を講じた上で

のビュッフェ形式とする 

ｲ)昼食 

昼食は練習会場でケータリング（飲物含む）とするが、

練習が無いなど宿泊施設に滞在している場合は、同ケ

ータリングを選手の宿泊部屋へ配膳すること 

ｳ)食事代 

一日あたりの食事代の目安は朝食 2,000円、昼食 2,000

円、夕食 8,000円とし、練習の補食代を含め 13,000円

とする 

③食事への配慮 

ｱ)アレルギー等 

朝・昼・夕の食事メニュー（飲物含む）について、ア

レルギーや食材・飲料などの希望を事前に選手団に確

認し、希望に沿ったメニューで提供すること 

ｲ)栄養バランス 

アスリートにとって必要な栄養やバランスに十分配慮

し、食事を提供すること 

ｳ)ケータリング 

練習時の補食等の希望を事前に選手団に確認し、必要

なものを確保すること 

ｴ)飲水 

ミネラルウォーター（500ml ペットボトル）を選手団

の個室もしくはフロア内の共有スペースに常時設置

し、選手団にいつでも提供できる状況にすること。ま

た、練習会場、移動時にも提供できるように十分な数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・随行者のう

ち、札幌市が

別途手配して

いるコーディ

ネーター及び

通訳者２名分

の食事代は、

手配を行った

業者に別途請

求すること 
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を用意すること 

④感染症対策 

ｱ)飛沫感染対策 

食事会場にアクリル板の設置など飛沫対策を行うこと 

ｲ)備品の確保 

食事会場に以下の備品を確保すること 

・手指消毒剤（常置用）１ℓ×９本 

・非接触体温計２本 

⑤食事会場内における動線図の作成 

G)練習 ①練習に必要なゴールボール用ゴールポスト及びゴールネ

ットの手配・運搬 

 札幌市と協議の上、以下の対応を行うこと 

ｱ)8/11（水）に練習開始できるよう、北海道教育大学岩

見沢キャンパスから札幌市手稲区体育館の体育競技室

にゴールボール用ゴールポスト及びゴールネットを運

搬し、設置すること 

ｲ)8/13（金）の練習終了後、翌日 8/14（土）に東海大学

札幌キャンパス体育館での親善試合ができるよう、札

幌市手稲区体育館に設置されているゴールネット及び

ゴールポストを運搬し、設置すること 

ｳ)8/15（日）親善試合の終了後、翌日 8/16（月）から札

幌市手稲区体育館で練習ができるよう、東海大学に設

置されているゴールネット及びゴールポストを運搬

し、設置すること 

ｴ)8/17（火）練習終了後、ゴールポスト及びゴールネッ

トを解体し、消毒の上、北海道教育大学岩見沢キャン

パスへ返却すること 

②練習会場における感染症対策 

ｱ)練習中における館内の換気を 30分に１回以上、数分間

程度行うこと 

ｲ)施設内トレーニングジムを利用する場合における選手

同士の社会的距離を保つ動線の確保 

ｳ)練習実施日は練習終了後の施設内においてゴールボー

ル競技に使用する備品（ゴール及びボール）の消毒を

実施すること 

ｴ)消毒液は備品所有者に確認の上、消毒実施個所に応じ

た適切な消毒液を使用し、布などできちんと拭きとる

こと 

ｵ)手指消毒剤（常置用）の調達 

・１ℓ×９本 

ｶ)非接触体温計の調達 

・２本 

③専用車両（移動用バス）乗降場所を調整すること 

④練習会場内における動線図の作成 

 

・ゴールボール

用ゴールポス

ト及びゴール

ネットは札幌

市が手配する

ため、積算に

は含めなくて

良い 

・ゴールボール

用ゴールポス

トは分解可能

であり、部品

の大きさ「1.4

ｍ×1.0ｍ」の

三角形パーツ

４本と、「約

1.8ｍ」のポー

ルが 20本で 1

セット（1対）

となる 

 

 

 

 

H)ＰＣＲ検

査 

 

①入国時のＰＣＲ検査について、検査開始から結果が出る

までの一般人と接触を回避する待機場所を確保すること 

②札幌市への滞在中に実施するスクリーニング検査につい
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※滞在中毎

日実施 

て、札幌市及び札幌市が契約するＰＣＲ検査機関と調整

を行うこと 

ｱ)ＰＣＲ検査キットの受領 

ｲ)ＰＣＲ検査キットの回収 

ｳ)ＰＣＲ検査結果の受理 

③ＰＣＲ検査室の手配 

ｱ）「E)宿泊－①ｲ）」で確保した部屋のうち一部屋を検査

室として手配すること 

ｲ)ＰＣＲ検査室内は、感染症対策のため、検査を行う選

手団及び随行者と⑤にいう立会を行う人はアクリル板

やビニールシートで区切ること 

④スクリーニング検査の実施 

ｱ)スクリーニング検査（唾液採取方式）は、選手団、随

行者を含め毎日実施すること 

ｲ)選手団、随行者の検査時間、検査順を調整、周知した

上で検査室内において検査を行う者同士の接触がない

ように実施すること 

⑤スクリーニング検査の立会い 

ｱ)検体採取者と検体が不一致とならないよう検査に立会

うこと 

⑥採取検体の提出 

使用済キットを札幌市が契約するＰＣＲ検査機関の回収

業者等に提出すること 

⑦検査結果について被検者に通知すること 

⑧陽性判定がでた場合 

ｱ)随行者（札幌市）と連携し、札幌市が指定する医療機

関までの搬送手段（感染症対策を施した借上タクシー

等）を確保すること 

ｲ)札幌市が指定する医療機関には別途アテンド、通訳を

確保し同行、診察等に係る手続きや通訳を行うこと 

ｳ)陽性が確定した場合は、保健所の判断により入院か宿

泊療養となるため、感染疑いから陽性が確定するまで

はホテル自室内で待機させること 

ｴ)早急な通訳の手配が難しい場合は、緊急的な措置とし

て翻訳ツールなどを使用し、アテンドすることも可能

とする 

⑨医療費の支払対応 

医療費が発生した場合は、支払いについて、札幌市が指

定する医療機関とチームの調整を行うこと 

⑩ＰＣＲ検査会場内における動線図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健所への連

絡 は 随 行 者

（札幌市）が

行う 

 

 

I)緊急時 ①合宿期間中、元々手配している以外に物品の調達が必要

となった場合、選手団と接触の無い人員で手配すること 

②体調不良者の発生時には随行者（札幌市）に報告するこ

と 

③体調不良者及びケガ人が発生した場合は、タクシーまた

は救急車を呼び、別途アテンド及び通訳を確保の上、病

院まで付き添うこと（選手団に随行しているアテンド、

通訳者がこれを兼ねることは認めない。） 

 

 

 

・随行者（札幌

市）が医療機

関へ連絡し、

必要な指示を

受ける 
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ｱ)体調不良（発熱など）でＰＣＲ検査が必要な場合は、

『H)ＰＣＲ検査』と同様の対応を行う 

ｲ)ケガなど外傷の場合は、整形外科病院へ搬送・同行し、

診察等の通訳を行うこと 

ｳ)通訳の手配が難しい場合は、翻訳アプリなどを使用し、

アテンドすることも可能とする 

④医療機関等の指示により選手等が自室で療養することと

なった場合の客室及び食事手配について宿泊施設等と調整

のうえ、確保すること 

⑤医療機関等の指示により体調不良者を搬送する際の交通

手段を手配すること 

⑥医療機関の受診に際しての支払いに係る支援を行うこと 

ｱ)選手団（ＣＬＯ）が検査や入院に係る費用を支払う際

の医療機関との通訳や調整を行う 

⑦緊急的なケガ等に備え、平日、時間外、祝祭日など状況

に応じ対応できる病院を事前に調べ、リストを作成する

こと 

【図１】座席手配の例（●チーム／▲確保を要する席）※随行者は▲を利用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ カナダチーム（選手団） 

ア 日  程：令和３年８月 10日（火）～８月 21日（土） 

月/日曜 行程 備考 

8/10 火 移動（成田→羽田→新千歳→宿泊施設）  

8/11 水 

練習（南区体育館）  

8/12 木 

8/13 金 

8/14 土 

8/15 日 

8/16 月 

8/17 火 

8/18 水 

8/19 木 

8/20 金 

8/21 土 移動（新千歳→羽田→選手村）  

※国際線航空便の都合により日程が変更になる可能性有 

 

 

 

 

 

最後尾を確保する場合 
●＝12 席、▲＝14 席 

 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
▲▲ ▲▲▲ □□ 
▲▲ ▲▲▲ ▲▲ 
●● ●●● ▲▲ 
●● ●●● ●● 

中央部分を確保する場合 
●＝12 席、▲＝24 席 

 
□□ ▲▲▲ □□ 
□▲ ▲▲▲ ▲□ 
□▲ ●●● ▲□ 
□▲ ●●● ▲□ 
□▲ ●●● ▲□ 
□▲ ●●● ▲□ 
□▲ ▲▲▲ ▲□ 
□□ ▲▲▲ □□ 
□□ □□□ □□ 
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イ 宿泊施設：札幌プリンスホテル 

ウ 練習会場：札幌市南区体育館 

エ 人  数：10名（選手、コーチ等スタッフ） 

オ 随 行 者：最大５名（札幌市１名、別途札幌市が手配するコーディネーター及び通訳者各１名

＋本契約による最大２名） 

 ※通訳者はコーディネーターが兼ねることも可としている 

カ 食事手配：（人数+随行者）×33食分 

 
8/10

火 

8/11

水 

8/12

木 

8/13

金 

8/14

土 

8/15

日 

8/16

月 

8/17

火 

8/18

水 

8/19

木 

8/20

金 

8/21

土 

朝食 － 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 

昼食 － 宿 南区 南区 南区 南区 南区 南区 南区 南区 南区 宿 

夕食 
機内 

又は宿 
宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 宿 － 

（宿：宿泊施設、南区：南区体育館、－：提供無） 

 

キ 業務内容： 

項目 業務内容 備考 

A)人員体制 ①アテンドの手配 

宿泊施設や航空機、移動用バス等に係る利用調整

のほか、選手団滞在中に生じる事案に対応する者

を１名手配すること 

②通訳の手配 

英語と日本語の相互通訳が可能な者を１名手配

すること。通訳についてはアテンドが兼ねること

も可とする 

③アテンド、通訳による対応が必要な期間 

選手団が 8/10(火)に成田空港国際線ターミナル

に到着してから 8/21(土)に羽田空港から選手村

に向かう移動用バスに乗車するまでの間とする 

④選手団及び随行者以外との接触禁止 

アテンド、通訳は、感染症対策の観点から、選手

団と同じ宿泊施設の同じフロアに宿泊し、選手団

及び随行者以外と接触しないこと 

⑤予備人員の確保 

宿泊施設内外での買物や諸手続等、アテンドが選

手団及び随行者以外と接触する必要がある事案

に対応するため、アテンド、通訳のほかに予め１

名以上の人員を確保しておくこと。なお、選手団

の依頼による買物など費用が発生するものは、徴

収方法等を事前にコーディネーターと調整して

おくこと 

 

B)感染防止物品 

（マスク） 

①不織布マスクを予備含め少なくとも 350 枚調達

すること 

ｱ)選手団分 10名×２枚×９日＝180枚 

ｲ)随行者分 ５名×２枚×９日＝90枚 

②不織布マスクの管理 

アテンドが管理を行い、選手団と随行者に毎日２

枚ずつ配付すること（まとめて配布も可とする） 
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C)航空機 

 空港 

①選手団及び随行者の移動に係る航空機の手配 

ｱ)搭乗日及び区間 

8/10（火）又は 8/11（水） 

羽田空港⇒新千歳空港 

8/21（土） 

 新千歳空港⇒羽田空港 

ｲ)搭乗便の選定 

羽田空港－新千歳空港間を１時間に１便以上

就航させている航空会社の便で座席を確保す

ること 

ｳ)座席の確保 

一般客との社会的距離確保のため、選手団及び

随行者計 15 名分の座席のほか、選手団座席の

前後２列、左右１列（１ｍ以内）の空席を含め

確保すること（図２を参照） 

ｴ)トイレ 

航空機内における選手団及び随行者の専用ト

イレを確保すること 

②羽田空港、成田空港及び新千歳空港との調整 

ｱ)空港内の動線 

空港内の全ての行程（国際線から国内線への乗

り継ぎ、航空機を降りてから輸送バスへの乗

車、輸送バスから航空機への搭乗等）において、

選手団と一般客が一切接触しない専用動線を

札幌市と協議しながら確保すること 

ｲ)待合室及びトイレ 

動線内に専用の待合室（航空機の搭乗、バスへ

の乗車）及びトイレを確保すること 

ｳ)航空機への搭乗 

航空機への搭乗時は最初に選手団及び随行者

が搭乗し、その後、一般客が搭乗するなど、一

般客との時間的隔離策を講じること 

ｴ)航空機からの降機 

航空機から降りる際は最初に一般客を降ろし、

最後に選手団及び随行者が降りるなど、一般客

との時間的隔離策を講じること 

ｵ)随行者との合流 

8/10（火）成田空港において、選手団と随行者

は国際線到着ロビーにて合流する想定とする 

ｶ)合流までの行動管理 

8/10（水）国際線到着ロビーまでの選手団の動

線については航空会社社員がアテンドするな

ど、スムーズな移動及び選手団の行動管理が可

能となるよう調整すること 

③羽田空港、成田空港及び新千歳空港内における動

線図の作成 

・確保する座席 15

名分のうち、選手

団 10名分の航空

費用はカナダチー

ムに請求すること 

 

・随行者のうち、札

幌市が別途手配し

ているコーディネ

ーター及び通訳者

２名分の航空費用

は、手配を行った

業者に別途請求す

ること 

 

 

 

・ 

D)移動 ①道内での移動にかかる輸送バスの手配 

ｱ)運行区間 
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8/10（火）又は 8/11（水） 

新千歳空港⇒札幌プリンスホテル 

8/11（水）～8/20（金） 

札幌プリンスホテル⇔練習会場 

8/21（土） 

札幌プリンスホテル⇒新千歳空港 

ｲ)台数 

各区間で１台（15名乗車）とする 

ｳ)バスの座席数 

30 席以上の座席を有するバスを確保すること 

ｴ)期間中は同一運転手の従事を原則とする 

②東京での移動に係る輸送バスの手配 

ｱ)手配方法 

受託者がＴＡＨコンソーシアムと契約のうえ、

ＴＡＨサービスを利用し、手配すること 

ｲ)運行区間 

8/10（火）（15名程度乗車） 

成田空港国際線ターミナル⇒羽田空港国内

線ターミナル 

8/21（土）（10名程度乗車） 

羽田空港国内線ターミナル⇒選手村 

ｳ)台数 

各区間で１台とする 

ｴ)バスの座席数 

20 席以上の座席を有するバスを確保すること 

③8/10（火）に国内線乗継できない場合 

 ｱ)運行区間 

8/10（火） 

成田空港国際線ターミナル⇒「E)宿泊－③」で

手配する宿泊先 

8/11（水） 

「E)宿泊－③」で手配する宿泊先⇒羽田空港又

は成田空港国内線ターミナル 

ｲ)台数 

各区間で１台（17名程度乗車）とする 

ｳ)バスの座席数 

40 席以上の座席を有するバスを確保すること 

④輸送バスにおける感染症対策 

ｱ)手指消毒 

消毒液を設置し、乗車及び下車時に手指消毒を

徹底させること 

ｲ)荷物の搬出入 

荷物の搬出入等は手袋を着用し行うこと 

ｳ)座席の配置 

乗車する者同士の社会的距離を確保できる座

席配置とすること 

ｴ)車内の換気 

走行中の換気を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・近畿日本ツーリス

ト、JTB及び東武トッ

プツアーズの３社

が、TAH（Transport 

for Athletes to 

Host Towns）コンソ

ーシアムを組成し、

大会組織委員会、関

係官署及び交通事業

者と調整の上、ホス

トタウン等向けに 

TAH サービス（専用

車両の運行（TAH バ

ス）、空港・鉄道駅に

おける動線・乗降場

所・待機場所の確保

(TAH 動線)等）が有

償で提供される 
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ｵ)アクリル板の設置 

運転席を隔てるアクリル板等を設置すること 

ｶ)ごみの廃棄 

車内で発生したごみは手袋着用のうえ廃棄す

ること 

⑤駐車場及び乗車場所等における動線図の作成 

E)宿泊 ①部屋及び諸室の確保 

札幌市は現在、札幌プリンスホテルを仮予約して

いることから、同ホテルの確保を前提に以下の通り

とすること 

ｱ)部屋のタイプ 

選手団及び随行者の宿泊用として個室（シング

ルユース）で確保すること 

ｲ)フロア貸切 

選手団及び随行者の滞在するフロアは貸切と

し、貸切にあたってはコネクティングルームを

含むフロアとする 

ｳ)ミーティングルーム 

選手団が専用利用できるミーティングルーム

を「E)宿泊－①ｲ）」で確保したフロア内のコネ

クティングルームを使用し設置すること 

ｴ)ＰＣＲ検査室 

選手団が滞在するフロア内にＰＣＲ検査室を

設置すること。なお、客室をＰＣＲ検査室とす

ることも可とする 

②一般客との動線分離 

ｱ)ホテル内の動線 

ホテル内において（輸送バス駐車場からホテル

内への移動も含む）選手団と一般客が一切接触

しない専用動線を確保すること 

 ｲ)宿泊フロアの動線 

誤って一般客が選手団の宿泊フロアに立ち入

らないよう、エレベーターや非常階段等に目印

を設置すること 

 ｳ)エレベーター 

エレベーターの専用利用もしくは時間専有等

により一般客との動線を別にすること 

ｴ)チェックイン・アウト 

受託者が手配するアテンドがまとめてチェッ

クイン及びチェックアウト手続きを行うなど、

一般客と接触しない体制を構築すること 

ｵ)クリーニング 

宿泊施設のランドリー使用が不可であるため、

外部事業者を確保し、選手団のオーダーに対応

すること 

③8/10（火）に国内線乗継できない場合 

 ｱ)宿泊確保 

    入国日に来札できない場合は、成田空港付近

 

・随行者のうち、札

幌市が別途手配し

ているコーディネ

ーター及び通訳者

２名分の宿泊費

は、手配を行った

受託業者に別途請

求すること 
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で、且つ、以下の対応が可能な施設を確保する

こと 

 ｲ)宿泊施設の条件 

  「E)宿泊－①」及び「E)宿泊－②」の対応が可

能な宿泊施設とすること 

  なお、「E)宿泊－①ｳ)・ｴ)」及び「E)宿泊－②

ｵ)」の対応は不要とする 

④宿泊施設内における動線図の作成 

F)食事 ①食事会場の確保 

ｱ)会場の選定 

朝食と夕食の食事会場を選手団専用として、宿

泊ホテル内に確保すること 

ｲ)会場までの動線 

滞在フロアから食事会場まで、一般客と一切接

触しない専用動線を確保すること 

②食事の手配 

食事内容の決定等については札幌市と協議を行

った上で以下のとおり行うこと 

ｱ)形式 

朝食、夕食は個別盛りなど、感染症対策を講じ

た上でのビュッフェ形式とする 

ｲ)昼食 

昼食は練習会場でケータリング（飲物含む）と

するが、練習が無いなど宿泊施設に滞在してい

る場合は、同ケータリングを選手の宿泊部屋へ

配膳すること 

ｳ)食事代 

一日あたりの食事代の目安は朝食 2,000円、昼

食 2,000円、夕食 8,000円とし、練習の補食代

を含め 13,000円とする 

③食事への配慮 

ｱ)アレルギー等 

朝・昼・夕の食事メニュー（飲物含む）につい

て、アレルギーや食材・飲料などの希望を事前

に選手団に確認し、希望に沿ったメニューで提

供すること 

ｲ)栄養バランス 

アスリートにとって必要な栄養やバランスに

十分配慮し、食事を提供すること 

ｳ)ケータリング 

練習時の補食等の希望を事前に選手団に確認

し、必要なものを確保すること 

ｴ)飲水 

ミネラルウォーター（500mlペットボトル）を

選手団の個室もしくはフロア内の共有スペー

スに常時設置し、選手団にいつでも提供できる

状況にすること。また、練習会場、移動時にも

提供できるように十分な数を用意すること 

 

 

 

 

 

 

 

・随行者のうち、札

幌市が別途手配し

ているコーディネ

ーター及び通訳者

２名分の食事代

は、手配を行った

受託業者に別途請

求すること 
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④感染症対策 

ｱ)飛沫感染対策 

食事会場にアクリル板の設置など飛沫対策を

行うこと 

ｲ)備品の確保 

食事会場に以下の備品を確保すること 

・手指消毒剤（常置用）１ℓ×９本 

・非接触体温計２本 

⑤食事会場における動線図の作成 

G)練習 ①練習に必要なゴールボール用ゴールポスト及び

ゴールネットの運搬・設置 

 札幌市と協議の上、以下の対応を行うこと 

ｱ)8/11（水）に練習開始できるよう、北海道札幌

視覚支援学校から札幌市南区体育館の体育競

技室にゴールボール用ゴールポスト及びゴー

ルネットを運搬し、配置すること 

ｲ)8/20（金）の練習終了後、ゴールポスト及びゴ

ールネットを解体し、消毒の上、札幌市南区体

育館から北海道札幌視覚支援学校へ返却する

こと 

②練習会場における感染症対策 

ｱ)練習中における館内の換気を 30 分に１回以

上、数分間程度行うこと 

ｲ)施設内トレーニングジムを利用する場合にお

ける選手同士の社会的距離を保つ動線の確保 

ｳ)練習実施日は練習終了後の施設内においてゴ

ールボール競技に使用する備品（ゴール及びボ

ール）の消毒を実施すること 

ｴ)消毒液は備品所有者に確認の上、消毒実施個所

に応じた適切な消毒液を使用し、布などできち

んと拭きとること 

ｵ)手指消毒剤（常置用）の調達 

・１ℓ×９本 

ｶ)非接触体温計の調達 

・２本 

③専用車両（移動用バス）乗降場所を調整すること 

④練習会場内における動線図の作成 

・ゴールボール用ゴ

ールポスト及びゴ

ールネットは札幌

市が手配するた

め、積算には含め

なくて良い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H)ＰＣＲ検査 

 

※滞在中毎日実

施 

①入国時のＰＣＲ検査について、検査開始から結果

が出るまでの一般人と接触を回避する待機場所

を確保すること 

②札幌市への滞在中に実施するスクリーニング検

査について、札幌市及び札幌市が契約するＰＣＲ

検査機関と調整を行うこと 

ｱ)ＰＣＲ検査キットの受領 

ｲ)ＰＣＲ検査キットの回収 

ｳ)ＰＣＲ検査結果の受理 

③ＰＣＲ検査室の手配 

ｱ）「E)宿泊－手配①ｴ）」で確保した部屋のうちの
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一部屋を検査室として手配すること 

ｲ)ＰＣＲ検査室内は、感染症対策のため、検査を

行う選手団及び随行者と⑤にいう立会を行う

人はアクリル板やビニールシートで区切るこ

と 

④スクリーニング検査の実施 

ｱ)スクリーニング検査（唾液採取方式）は、選手

団、随行者を含め毎日実施すること 

ｲ)選手団、随行者の検査時間、検査順を調整、周

知した上で検査室内において検査を行う者同

士の接触がないように実施すること 

⑤スクリーニング検査の立会い 

ｱ)検体採取者と検体が不一致とならないよう検

査に立会うこと 

⑥採取検体の提出 

使用済キットを札幌市が契約するＰＣＲ検査機

関の回収業者等に提出すること 

⑦検査結果について被検者に通知すること 

⑧陽性判定がでた場合 

ｱ)随行者（札幌市）と連携し、札幌市が指定する

医療機関までの搬送手段（感染症対策を施した

借上タクシー等）を確保すること 

ｲ)札幌市が指定する医療機関には別途アテンド、

通訳を確保し同行、診察等に係る手続きや通訳

を行うこと 

ｳ)陽性が確定した場合は、保健所の判断により入

院か宿泊療養となるため、感染疑いから陽性が

確定するまではホテル自室内で待機させるこ

と  

⑨医療費の支払対応 

医療費が発生した場合は、支払いについて市立病

院と調整を行うこと 

⑩ＰＣＲ検査会場内における動線図の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健所への連絡は

随行者（札幌市）が

行う 

 

 

I)緊急時 ①合宿期間中、元々手配している以外に物品の調達

が必要となった場合、選手団と接触の無い人員で

手配すること 

②体調不良者の発生時には随行者（札幌市）に報告

すること 

③体調不良者及びケガ人が発生した場合は、タクシ

ーまたは救急車を呼び、別途アテンド及び通訳を

確保の上、病院まで付き添うこと（選手団に随行

しているアテンド、通訳者がこれを兼ねることは

認めない。） 

ｱ)体調不良（発熱など）でＰＣＲ検査が必要な場

合は、『H)ＰＣＲ検査』と同様の対応を行う 

ｲ)ケガなど外傷の場合は、整形外科病院へ搬送・

同行し、診察等の通訳を行うこと 

ｳ)通訳の手配が難しい場合は、翻訳アプリなどを

 

 

 

・随行者（札幌市）が

医療機関へ連絡し、

必要な指示を受ける 
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使用し、アテンドすることも可能とする 

④医療機関等の指示により選手等が自室で療養す

ることとなった場合の客室及び食事手配につい

て宿泊施設等と調整のうえ、確保すること 

⑤医療機関等の指示により体調不良者を搬送する

際の交通手段を手配すること 

⑥医療機関の受診に際しての支払いに係る支援を

行うこと 

ｱ)選手団（ＣＬＯ）が検査や入院に係る費用を支

払う際の医療機関との通訳や調整を行う 

⑦緊急的なケガ等に備え、平日、時間外、祝祭日な

ど状況に応じ対応できる病院を事前に調べ、リス

トを作成すること 

【図２】座席手配の例（●チーム／▲確保を要する席）※随行者は▲を利用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本業務に関する報告 

⑴ 受託者は、業務の進捗状況について、随時、委託者へ報告すること 

⑵ 報告の際には新型コロナウイルス感染症対策に係る費用を明記した内訳を別途作成すること 

⑶ 委託者が必要と認めるときは、委託者は受託者に対し業務の進捗状況等について調査することが

できる 

 

６ 特記事項 

⑴ 受託者は、常に委託者と連携を図り、業務を遂行するよう努めること 

⑵ 受託者は、本業務により知り得た情報を外部に漏洩しないこと 

⑶ 事業実施過程において、事前合宿の規模や業務内容等の変更に伴い業務の内容に変更が生じる場

合は、委託者と受託者が協議の上、仕様を変更できるものとする。 

⑷ 本事業を中止する場合において、準備の段階で発生した費用については、当該支払いに係る挙証

書類の提出があり、委託者が認めたときは、委託者が当該費用を受託者に支払う。また、当該事業

実施に係る労務費相当額については、委託費総額（税抜き）の 10％とし、契約締結から解除までの

日数を按分して、委託者が受託者に支払う。なお、中止時の労務費相当額は、入札における見積の

労務費を 10％に定めるものではない。 

⑸ 本仕様書に明示されていない事項又は記載内容に疑義が生じた場合は、委託者と協議のうえ、そ

の指示に従うものとする 

 

 

 

 

 

最後尾を確保する場合 
●＝10、▲＝13 

 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□□ ▲▲▲ ▲▲ 
□▲ ▲▲▲ ▲▲ 
□▲ ●●● ●● 
□▲ ●●● ●● 

中央部分を確保する場合 
●＝10、▲＝28 

 
□□ □□□ □□ 
□□ □□□ □□ 
□▲ ▲▲▲ ▲□ 
▲▲ ▲▲▲ ▲▲ 
▲● ●●● ●▲ 
▲● ●●● ●▲ 
▲▲ ▲▲▲ ▲▲ 
□▲ ▲▲▲ ▲□ 
□□ □□□ □□ 


