
第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入） 

宿泊及び輸送関係業務委託募集要項 

１ 事業概要 

（１）事業の名称 

   第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入） 

（２）事業の主旨 

   ２００２年ワールドカップ・サッカー大会の日韓両国の共同開催決定を機に、幅広い年齢層

を対象に各種のスポーツ交流を実施することによって、日韓両国の親善と友好をより一層深

め、更には両国のスポーツ振興を図ることを目的とする。 

（３）事業の主催者 

   公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人福井県スポーツ協会、各中央競技団体 

（４）参加者数 

   韓国の成人男女１７６名（選手 ３５歳以上１６９名、本部役員７名） 

（５）請負期間 

   契約締結日（２０２３年４月１日以降）から２０２４年２月２８日まで 

（６）業務内容等 

   別添の第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）の宿泊及び輸送関係業務委託事業

企画提案書作成要領（以下「要領」という）による。 

 

２ 契約 

   契約については、公益財団法人福井県スポーツ協会（以下「本会」という。）及び公益財団

法人日本スポーツ協会の関係者で構成する委託業者選考会選考委員が審査し、適正と認めた者

と委託契約を締結する。 

    

３ 委託業務内容  

   ２０２３年９月１４日（木）から９月２０日（水）までの期間、韓国選手団が日本スポーツ

マスターズ２０２３福井大会への参加と福井県内の観光地等を訪問し、日本文化に触れるこ

とができるように、日本滞在期間中の宿泊・輸送等に関する業務を行う。 

  【詳細】 

① 韓国選手団・本部役員・通訳の宿泊に関する業務 

② 韓国選手団・本部役員・通訳の昼食（弁当等）に関する業務 

③ 韓国選手団・本部役員・通訳の輸送に関する業務 

④ 福井県内の文化探訪、ショッピングに関する業務 

⑤ 歓迎レセプション及び歓送夕食会に関する業務 

⑥ 通訳の手配等に関する業務（本会と協議する場合がある） 

⑦ その他本交流に必要と認められる業務 

   ※具体的な内容は、別紙「第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）業務内容一覧」

を参照すること。 

 

４ 見積限度額 

    ４５、０００ 千円以内（消費税含む。） 

  ※２０２３年度において本件契約に係る（公財）日本スポーツ協会の予算が増額・減額又は削

除された場合は、委託者は本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

 



 

５ 単価基準 

別紙「第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）業務内容一覧」ならびに項目別見積 

（詳細）を参照すること。 

 

６ 資格要件    

プロポーザルに参加できる者は、以下の条件を全て満たしていること。 

（１）福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）第１４６条の規定により、知事が競争入 

札参加資格を有すると認めた者であること 

※福井県の競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する競争入札参加資 

格の申請を提出済みであれば、本業務委託の参加資格を有するものとして取り扱う。ただし、 

審査委員会の開催時点で競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、本件に関する参加 

資格を喪失する。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４各号に該当しないこと 

（３）企画提案書の提出日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生 

法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申し立て、または破産法（平 

成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこ 

（５）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もし 

くは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ 

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力 

団員をいう。以下同じ。）である者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団 

をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 

目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど 

直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（６）会場が福井県内であることを鑑みて、福井県内に本店又は支店、営業所を有する者であるこ

と。 

 

７ 各種日程 

スケジュール  

項目 日程 

① 募集要項ホームページ公表 ２０２２年１２月９日（金） 

② 募集要項に関する質問受付 ２０２２年１２月９日（金）から１２月２０日（火） 

③ プロポーザル参加申込書受付 ２０２２年１２月９日（金）から 

２０２３年１月１０日（火） ④ 企画提案書受付 

⑤ 委託業者選考会 ２０２３日１月２４日（火） 

⑥ 審査結果の通知 ２０２３年１月３１日（火） 

 



８ 募集要領などに関する質問受付（回答含む） 

（１）受付期間   ２０２２年１２月９日（金）～ １２月２０日（火） 午後５時まで 

（２）提出方法 

質問は別紙「様式１」により、電子メールにより提出すること。 

※提出後は、下記提出先に確認の電話をしてください。その際、電話による照会は行いま

せん。 

（３）提出先 

〒９１８－８０２７ 

福井県福井市福町３－２０ 福井県営体育館内  

公益財団法人福井県スポーツ協会  担当：竹田光一 

TEL：０７７６－３４－２７１９ 

FAX：０７７６－３４－２７４２ 

E-mail：t-hikari@fukui-taikyo.or.jp 

（４）回答方法 

   質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、全

申込者に対して、２０２２年１２月２７日（火）までに電子メールで回答します。 

 

９ 参加申込書受付 

 （１）受付期間 ２０２２年１２月９日（金）～ ２０２３年１月１０日（火） 午後５時まで 

（２）提出方法  

参加希望者は、宿泊及び輸送関係業務委託事業参加申込書（別紙様式２－１）、業務委託に

係る類似業務実績書（別紙様式２－２）を、本会事務局まで持参又は郵送により提出（期間

内に必着）してください。郵送の場合は電話により送達を確認してください。 

 

10 企画提案書受付 

（１）受付期間 ２０２２年１２月９日（金）～ ２０２３年１月１０日（火） 午後５時まで 

（２）提出書類 

   提案申請書（様式３－１） 

   申請団体概要書（様式３－２） 

企画提案書（様式は任意ですが、用紙サイズはＡ４サイズとします。） 

見積書（消費税含む） 

（３）提出部数 ７部（正本１部、副本６部） 

（４）提出方法  

本会事務局まで持参又は郵送により提出してください。郵送の場合は電話により送達

を確認してください。郵送の場合は、必ず「簡易書留」としてください（期間内に必着

すること）。 

 

 ＜提出書類、様式及び提出部数等＞ 

様式番号 提出書類の名称 規格 提出部数 提出期限 

２－１ 参加申込書 Ａ４縦 1部 

１月１０日（火） 

２－２ 業務委託に係る類似業務実績書 Ａ４縦 1部 
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３－１ 企画・運営等に関する提案申請書 Ａ４縦 1部 

１月１０日（火） 

３－２ 申請団体概要書 Ａ４縦 1部 

様式自由 企画提案書 
Ａ４版 

仕上げ 
７部 

様式自由 見積書（税込金額とする） Ａ４版 ７部 

※ 企画提案書の作成は、別途に定める企画提案書作成要領により作成してください。 

 

 

11 委託業者選考会の実施について 

（１）開催日・場所 

日時：２０２３年１月２４日（火）午後 

※時間については、１月１７日（火）までに連絡いたします。 

場所： 福井県営体育館 １階 会議室 

（２）企画提案の所要時間（１提案者あたり） 

   プレゼンテーション         ２０分以内 

   委託業者選考会選考委員からの質疑  １０分程度 

（３）注意事項 

  ①説明会及び旅行業者選考会への出席は２名までとします。 

  ②参加者は、他の参加者の企画提案を傍聴することはできません。 

  ③指定されたプレゼンテーションの時間に遅れた場合には、選考の対象とはいたしません。 

  ④企画提案書受付期限までに本会へ提出した資料等で、プレゼンテーションを実施してくださ

い。 

 

12 評価項目及び評価基準 

  別表「評価項目及び評価基準」のとおり 

 

13 候補者の選定 

 ・提案内容の評価を「内容点」、見積金額の評価を「価格点」として提案者に付与します。 

 ・内容点は、別表の内容点の評価項目について選考委員が評価・採点し、各選考委員の合計を足 

しあげた総計を選考委員数で除した点数とします。なお、内容点について５４点（６割）を基 

準点とし、基準点を満たさない提案者は、委託業者選考会の対象としません。 

 ・価格点は、別表の価格点に示している数式により算出したものを点数とします。なお、委託募 

  集要項に示す見積限度額及び単価基準（業務内容一覧ならびに項目別見積（詳細）を参照）を 

  超えた額で提案した提案者は失格とし、委託業者選考会の対象としません。 

 ・内容点及び価格点の合計点数が最も高い提案者を候補者とします。 

 ・合計点数の最も高い提案者が２以上あるときの対応は、各々の内容点、価格点が異なる場合は 

内容点が最も高い提案者を候補者とします。また、各々の内容点、価格点が同じ場合は、別途、 

くじにより候補者を決定します。 

・提案者が１名のみの場合、評価の結果においてこの要領に定める基準点を満たすときは、当該

提案者を候補者とします。基準点に満たない場合は、再度募集を実施します。 

  



14 契約についての留意事項 

（１）契約方法 

本会は選定した候補者と協議し、業務委託に係わる仕様書の内容を確定させたうえで、契

約を締結します。仕様書の内容は、提案された内容が基本となりますが、本会と候補者の協

議により最終的に決定します。 

なお、当初協議により仕様書の内容について調整が困難となった場合には審査結果におい

て、評価点が次点に高い提案者と協議を行います。 

（２）契約保証金 

    福井県財務規則のほか関係法令等の定めるところによる。 

 

15 審査結果の通知 

   提案申請審査結果は、速やかにすべての参加者に文書にて通知いたします。 

 

16 提出書類の取り扱い 

（１）提出された書類は返却しません。 

（２）採用した提案の著作権は、本会に帰属するものとします。 

（３）契約者以外の企画提案書の内容について、提案者の承諾なしに利用することはありません。 

 

17 その他 

（１）参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届を提出してください。 

（様式自由） 

（２）企画提案に係る経費については、当方では負担しません。 

 

18 問い合わせ先 

〒９１８－８０２７ 

福井県福井市福町３－２０ 福井県営体育館内  

公益財団法人福井県スポーツ協会  担当：竹田光一 

TEL：０７７６－３４－２７１９ 

FAX：０７７６－３４－２７４２ 

E-mail：t-hikari@fukui-taikyo.or.jp 
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第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入） 

宿泊及び輸送関係業務委託企画提案書作成要領 
 

１ 開催事業 

第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入） 

 

２ 主催 

   公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人福井県スポーツ協会、各競技中央競技団体 

 

３ 開催期間 

   ２０２３年９月１４日（木）～９月２０日（水）  

 

４ 競技会場（予定） 

①サッカー（男子）：坂井市           ②テニス（男女）：福井市 

③バレーボール（女子）：鯖江市、越前市     ④バスケットボール（男子）：福井市、あわら市 
⑤自転車競技（男女）：県内           ⑥ソフトテニス（男女）：越前市 
⑦軟式野球（男子） ：越前市、嶺南地域     ⑧バドミントン（男女）：勝山市 
⑨ボウリング（男女）：福井市 

 
５ 委託業務実施にあたっての原則 
（１） 韓国選手団及び関係者の宿泊及び輸送を確保し、両国が本交流を通じて親善と友好を一層深める

ことができるよう、サービスを提供する。 
（２） 公益財団法人日本スポーツ協会が公益財団法人福井県スポーツ協会（以下「本会」という）の協

力を得て実施し、その経費も負担することを原則とする。 
 

６ 委託業務内容 

（１）宿泊業務 

① 宿泊施設の選定及び確保 

ア 宿泊施設は、旅館等（旅館業法の許可を受けた営業を行うホテル、旅館及び簡易宿泊所をいう。）

を利用するものとする。 

   イ 衛生上支障があると認められた場合は使用せず、宿泊環境を十分考慮すること。 

   ウ インターネット環境（Wi-Fi）が完備されていること。 

   エ 食事等の衛生管理には万全を期すこと。 

   オ 感染症対策がとられていること。 

  ② 宿泊料金の適用期間 

     入国日から出国日までとする。 

③ 宿泊施設の利用時間 

     宿泊とは、原則入宿日の１５時以降、出発日の１０時までの客室の使用とする。 

     ただし、利用する航空会社により変更あり。 

④ 配宿・配室 

     韓国団長の部屋は他の本部役員よりも高いグレードの部屋を用意すること。 

     本部役員は、ダブル（又はツイン）のシングルユースを用意すること。 

     韓国選手団は、ツインで競技別・男女別にすること。 

※部屋割りは韓国選手団及び関係者名簿を送付次第すみやかに決定し、本会に報告するものとする。 



 

⑤ 宿泊変更・取消等 

別紙１（宿泊等の取消し・変更等の基準）により本会と被選定事業所とで別途協議する。 

⑥ 昼食（弁当等） 

本会が指定する競技会場へ昼食（弁当等）の配達及び回収を遅延なく行うものとする。 

昼食（弁当等）は、温かいものを提供すること。 

感染症対策がとられていること。 

※最終の個数は、２０２３年８月下旬頃に確定。 

 

（２）輸送業務 

宿泊者の交通手段は原則バス輸送とし、次のとおり実施するものとする。 

① 本会が指定した日時に確実・安定的に配車し、安全かつ確実な輸送を確保すること。 

② 感染症対策がとられていること。 

③ 輸送中の事故等は、被選定事業所が責任もって対応すること。 

 

（３）企画業務 

① 文化探訪に関すること 

・競技別観光コースの提案 

・全体観光コースの提案 

② 夕食会に関すること 

 ・歓迎レセプションの準備、料理提供、アトラクション団体の提案 

 ・歓送夕食会の準備、料理提供 

 ・競技別歓迎夕食会場の選定（競技団体と調整）及び夕食会で使用する横断幕の準備 

 ・感染症対策がとられていること。 

③ 通訳説明会に関すること 

 ・説明会の準備、案内 

 

（４）その他 

  ① 通訳の手配（本部、救護、競技帯同、競技会場通訳、式典通訳）（※本会と協議する場合がある） 

  ② 本部室、荷物室、控室等の手配 

  ③ 飲料水（水、スポーツドリンク）の手配 

④ スケジュール表の作成 

⑤ 各会場等で出たゴミの処理 

⑥ その他本交流に必要と認められる業務 

※なお、上記（１）～（４）において業務上のトラブル等が生じた場合は、本会と協議のうえ被選定事

業所が調停・斡旋を行うものとする。 

 



 

７ 企画提案書記載事項 

提案書には、上記６の項目に加えて、下記事項を記載すること。 

①交流企画コンセプト 

②業務進行スケジュール(案) 

③組織体制：総括責任者・主任担当者(役職・氏名・資格・過去の主な実績) 

本事業対応組織体制図 

④危機管理体制：※緊急時の対応方法（危機管理マニュアル、天災、事故、負傷、食中毒、 

感染症等への対応、指定医療機関の一覧（計画）等） 

⑤個人情報保護の取扱い：社内体制、規程、認証等 

 

８ 留意事項 

本会及び被選定事業所は、下記事項に留意すること。 

（１）宿舎内の避難経路の確認 

（２）貴重品の管理 

（３）車両（特に大型車両）駐車の宿舎・競技会場・空港・観光施設との事前協議 

（４）昼食（弁当等）の指定場所での受取時間の厳守 

（５）宿泊者が利用する荷物置場及び更衣等の利用に伴う連絡調整 

（６）指定された宿泊施設の変更の禁止 

（７）宿泊施設を任意に変更したことによるトラブル及び損失の責任負担 

（８） 新型コロナウイルス感染症への対策については、各種業界のガイドラインに順守し対策を取ること。 

（９）新型コロナウイルス感染症対策に係る物品等については、決定業者と協議のうえ別途発注する可能 

   性がある。（例：マスク、消毒液、フェイスガード等） 

※本要領に明記されていない事項であっても委託業務の遂行上必要なことは、本会と被選定事業所で協

議するものとする。 

 

 



 

（別紙１） 

 

宿泊等の取消し・変更等の基準（案） 

 

 

１ 宿泊の取消し・変更 

 申し込み後の宿舎取消し・変更があるときは、宿泊日より起算して２営業日前までに被選定事業所に  

連絡するものとする 

 

 

２ 欠食控除 

区  分 申 出 期 限 控 除 料 金 

朝食 前日の午後６時まで １人1回   〇〇〇円 

夕食 当日の午前９時まで １人１回   〇〇〇円 

 

 

３ 入宿前に宿泊を取り消す場合 

宿泊取消しの申出区分 宿泊取消料 

宿泊予定日の２日前まで 徴収しない 

宿泊予定日の前日 １人１泊   〇〇〇円 

宿泊予定日当日 １人１泊   〇〇〇円 

 

 

４ 入宿後、宿泊を取り消す場合 

宿泊取消しの申出区分 宿泊取消料 

宿泊当日の正午まで 宿泊料金の〇〇％ 

宿泊当日の午後３時まで 宿泊料金の〇〇％ 

宿泊当日の午後５時まで 宿泊料金の〇〇％ 

宿泊当日の午後５時以降 宿泊料金の〇〇％ 

 

 

５ 昼食弁当の変更・取消 

利用日の前日の〇〇時までに被選定事業所に連絡する。 

 

 

 



表内に記載してある金額は、全て消費税（10％）を含みます。

No 項目 留意事項

9/14～9/20 韓国選手団（176名） 韓国本部役員7名・選手169名

9/14～9/20 JSPO関係者（4名） JSPO4名

9/14～9/20 通訳（12名） 通訳A（団長1、本部2)・通訳B-1(競技帯同9)

9/14～9/20 通訳（2名）
通訳B-2（救護2名）
※原則、大会本部と同行

9/14～9/20 福井県帯同職員（12名） 本部対応等12名

9/14～9/20 後催県視察員（2名） 長崎県スポ協視察員2名

9/14～9/16
暫定

後催県視察員（2名） 未定県スポ協視察員2名

9/14～9/18 競技運営スタッフA（5名）
主任運営員
（自転車競技、ソフトテニス、軟式野球、バドミントン、ボウリ
ング）

9/14～9/19 競技運営スタッフA（4名） 主任運営員
（サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボール）

9/14
通訳C(5名）
（歓迎レセプション）

※レセプション会場では飲食しない

★夕食代2,000円（飲料含む）×5名×1日
※通訳はレセプション時は食事をせず通訳に徹する。終了後、別室にて夕食をとる。
※通訳14名（通訳A（3名）＋通訳B-1（9名）＋通訳B-2（2名）の9/14の夕食代は「１
宿泊費」に含まれる夕食代（4,200円以上）から充当し、通訳C（5名）は夕食代（1人
2,000円）を充てて夕食を用意すること。

9/15～9/18 通訳B-3　会場通訳（5名）
5競技
（自転車競技、ソフトテニス、軟式野球、バドミントン、ボウリ
ング）

昼食1,000円（飲料含む）×5名×4日

9/15～9/19 通訳B-3　会場通訳（4名）
4競技
（サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボー
ル）

昼食1,000円（飲料含む）×4名×5日

9/15～9/18
競技運営スタッフA　主任運営員
（5名）

5競技
（自転車競技、ソフトテニス、軟式野球、バドミントン、ボウリ
ング）

昼食1,000円（飲料含む）×5名×4日
※主任運営員の昼食は、「1宿泊費」に含まれる昼食代（1,000円）を充てる。
昼食は各競技の韓国選手団と同じ物を用意し、選手と一緒に食べる。

9/15～9/19
競技運営スタッフA　主任運営員
（4名）

4競技
（サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボー
ル）

昼食1,000円（飲料含む）×4名×5日
※主任運営員の昼食は、「1宿泊費」に含まれる昼食代（1,000円）を充てる。
昼食は各競技の韓国選手団と同じ物を用意し、選手と一緒に食べる。

9/15～9/18
競技運営スタッフB　運営員・補助員
（25名）

5競技
（自転車競技、ソフトテニス、軟式野球、バドミントン、ボウリ
ング）

弁当1,000円（飲料含む）×25名×4日　※1競技5名

9/15～9/19
競技運営スタッフB　運営員・補助員
（20名）

4競技
（サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボー
ル）

弁当1,000円（飲料含む）×20名×5日　※1競技5名

9/19
通訳C(5名）
（歓送夕食会）

※歓送会会場では飲食は行わない

★夕食代2,000円（飲料含む）×5名×1日
※通訳はレセプション時は食事をせず、通訳に徹する。終了後、別室にて夕食をとる。
※通訳14名（通訳A(3名)＋通訳B-1(9名)＋通訳B-2(2名)）の9/14の夕食代は「１宿泊
費」に含まれる夕食代（4,200円以上）から充当し、通訳C(5名)は夕食代（1人2,000円）
を充てて夕食を用意すること。

9/20

韓国選手団（176名）
JSPO役職員（4名）
福井県帯同職員（12名）
通訳（本部3名、競技帯同9名、救護
2名）
後催県視察員（2名）
　　　　　　　　　　　　計208名

※6泊7日（1泊3食付き）では対応できないため、
弁当またはレストランで昼食を準備する。

★昼食1,000円（飲料含む）×208名×1日

※JSPOの宿泊日数は今後増減する可能性があるため、宿泊日数が確定した後、弁当発注
数が増減する可能性がある。

★宿泊について
※競技運営スタッフAについては、競技にかかる韓国側との打ち合わせ業務に備え、競技
期間中は宿泊予定とする。
※宿泊地は、福井市内とする。
※但し、競技会場の都合上、9/15～9/18の3泊4日は、軟式野球競技（対象者21名）は嶺
南地域に宿泊する場合がある。帯同する通訳B-1および競技運営スタッフAも該当競技と
同様のホテルに宿泊する。

★宿泊費について
※宿泊費（@15,900円）は、3食を含む金額。
※但し、ホテルで食事をとらない場合は下記の金額をもとに支払いを行う。
（朝食代：1,000円、昼食代：1,000円、夕食代：4,200円以上）

★韓国および日本本部役員、通訳A、通訳B-2について
基本的に韓国本部役員（7名）と日本本部役員（JSPO4名・福井県12名・後催県4名）、
通訳A（3名）、通訳B-2（2名）の計32名の昼食と夕食は外食となる。
※外食予定日：【昼食】9/15～19　【夕食】9/16～20
※韓国団長の部屋は他の本部役員よりも高いグレードの部屋を用意すること。
※本部役員はダブル（又はツイン）のシングルユースを用意すること。
※通訳Aと通訳B-2はシングルタイプの部屋を用意すること。
※韓国および日本本部役員は9/14は歓迎レセプション、9/15はマスターズ前夜祭、9/19
は歓送夕食会で夕食をとる。
※通訳Aと通訳B-2の9/14・9/19の夕食は、1泊3食の夕食代（4,200円以上）を充当し別
途用意する。式典最中は通訳に徹していただくため、式典終了後に別途食事をとる。
※JSPOと後催県（未定）視察員2名の宿泊日数は、今後増減する可能性がある。宿泊日数
が確定した後、食事回数が増減する可能性がある。

★韓国選手、通訳B-1、競技運営スタッフAについて
※韓国選手団はツインで競技別・男女別にすること。3人以上の相部屋は不可とする。
※通訳B-1と競技運営スタッフAは、シングルタイプの部屋を用意すること。
※9/14は歓迎レセプション、9/15はマスターズ前夜祭、9/19は歓送夕食会で夕食をと
る。
※韓国選手（169）、通訳B-1（9）、競技運営スタッフA（9）の計187名の昼食（飲料含
む）は業者が準備する。昼食代は「1 宿泊費」に含まれる昼食代（1,000円）を充てる。
　（それ以外の会場通訳の弁当代は以下の弁当費に計上)

★9/15マスターズ前夜祭について
上記宿泊費よりマスターズ前夜祭に係る夕食代（単価：5,000円）を前夜祭会場（あわら
市内ホテル予定）に支払うこと。
＜支払い額内訳＞
・韓国選手団（5,000円×176名）、通訳（5,000円×14名）
・日本側関係者（5,000円×複数名）、競技運営スタッフA（5,000円×9名）
※前夜祭に参加する日本側関係者が現時点で未定であることから、福井県スポーツ協会お
よびJSPOと支払い額の確認を行った後、前夜祭会場（あわら市内ホテル予定）へ支払う
こと。
※今後の調整により、マスターズ前夜祭にて食事が提供されない場合がある。その場合
は、弁当支給やホテル（またはレストラン）での食事提供など、別途対応を依頼する場合
がある。

第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）　業務内容一覧 

委託業務内容（予定）

2

1 宿泊費

弁当費



表内に記載してある金額は、全て消費税（10％）を含みます。

No 項目 留意事項

第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）　業務内容一覧 

委託業務内容（予定）

9/14、9/20

団長車1台（運転手付）
本部バス1台（運転手付）
選手団バス５台（大型・運転手付）

別紙「第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流
バス等行程表」を参照すること。

★乗車人数（予定）
韓国選手団176名、JSPO4名、福井県帯同職員12名、通訳14名(通訳A(3名)、通訳B-2(2
名)、通訳B-1(9名))　、後催県(4名)　計210名（9/20　208名）
★9/14は左記7台分、中部国際空港で駐車スペースを確保する。
★9/20は本部バス１台、事務局レンタカー1台、中部国際空港で駐車スペースを確保す
る。
（空港での韓国選手団見送り対応及び福井県帯同職員送迎のため）
★福井市内ホテル⇔中部国際空港までの高速代、駐車場代、運転手等の食事等は
「バス借上料」に入れること。

9/14～9/18、9/20 荷物輸送車
別紙「第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流
バス等行程表」を参照すること。

荷物輸送車１台（屋根付　運転手付）
★競技用自転車18台等を輸送する。
★中部国際空港⇔福井市内ホテルまで、また、福井市ホテル⇔競技会場までの高速代、駐
車場代、運転手等の食事等は「バス借上料」に入れること。

9/15～9/19 選手団バス9台（運転手付） 競技会場及び福井県内（練習・試合・文化探訪）

9/15～9/19
団長車1台（運転手付）
本部車バス1台（運転手付）

競技会場及び福井県内（練習・試合・文化探訪）

9/14～9/20 事務局車両1台（ワゴンタイプ）
諸会場（練習・試合・文化探訪）先回り
・救護緊急用

各会場や施設移動の際、事務局専用車両として用意すること。

9/19 韓国選手団と日本本部役員等

韓国選手団と日本本部役員等で終日文化探訪する。
※韓国選手団176名、日本本部役員等32名、計208名
★上記の観光コースとは別に福井県内を対象とした
コースを提案し、観光名所でボランティアガイドがい
るところでは利用し、韓国選手に説明をお願いしま
す。その際、昼食を含めた、1日の行程表で提案をし
てください。

観光費（入場料等）として1人2,000円×208名
・韓国選手団　　　　2,000円×176名
・日本本部役員等　　2,000円× 32名
（JSPO4・福井県帯同職員12・通訳14(通訳A(3名)、通訳B-1(9名)、通訳B-2(2名)）・後
催県2）
★観光費 1人2,000円以内の観光・ショッピング等のコースを提案する。

9/14
歓迎レセプショ
ン

韓国選手団　176名
来賓等　　　60名
本部役員　　20名
（JSPO4・福井県12・後催県4）
競技運営スタッフA　9名
通訳　　　　19名
（通訳A(3名)・通訳B-1(9名)・通訳
B-2(2名)・通訳C(5名)）

　　計284名

宿泊ホテルで開催
★席上名立て（韓国選手団本部役員・来賓・JSPO・
福井県職員・後催県・通訳・競技運営スタッフA等）
準備
★福井県の紹介
★以下の提案をお願いします。
・アトラクション2団体（3万円×2団体）→解説付き

●来賓会費　　6,000円×60名

●韓国選手団176名・本部役員20名・競技運営スタッフA9名・通訳14名（通訳A(3名)、
通訳B-1(9名)、通訳B-2(2名))の会費は、「１ 宿泊費」に含まれる夕食代（4,200円以
上）で充当する。
●通訳Cについては、夕食代(2,000円)にて夕食を提供すること。
　・韓国選手団　4,200円×176名
　・本部役員　　4,200円×20名（JSPO4、福井県帯同職員12、後催県4）
　　※JSPO4名と後催県4名の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調
整のうえ、歓迎レセプションの参加人数が変更になる可能性がある。
　・競技運営スタッフA（主任運営員）　4,200円× 9名
　・通訳19名（参加人数には含めるが会費は支払わない）
　　※通訳19名は歓迎レセプション後、別室で食事をとる。
　　（通訳14名×4,200円、通訳C5名×2,000円）

★大型スクリーンとプロジェクター（ハングル字幕スーパー用）が必要となる。

9/19
歓送夕食会

韓国選手団　176名
来賓等　　　60名
本部役員　　18名
（JSPO4・福井県12・後催県2）
通訳　　　　19名
（通訳A(3名)・通訳B-1(9名)・通訳
B-2(2名)・通訳C(5名)）

　　計273名

宿泊ホテルで開催
★席上名立て（韓国選手団本部役員・来賓・JSPO・
福井県職員・後催県・通訳等）準備

・韓国選手団の出し物があるため、
　アトラクションは必要なし。

●来賓会費　　6,000円×60名

●韓国選手団176名・本部役員18名・通訳14名（通訳A(3名)、通訳B-1(9名)、通訳B-2(2
名))の会費は、「１ 宿泊費」に含まれる夕食代（4,200円以上)で充当する。
●通訳Cについては、夕食代(2,000円)にて夕食を提供すること。
　・韓国選手団　4,200円×176名
　・本部役員　　4,200円×18名（JSPO4、福井県帯同職員12、後催県2）
　　※JSPO4名と後催県4名の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調
整のうえ、歓送夕食会の参加人数が変更になる可能性がある。
　・通訳19名（参加人数には含めるが会費は支払わない）
　　※通訳19名は歓送夕食会後、別室で食事をとる。
　　（通訳14名×4,200円、通訳C5名×2,000円）

★大型スクリーンとプロジェクター（開始前にスライドショー）が必要となる。

9/16～9/18の
期間内の競技別

歓迎夕食会

韓国選手団　18～22名
競技運営スタッフA（主任運営員） 1
名
通訳B-1　1名
日本側競技役員　20名
計　最大44名　×9競技

9競技
※室内の掲示用の横断幕を準備してください。

●競技別夕食会費　4,000円×20名（日本競技役員）
※韓国選手団・競技帯同通訳・競技運営スタッフA（主任運営員）の会費は、「１ 宿泊
費」に含まれる夕食代（4,200円以上）で充当。

・観光費（入場料等）：1日1人1,000円以内（2日分を想定）
　韓国選手団・日本本部役員等の観光・ショッピング等のコースを提案する。

3 輸送費

5

4

※9/15～9/19のバス拘束時間は7:00～23:00とする。
※ホテルから各競技会場へ韓国選手を輸送する。
※試合終了後に周辺観光をする場合がある。
※競技会場及び周辺観光地からホテルへ輸送する。

★団長車・本部バスの高速代（宿舎⇔競技会場及び文化探訪地）は、借上料の中に入れる
こと。
★選手団バス(9台）の高速代（宿舎⇔競技会場及び文化探訪地）は、借上料の中に入れる
こと。
※9/19に試合がある競技については、終了後に文化探訪へ参加する。

会議費

観光費

本部役員
韓国選手団９競技

練習、試合、交流戦終了後に競技団体ごとに、
3～4時間の観光に行く場合がある。
★20名程度で、3～4時間の観光コースを4つ提案し、
観光名所でボランティアガイドがいるところでは利用
し、韓国選手に説明をお願いします。場所は韓国選手
団マスターズ競技開催地及び周辺市町とします。

9/15～9/18
(9/15は本部役
員のみ）



表内に記載してある金額は、全て消費税（10％）を含みます。

No 項目 留意事項

第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）　業務内容一覧 

委託業務内容（予定）

大会会期前
（通訳説明会）

会議室（1室）

会議室（100名程度収容）
通訳　28名
（通訳A(3名)・通訳B-1(9名)・通訳B-2(2名)・通訳B-
3(9名)・通訳C(5名)）
競技運営スタッフ　54名
（競技運営スタッフA(9名)・B(45名)）
福井県スポーツ協会　12名

★8月頃に通訳、競技運営スタッフを集めて、通訳等打合せを開催すること。

9/13～9/20 運営本部　１室 宿泊ホテル
★事務業務・ミーティング等の用途
（コピー機・FAX・ネットワーク環境・ホワイトボードを用意すること）

9/14～9/20
自転車保管室

韓国選手持参自転車 18台
自転車競技宿舎
★保管室（１室）

※韓国自転車競技選手は、最大自転車を18台持参するので、一般客の邪魔にならないよう
な部屋や場所を確保すること。作業スペースが十分にある部屋を準備すること。

9/14
来賓控室（1室）
アトラクション団体控室（2室）
通訳夕食会場（1室）

宿泊ホテル
通訳19名：
通訳A（3）通訳B-1（9）通訳B-2（2）通訳C(5）

★アトラクション代（30,000円×2団体）
★来賓控室1室、ｱﾄﾗｸｼｮﾝ控室2室を用意すること。
★通訳夕食会場１室（30名程収容）を用意すること。

9/19
来賓控室（1室）
通訳夕食控室（1室）

宿泊ホテル
通訳19名：
通訳A（3）通訳B-1（9）通訳B-2（2）通訳C(5）

★来賓控室1室を用意すること。
★通訳夕食会場１室（30名程収容）を用意すること。

9/14、9/19 式典運営機材 ★音響、スクリーン、プロジェクターなど、式典に必要な機材を用意すること。

9/13～9/20 携帯電話15台 交流期間中に本部、競技等の連絡に使用する。

★本交流を行うにあたって、上記以外の項目で経費が発生する場合は
　こちらに計上すること。
　※業務内容は業務委託費等を使用し、補足の欄に内容を記載すること。

●水×参加人数分

★本交流を行うにあたって、上記以外の項目で経費が発生する場合は
　こちらに計上すること。
　※業務内容は業務委託費等を使用し、補足の欄に内容を記載すること。

【飲み物の準備数量（見込）】
　別紙配布計画(案）参照
　水及びスポーツドリンク
※韓国本部・福井県帯同職員・通訳・後催県視察員・競技運営スタッフの飲み物はすべて
「水」を基本とする。

9/14 花束1束
空港出迎え時の歓迎セレモニーで使用する。
（韓国選手団団長にプレゼントする。）

花束（5,000円）

9/14～9/20 名札（ＩＤタグ）340個 交流期間中に交流に関わる全ての人々が使用する。 両国の参加者が読めるように韓国語と日本語をそれぞれ表記すること。

9/14～9/20 スタッフユニホーム　250着 交流期間中にスタッフが使用する。
ポロシャツ　250着　＠3,600円（上限）
デザインを含めた製作。

9/14～9/20 スタッフユニホーム（通訳用）30着 交流期間中に通訳が使用する。
ベスト　30着　＠3,000円（上限）
デザインを含めた製作。

9/19 記念品176個
歓送夕食会の時に使用する。
（記念品は、韓国選手団員全員にプレゼントする。）

福井県らしいものを準備すること（飲食物を除く）@1,500×176名

9/14～9/20 添乗業務　10名 本部団1名と各競技1名ずつ添乗し、期間内帯同する。 本部団1名は、韓国語に堪能な者が望ましい。

諸謝金 9/14～9/20 通訳A、通訳B（1、2、3）、通訳C 通訳A、通訳B（1、2、3）、通訳Cの謝金 ★謝金支払い

旅費 9/14～9/20 通訳A、通訳B（1、2、3）、通訳C 通訳A、通訳B（1、2、3）、通訳Cの謝金 ★旅費支払い

9 印刷製本費 プログラム作成（400冊）
韓国選手団176、日本本部役員20、通訳・運営員70、
競技団体90、事務局44

★プログラムはA5版で作成し、デザインは業者に委託するが、見やすいデザインにする
こと。
★両国の参加者が読めるように韓国語と日本語で表記すること。
★表表紙と裏表紙のみカラー印刷する。
★表表紙は、福井県内の風景等の写真を入れ、福井県のイメージを持たせるものにするこ
と。また、大会名、期間、開催地、主催、主管、スポーツ庁国庫補助事業「日韓共同未来
プロジェクト事業」、韓国及び日本の国旗を入れたデザインにすること。
★背表紙には「第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流プログラム」を入れること。
★総ページ数は、2019年度に開催された岐阜県を参考にすると約90ページ程度になる予
定。

①日本スポーツ協会にて、韓国選手団・運営スタッフ・通訳等を対象とした国内旅行保険へ加入するため、旅行会社での保険加入は不要。

②競技・式典会場における看板の設置、競技会場における韓国選手団控室の設置、自転車保管室の養生は、日本スポーツ協会が別途業者へ発注するため不要。

8

★飲料水の手配を行うこと
★毎日各バスに右記数量分の飲み物を積込むこと
※バス以外に宿泊施設にも配布する。

大会会期前
（通訳説明会）

飲み物100本および説明会運営
（通訳、競技運営スタッフ、事務
局）

9/14～9/20
飲み物
（韓国選手団・通訳・本部役員・競
技運営スタッフ）

7

6
会場等
借上費

雑役務費

★通訳説明会用の飲料を手配する
★通訳業務に必要な説明会を運営する

その他10



 

第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流 実施要項（案） 
＝スポーツ庁国庫補助事業＝ ＜日韓共同未来プロジェクト＞ 

 
１． 目  的 

2002年ワールドカップ・サッカー大会の日韓両国の共同開催決定を機に、幅広い年齢層を対象に各種のスポー
ツ交流を実施することによって、日韓両国の親善と友好をよりー層深め、更には両国のスポーツの振興を図ること
を目的とする。 

２． 交流方式 
日韓両国の代表団員が互いの国を訪問し、様々な交流を行う相互交流方式 

３． 主  催 
公益財団法人日本スポーツ協会 

４． 共  催（予定） 
公益財団法人福井県スポーツ協会、公益財団法人長崎県スポーツ協会、公益財団法人日本サッカー協会 
公益財団法人日本テニス協会、公益財団法人日本バレーボール協会、公益財団法人日本バスケットボール協会 
公益財団法人日本自転車競技連盟、公益財団法人日本ソフトテニス連盟、公益財団法人全日本軟式野球連盟 
公益財団法人日本バドミントン協会、公益財団法人全日本ボウリング協会 

５． 後  援（未定） 
 
６． 内  容（予定） 

【派 遣】 
（１）派遣対象 成人男女（30歳～70歳)：169名、本部役員：7名 
（２）派遣期間 2023年4月27日（木）～5月3日（水） 7日間 

 ※2023全国生活体育大祝典への参加を中心とした日程 
（３）競  技 9競技 

競技
サッカー

＜男子＞

(19名)

テニス

＜男女＞

(18名)

バレー

ボール

＜女子＞

(19名)

ﾊﾞｽｹｯﾄ

ﾎﾞｰﾙ

＜男子＞

(18名)

自転車

競技

＜男女＞

(18名)

ソフト

テニス

＜男女＞

(22名)

軟式

野球

＜男子＞

(19名)

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

＜男女＞

(18名)

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ

＜男女＞

(18名)

本部

役員

合計

人数

福井県

(124名）
19 9 19 18 9 13 19 9 9

長崎県

(45名)
－ 9 － － 9 9 － 9 9

7 176

 
（４）会  場 大韓民国・慶尚北道 
（５）経  費 参加料：25,000円 

韓国内での滞在費は大韓体育会の負担 
その他派遣に関わる以下の経費は公益財団法人日本スポーツ協会の負担 

a 集合、離散に関わる国内交通費 
(但し、自宅から指定された集合場所までの経費は自己負担) 

b 前泊に伴う宿泊費(日程上、必要が生じた場合) 
c 渡航費(但し、パスポートの取得に関する諸経費は自己負担) 
d 旅行傷害保険 
e ユニフォーム(競技用ユニフォームは含まない) 

（６）そ の 他 監督・コーチは、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格を有する者が望ましい。 
 

【受 入】 
（１）受入対象 韓国の成人男女（35歳～ ※日本スポーツマスターズ競技別実施要項に基づく)  

 韓国本部役員  
（２）受入期間   2023年9月14日（木）～9月20日（水） 7日間 

 ※日本スポーツマスターズ2023福井大会への参加を中心とした日程 
（３）競  技 9競技 

競技
サッカー
＜男子＞

テニス
＜男女＞

バレー
ボール

＜女子＞

ﾊﾞｽｹｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ

＜男子＞

自転車
競技

＜男女＞

ソフト
テニス

＜男女＞

軟式
野球

＜男子＞

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
＜男女＞

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ
＜男女＞

本部
役員

合計
人数

人数 19 18 19 18 18 22 19 18 18 7 176  
（４）会  場 福井県（日本スポーツマスターズ開催地） 
（５）経  費 公益財団法人日本スポーツ協会 負担 

15



2022/12/7

日程

期日

時間 時間 内      容 時間 内      容 時間 内      容 時間 内      容 時間 内      容 時間 内      容 時間 内      容

6:00

7:00 7:00 朝食 7:00 朝食 7:00 朝食 7:00 朝食 7:00 朝食 7:00 朝食

8:00 8:00 出発 8:00 出発 8:00 出発

9:00 9:00 出発 9:00 出発 9:00 出発

文化探訪

10:00 午前 競技別練習

本部団は視察

11:00

12:00 ●中部国際空港（時間未定）着

13:00 団長車1台、本部車1台 午後 文化探訪（本部団のみ） 午後 文化探訪 中部国際空港着

選手団バス必要数台

14:00

15:00

16:00 ●中部国際空港（未定時間）発

16:30 マスターズ前夜祭

17:00 福井市内ホテル着 （あわら市内）

18:00 18:00 JSPO主催夕食会（本部団） 18:00 県スポ協主催夕食会（本部団） 18:00 答礼夕食会（本部団） 18:00 歓送夕食会

（福井市内） （福井市内） （福井市内） （福井市内）

19:00 19:00 歓迎レセプション

（福井市内ホテル）

20:00

21:00

22:00

第２７回日韓スポーツ交流事業・成人交歓交流（受入）日程(案)

1 2 3 4 5 6 7

9月19日（火） 9月20日（水）9月14日（木） 9月15日（金） 9月16日（土） 9月17日（日） 9月18日（月）

※４競技（サッカー・テニ
ス・バレーボール・バスケッ
トボール）は結果次第で試合
あり

昼　食

宿　舎

歓迎レセプション
（宿泊ホテル）

宿泊先：（福井市内）　　※軟式野球の競技会場が嶺南（敦賀市、美浜町、小浜氏、おおい町）の場合は、嶺南の宿舎を要検討

歓送夕食会
（宿泊ホテル）

マスターズ開会式（前夜祭）
（あわら市内）

夕　食

いずれかの日にちで、競技別夕食会

【マスターズ大会参加（９競技）】

①サッカー（男） （坂井市） １９名
②テニス（男女） （福井市） １８名
③バレーボール（女） （鯖江市・越前市） １９名
④バスケットボール（男）（福井市・あわら市） １８名
⑤自転車競技（男女） （県内） １８名
⑥ソフトテニス（男女） （越前市） ２２名
⑦軟式野球（男） （越前市・敦賀市・美浜町・小浜市・おおい
町）

１９名
⑧バドミントン（男女） （勝山市） １８名
⑨ボウリング（男女） （福井市） １８名
※本部役員については、各競技会場等を視察する。
※競技の結果により、交流試合・文化探訪を行う。
※開催場所については、上記の場所で実施するものとする。

（変更の場合あり）



出発地 出発時間 到着地 到着時間 出発地 出発時間 到着地 到着時間 備考

大型バス 5 　バス営業所 中部国際空港 12:00 中部国際空港 14:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　バス営業所 中部国際空港 12:00 中部国際空港 14:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 8:00 中部国際空港 11:30 中部国際空港 14:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

自転車競技用荷物輸送車 1 　バス営業所 中部国際空港 12:00 中部国際空港 14:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 8:00 中部国際空港 11:30 中部国際空港 14:00 　福井市内ホテル 17:00

大型バス（競技用） 9 　福井市内ホテル 9:00 各競技会場（※） 各競技会場（※） 　福井市内ホテル 15:00 運転手付き

自転車競技用荷物輸送車 1 　福井市内ホテル 9:00 自転車競技会場 自転車競技会場 　福井市内ホテル 15:00 運転手付き

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 15:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 15:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 15:00

大型バス（軟式野球以外の競技用） 8 　福井市内ホテル 15:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 16:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 18:00 　福井市内ホテル 19:00 運転手付き

大型バス（軟式野球） 1 　福井市内ホテル 15:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 16:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 18:00 　宿泊ホテル 19時以降 運転手付き

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 15:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 16:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 18:00 　福井市内ホテル 19:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 15:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 16:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 18:00 　福井市内ホテル 19:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 15:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 16:00 あわら市内ホテル（前夜祭会場） 18:00 　福井市内ホテル 19:00

大型バス（軟式野球以外の競技用） 8 　福井市内ホテル 8:00 各競技会場（※） 各競技会場（※） 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

大型バス（軟式野球） 1 　宿泊ホテル 8:00 競技会場（嶺南かも） 競技会場（嶺南かも） 　宿泊ホテル 17:00 運転手付き

自転車競技用荷物輸送車 1 　福井市内ホテル 8:00 自転車競技会場 自転車競技会場 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 17:30 福井市内夕食会場 18:00 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 17:30 福井市内夕食会場 18:00 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 17:00 福井市内夕食会場 17:30 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30

競技別夕食会（9/16～9/18のいずれかの日） 　宿泊ホテル 17:30 夕食会場 18:00 夕食会場 20:00 　宿泊ホテル 20:30 運転手付き

大型バス（軟式野球以外の競技用） 8 　福井市内ホテル 8:00 各競技会場（※） 各競技会場（※） 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

大型バス（軟式野球） 1 　宿泊ホテル 8:00 競技会場（嶺南かも） 競技会場（嶺南かも） 　宿泊ホテル 17:00 運転手付き

自転車競技用荷物輸送車 1 　福井市内ホテル 8:00 自転車競技会場 自転車競技会場 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 17:30 福井市内夕食会場 18:00 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 17:30 福井市内夕食会場 18:00 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 17:00 福井市内夕食会場 17:30 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30

競技別夕食会（9/16～9/18のいずれかの日） 　宿泊ホテル 17:30 夕食会場 18:00 夕食会場 20:00 　宿泊ホテル 20:30 運転手付き

大型バス（軟式野球以外の競技用） 8 　福井市内ホテル 8:00 各競技会場（※） 各競技会場（※） 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

大型バス（軟式野球） 1 　宿泊ホテル 8:00 競技会場（嶺南かも） 競技会場（嶺南かも） 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

自転車競技用荷物輸送車 1 　福井市内ホテル 8:00 自転車競技会場 自転車競技会場 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 17:30 福井市内夕食会場 18:00 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 17:30 福井市内夕食会場 18:00 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 17:00 福井市内夕食会場 17:30 福井市内夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30

競技別夕食会（9/16～9/18のいずれかの日） 　福井市内ホテル 17:30 夕食会場 18:00 夕食会場 20:00 　福井市内ホテル 20:30 運転手付き

大型バス（競技用・本部） 10 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 　福井市内ホテル 17:00

大型バス（競技用） 5 　福井市内ホテル 9:00 中部国際空港 13:00 運転手付き

団長車（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 9:00 中部国際空港 13:00 運転手付き

本部用大型バス 1 　福井市内ホテル 9:00 中部国際空港 13:00 中部国際空港 16:30 　福井市内ホテル 20:00 運転手付き

自転車競技用荷物輸送車 1 　福井市内ホテル 9:00 中部国際空港 13:00 運転手付き

事務局レンタカー（ワゴンタイプ） 1 　福井市内ホテル 8:00 中部国際空港 12:00 中部国際空港 16:30 　福井市内ホテル 20:00

＜会場一覧＞※予定
Np. 種　　目 市町 Np. 市町

1 サッカー 坂井市 6 越前市

2 テニス 福井市 7 越前市

3 バレーボール 越前市 8 勝山市

4 バスケットボール 福井市 9 福井市

5 自転車競技 県内

軟式野球
バドミントン

　丹南総合公園野球場　等（嶺南かも）　福井運動公園テニスコート

　福井市営体育館　等
　未定

ボウリング 　スポーツプラザWAVE40
　越前市アイシンスポーツアリーナ　等

　越前市武生中央公園庭球場　等ソフトテニス

　勝山市体育館ジオアリーナ

　日東シンコースタジアム丸岡　等

第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流　バス等行程表

台数種別日付

会　場　名 種　　目 会　場　名

往　　路 復　　路

9月20日

9月14日

本部視察（○○市を想定）

本部視察（○○市を想定）

本部視察（○○市を想定）

9月15日

9月16日

9月17日

本部視察（○○市を想定）

※韓国団降車後は、バス営業所へ

※自転車積み下ろし後は、バス営業所へ

9月18日

１日観光コース9月19日

※韓国団降車後は、バス営業所へ

※4競技（サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボール）は結果次第で試合あり



昼食 夕食 昼食 夕食 昼食 夕食 昼食 夕食 昼食 夕食 昼食 夕食 昼食 夕食

本部（日本団含む） 軽食 歓迎会 外食 前夜祭 外食
（外食）
県主催

外食
（外食）
JSPO主催

外食
（外食）
答礼

外食 歓送会 軽食

本部通訳 軽食 弁当 外食 前夜祭 外食
（外食）
県主催

外食
（外食）
JSPO主催

外食
（外食）
答礼

外食 弁当 軽食

救護通訳 軽食 弁当 外食 前夜祭 外食
（外食）
県主催

外食
（外食）
JSPO主催

外食
（外食）
答礼

外食 弁当 軽食

サッカー 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

弁当or外食 歓送会 軽食

テニス 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

弁当or外食 歓送会 軽食

バレーボール 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

弁当or外食 歓送会 軽食

バスケットボール 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

弁当or外食 歓送会 軽食

自転車競技 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

外食 歓送会 軽食

ソフトテニス 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

外食 歓送会 軽食

軟式野球 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

外食 歓送会 軽食

バドミントン 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

外食 歓送会 軽食

ボウリング 軽食 歓迎会 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

外食 歓送会 軽食

帯同通訳 軽食 弁当 弁当 前夜祭 弁当 競技別歓迎夕食会
16〜18日の1日 弁当

ホテル
or外食

弁当
ホテル
or外食

弁当or外食 弁当 軽食

会場通訳 弁当 弁当 弁当 弁当
臨時通訳 弁当 弁当

食事関係一覧表

団体名 人数
9月20日9月14日 9月15日 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日



（別紙様式４-①）

項番 業務内容 上限額（円） 人数（人） ⾦額（円） 備 考

1 韓国選手団（本部7、選手169） 15,900 176 6泊 7日 16,790,400 9/14〜9/20

2 JSPO（4） 15,900 4 6泊 7日 381,600 9/14〜9/20

3 通訳A（団⻑1、本部2) 15,900 3 6泊 7日 286,200 9/14〜9/20

4 通訳B-1(競技帯同9）、通訳B-2（救護2） 15,900 11 6泊 7日 1,049,400 9/14〜9/20

5
福井県帯同職員
（本部等12）

15,900 12 6泊 7日 1,144,800 9/14〜9/20

競技運営スタッフA（主任運営員）
（競技帯同5）

15,900 5 4泊 5日 318,000 9/14〜9/18

競技運営スタッフA（主任運営員）
（競技帯同４）

15,900 4 5泊 6日 318,000 9/14〜9/19

7 後催県（⻑崎県）視察員2 15,900 2 6泊 7日 190,800 9/14〜9/20

8 後催県（未定）視察員2 15,900 2 2泊 3日 63,600 9/14〜9/16（暫定）

219 20,542,800

 ※日本食等の内容を踏まえ、それぞれの昼食・夕食内容の提案をお願いします。
 ※場所については、競技会場開催地又は宿舎付近等で提案してください。
 （日時等の提案は、競技時間等が不明なため、場所、料理内容の提案とします）

１ 宿泊費
⾦額単位︓円

合  計

★宿泊地は、福井市内とする。
但し、競技会場の都合上、9/15〜18の3泊4日は、軟式野球競技（対象者は21人）は嶺南地域に宿泊する場合がある。

 ホテル側と交渉し、以下の項目に関しての提案は別途資料にて提出してください。

⑨韓国本部役員（7名）と日本本部役員（JSPO4名・福井県12名、後催県4名）、通訳A（3名）、通訳B-2（2名）は

日数（日）

④韓国及び日本本部役員の部屋は、ダブル（又はツイン）のシングルユースで提案してください。

6

②宿泊施設について基本Ａグレード以上で提案してください。
③韓国団⻑の部屋は、他の本部役員よりグレードの⾼い部屋で提案してください。

①上記宿泊数は予定であるが上記人数にて提案すること。（最終実績により増減がある）
 ※全体の宿舎は1つのホテルで収容できることを原則とする。困難な場合には、近接する2つ以内とする。

●その他の内容については、「業務内容一覧」を参照のこと。

●JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数および宿泊日数は、今後増減する可能性がある。

 ※３人以上の相部屋は不可とする。

 ※期間中のメニューが同一にならないように、調整すること。メニュー例を提案書に記載することが望ましい。

 右記の日にちの昼食と夕食は外食となります。【昼食（9/15〜19）、夕食（9/16〜18）】

⑦日本スポーツ協会の規程により、宿泊費上限は１泊３食付＠15,900円（税・サービス料⾦・ホテル税等を含む）を
⑥通訳ならびに競技運営スタッフA（主任運営員）の部屋は、シングルタイプの部屋で提案してください。

⑤韓国選手団は、ツインで競技別・性別になるよう提案してください。

⑩宿舎と中⼼街（福井駅）まで距離がある場合は、宿舎側でシャトルバスを準備することを希望する。

 ※JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調
整のうえ、食事回数が増減する可能性がある。

 上限とする。ホテルで食事を取らない場合は、以下の⾦額をもとに⽀払いを⾏う。
 【朝食代1,000円／昼食代1,000円／夕食代4,200円以上】
⑧ホテルでの食事について、ごはん・パン等・スープ類はおかわりできることが望ましい。
 また、キムチ・コチュジャン等提供できることが望ましい。



（別紙様式４-②）

項番 業務内容 上限額（円） 人数（人） 日数（日） ⾦額（円） 備 考

1
歓迎レセプション
通訳C（式典通訳）夕食（9/14）

2,000 5 1 10,000

通訳B-3（会場通訳）
昼食（弁当等）（9/15〜18）

1,000 5 4 20,000

通訳B-3（会場通訳）
昼食（弁当等）（9/15〜19）

1,000 4 5 20,000

競技運営スタッフA（主任運営員）

昼食（弁当等） （9/18）
1,000 5 1 5,000 1泊3食非対応分

競技運営スタッフA（主任運営員）

昼食（弁当等） （9/19）
1,000 4 1 4,000 1泊3食非対応分

競技運営スタッフB（運営員・補助員）

昼食（弁当等）（9/15〜18）
1,000 25 4 100,000 各競技5人×5競技

競技運営スタッフB（運営員・補助員）

昼食（弁当等）（9/15〜19）
1,000 20 5 100,000 各競技5人×4競技

5
歓送夕食会
通訳C（式典通訳）夕食（9/19）

2,000 5 1 10,000

6
帰国日＜昼食＞
（9/20）

1,000 208 1 208,000 1泊3食非対応分

281 477,000

（韓国選手団176・JSPO4・福井県帯同職員12・通訳14・後催県2 計208名）
 ※通訳14＝通訳A(3名)・通訳B-1(9名)・通訳B-2(２名)

 通訳はレセプション時には飲食はしません（終了後、別室にて夕食となります）。
その際、通訳14名（通訳A(3名)、通訳B-1(9名)、通訳B-2(2名)）の9/14、9/19の夕食代は、「1 宿泊費」に含まれる夕食代
 （4,200円以上）を充て、通訳C（式典通訳）と合わせて夕食の用意をお願いします。
※上記以外の宿泊者（韓国選手団等）の弁当については、1泊3食での対応となります（「1宿泊費」に含まれています）。
★通訳の歓送迎レセプションの夕食時の夕食代（弁当等）単価は2,000円、その他の日の昼食代（弁当等）は1,000円以内。
★9/20の昼食（208名分）は、6泊7日（１泊3食）には含まれません。業者側で手配し、計上してください。

4

２ 弁当費
⾦額単位︓円

合  計

※歓迎レセプションにおける通訳C（式典通訳）5名（9/14）と、歓送夕食会における通訳C（式典通訳）5名（9/19）の
 夕食（弁当等）について計上します。

2

3

（韓国本部7、JSPO4、福井県帯同職員12、通訳5、後催県2、計30名）

（韓国本部７、JSPO4、福井県帯同職員12、通訳5、後催県4 計32名）

  食事個数が増減する可能性がある。

  弁当個数が増減する可能性がある。
【上記以外の昼食として】
●9/14 バス内弁当もしくはレストランで昼食
（韓国選手団176・JSPO4・福井県帯同職員12・通訳14・後催県4 計210名）
 ※通訳14＝通訳A(3名)・通訳B-1(9名)・通訳B-2(２名)

●9/15  本部並びに競技ごとに、ホテルor弁当もしくはレストランで昼食

 ※通訳14＝通訳A(3名)・通訳B-1(9名)・通訳B-2(2名)

 ※ただし、16日のみ後催県2名を加えた32名とする。

 ※通訳5＝通訳A(3名)・通訳B-2(2名)
★昼食（弁当等）に関しては、温かいものを提供し、品目を重複させず、かつ⼗分に量を提供すること。また、必ず飲料をつけること。
●9/19  文化探訪場所等での昼食
（韓国選手団176・JSPO4・福井県帯同職員12・通訳14・後催県2 計208名）
 ※試合の日程によっては、４競技（サッカー男、テニス男⼥、バレーボール⼥、バスケットボール男）が試合の可能性がある。

  食事個数が増減する可能性がある。

  食事個数が増減する可能性がある。

 ※JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調整のうえ、

 ※JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調整のうえ、食事回数が
増減する可能性がある。

 ※JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調整のうえ、

 ※JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調整のうえ、

 ※JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調整のうえ、

（韓国選手169・主任運営員9・帯同通訳9 計187名）

●9/16〜18 ホテルor弁当もしくはレストランで昼食
 ※競技の勝敗等によって人数が変わることがある。
（韓国選手169・競技運営スタッフA(9名)・通訳B-1(9名) 計187名）
●9/16〜18 レストランで昼食



個数 単価 小計 個数 単価 小計 個数 単価 小計 個数 単価 小計 個数 単価 小計 個数 単価 小計 個数 単価 小計 個数 金額

韓国・選手／指導者 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 1,000 169,000 169 169,000

韓国・本部役員 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1,000 7,000 7 7,000

日本スポーツ協会 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,000 4,000 4 4,000

福井県帯同職員 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1,000 12,000 12 12,000

後催県
（長崎県） 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,000 2,000 2 2,000

通訳
（通訳A 3名） 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,000 3,000 3 3,000

通訳
（通訳B-1 9名） 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1,000 9,000 9 9,000

通訳
（通訳B-2 2名） 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,000 2,000 2 2,000

通訳
（通訳B-3）

(自転車、ソフトテニス、軟式野球、バドミントン、ボウリング)

5 0 0 5 1,000 5,000 5 1,000 5,000 5 1,000 5,000 5 1,000 5,000 0 0 0 0 20 20,000

通訳
（通訳B-3）

(サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボール)
4 0 0 4 1,000 4,000 4 1,000 4,000 4 1,000 4,000 4 1,000 4,000 4 1,000 4,000 0 0 20 20,000

通訳
（通訳C 10名） 10 5 2,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,000 10,000 0 0 10 20,000

競技運営スタッフA
(自転車、ソフトテニス、軟式野球、バドミントン、ボウリング)

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,000 5,000 0 0 0 0 5 5,000

競技運営スタッフA
(サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボール)

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,000 4,000 0 0 4 4,000

競技運営スタッフB
(自転車、ソフトテニス、軟式野球、バドミントン、ボウリング)

25 0 0 25 1,000 25,000 25 1,000 25,000 25 1,000 25,000 25 1,000 25,000 0 0 0 0 100 100,000

競技運営スタッフB
(サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボール)

20 0 0 20 1,000 20,000 20 1,000 20,000 20 1,000 20,000 20 1,000 20,000 20 1,000 20,000 0 0 100 100,000

合計 281 5 10,000 9 54,000 9 54,000 9 54,000 9 59,000 9 38,000 208 208,000 467 477,000

※配布方法については、主催者と相談のうえ、決定

9月19日(火)

第6日

9月18日(月)

第5日

人数区　分

第4日

9月17日(日)9月16日(土)

第3日

9月15日(金)

第2日

弁当配布計画(案）

小計
9月14日(木)

第1日

9月20日(水)

第7日



（別紙様式４-③）

項番 業務内容 上限額（円） 数（台） 日数（日） ⾦額（円）

2 本部バス（⼤型） 9/14〜9/20 実費 1 7
選手バス（⼤型） 9/14、9/20 実費 5 2
選手バス（⼤型） 9/15〜9/19 実費 9 5

4
⾃転⾞輸送用トラック（２ｔ⾞）
9/14〜9/18、9/20

実費 1 6

5 事務局レンタカー 実費 1 7

 ※9/15〜19は7:00〜23:00

★手配できる団⻑⾞・バス等の画像も併せて提⽰して下さい。
★団⻑⾞、本部⾞バス、韓国選手団のバスについて具体的な⾞種等を提⽰してください。

1

 ※9/15〜19は7:00〜23:00。9/15はホテルからマスターズ前夜祭会場までの送迎も含む。

団⻑⾞（⼤型ハイヤー︓ワゴンタイ
プ） 9/14〜9/20

★選手団バス（⼤型５台） の確保（韓国選手169名乗⾞）

 ※9/20は9:00（仮）に福井市を出発  福井市→中部国際空港→営業所

7

★団⻑⾞ハイヤー（１台）の確保（韓国団⻑１名、JSPO1名、福井県1名、通訳１名乗⾞）

 ・韓国団団⻑を降ろした後は、業務なし。

 ※9/14〜20の間、使用する

 ※9/20は9:00（仮）に福井市を出発  福井市→中部国際空港→福井市内ホテル

★事務局⾞両（1台）の確保（ワゴンタイプ）

 ※9/15〜9/18は7:00〜18:00

 ・競技用具を降ろした後は、業務なし。

以下の項目に関しての提案は別途資料にて提出してください。

 ※9/14は13︓00（仮）に中部国際空港に到着 営業所→中部国際空港→福井市 その後業務なし。

★関⻄国際空港駐⾞場の確保

 ※競技用具等（⾃転⾞１８台等）を輸送する。

 ・9/15〜19、団⻑⾞・本部⾞バスの⾼速代（福井市⇔競技会場及び文化探訪地）を計上すること。

 ※9/20は9:00（仮）に福井市を出発  福井市→中部国際空港→営業所

 ※9/14は13︓00（仮）に中部国際空港に到着 バス営業所→中部国際空港→福井市 その後23︓00まで拘束。

 ※9/20  本部⾞、事務局⾞両

★荷物輸送用⾞屋根付きトラック（⾃転⾞１８台等の輸送）の確保

【留意事項】

3

 ・韓国選手団を降ろした後は、業務なし
 ※9/20は9:00（仮）に福井市を出発  福井市→中部国際空港→バス営業所

 ※9/14は8:00（仮）に福井市を出発 福井県関係者等12名＋通訳14名（通訳A(3名)、通訳B-1(9名)、通訳B-2(2名)）を
乗せて、福井市内ホテル→中部国際空港→福井市 その後23︓00まで拘束。

 ※9/14 団⻑⾞、本部⾞、選手団バス、荷物輸送⾞、事務局⾞両

 ※ホテルから各競技会場、練習、試合後に県内観光を⾏う予定。

★⾼速代を計上について

 ・運転手等の昼食、夕食代についてはバス借上料の中に計上すること。

★選手団バス（⼤型９台）の確保（1台につき、韓国選手22名以内、通訳１名、競技帯同１名）

 ・9/15〜19、選手団バス（9台）の⾼速代（福井市⇔競技会場及び文化探訪地）を計上すること。

【⾒積りに関して】
★関⻄国際空港への送迎（9/14・20）の、⾼速代・駐⾞料⾦・運転手の食事代等はバス借上料に計上すること。

３ 輸送費
⾦額単位︓円

合  計

 ※9/14は13︓00(仮)に中部国際空港に到着 営業所→中部国際空港→福井市 その後23︓00まで拘束。
 ※9/15〜19は7:00〜23:00

 ・JSPO（4名のうち2名）と後催県（未定）視察員2名の人数が今後増減する可能性があることから、調整のうえ、乗⾞人
数が増減する可能性がある。

 ・中部国際空港で歓送式等があり、空港での待ち時間（2時間程度）と福井県関係者及び通訳を福井市まで送る。

1 実費

★本部バス（⼤型１台）の確保（韓国本部６名、福井県11名、後催県４名、通訳４名、JSPO4名乗⾞）



（別紙様式４-④）

項番 業務内容 上限額（円） 人数（人） 日数（日） ⾦額（円） 備 考

1
競技別コース提案
①〜④

1,000 217 2 434,000
韓国選手団176、JSPO4、福井県帯同職員12、
通訳14（団⻑1、本部2、救護2、競技帯同9）、主
任運営員9、後催県2 計217名

2 全体コース 2,000 208 1 416,000
韓国選手団176、JSPO4、福井県帯同職員12、
通訳14（団⻑1、本部2、救護2、競技帯同9）、後
催県2 計208名

850,000
 ※上の内訳の項目が合わない場合は、修正してもらっても構いません。

★競技別コース提案①〜④

・JSPOと福井県スポーツ協会帯同職員、後催県視察員の人数が今後増減する可能性があることから、調整の
うえ、参加人数が増減する可能性がある。

・サッカー、テニス、バレーボール、バスケットボールは、競技結果次第で試合が入ります。

★全体コース

４ 観光費
⾦額単位︓円

計

 以下の項目に関しての提案は別途資料にて提出してください。

・9/16〜18試合後の観光・ショッピングコースの提案
9⽉16日〜18日における観光・ショッピング等を1グループ約20名程度で3〜4時間の観光コースを提案し、
観光名所でボランティアガイドがいるところでは利用し、韓国選手に説明をお願いします。場所はマスターズ
競技開催地など福井県内とします。
9⽉16日〜18日の観光費（入場料、記念写真等）は1人1,000円×２回又は2,000円以内です。

・9/19 9:00〜17:00 福井県内の観光コース提案
9⽉19日の文化探訪（9:00〜17:00）は、208名を対象とした上記の競技別コース以外に福井県内を対象とし
たコースを提案し、観光名所でボランティアガイドがいるところでは利用し、韓国選手に説明をお願いしま
す。その際、昼食を含めた⾏程表で提案すること。
（昼食代1人1,000円です。昼食代は「１宿泊費」の中に含まれています。）
9⽉19日の観光費（入場料、記念写真等）は1人2,000円以内です。
（韓国選手団176、JSPO4、福井県帯同職員12、通訳14（団⻑1・本部2・競技帯同9・救護2）、後催県2
計208名）



（別紙様式４-⑤）

項番 業務内容 上限額（円） 人数（人） ⾦額（円） 備  考

1
歓迎レセプション(9/14)
・来賓60名

6,000 60 360,000

2
アトラクション(9/14)
・２団体

30,000 2 60,000 謝⾦︓１団体３万円上限

3
歓送夕食会(9/19)
・来賓60名

6,000 60 360,000

4
競技別歓迎夕食会
・9競技（日本人20名上限）

4,000 180 720,000 各競技20名×9競技

1,500,000

【企画・準備するもの】
○来賓、韓国本部役員、JSPO本部役員、通訳等の席上名⽴て（韓国語と日本語表記）を準備すること。

○次第等（韓国語と日本語表記）を準備すること。

「１宿泊費」に含まれる夕食代（4,200円以上）を充てる。来賓の単価は6,000円。

・歓迎レセプション（9/14）の韓国団及び本部役員の計196名については、

●通訳の食事について

・歓迎レセプション並びに歓送夕食会での食事について、選手は食欲旺盛なので量に気をつけること。

（196名内訳︓韓国選手団176名、JSPO4名、福井県帯同職員12名、後催県4名）

 ※日本スポーツマスターズ前夜祭(9/15)でもアトラクションがあるので、調整が必要。

・夕食代は、飲料代を含めたものとする。

５ 会議費
⾦額単位︓円

合  計

●韓国団（176）・日本本部役員等（20︓JSPO4、福井県12、後催県4）・来賓(60)の食事について

（194名内訳︓韓国選手団176名、JSPO4名、福井県帯同職員12名、後催県2名）

・歓送夕食会（9/19）の韓国団及び日本本部役員の計194名については、

・競技別歓送夕食会においては、日本側（福井県）の参加者は、１競技4,000円×20名を上限とする。

○歓迎レセプション時、⼤型スクリーンによる福井県の紹介（ハングル字幕）を準備すること。

・福井県の特色を活かしたアトラクションを2つ提案すること。予算は1団体＠30,000円。

・歓迎レセプション及び歓送夕食会においては、通訳（19名）については、レセプション終了後に別室にて夕
食をとる。
・通訳14名（通訳A(3名)、通訳B-1(9名)、通訳B-2(2名)）は「１宿泊費」に含まれる夕食代（4,200円以
上）を充て、通訳C（式典通訳）5名については夕食代（2,000円）にて夕食を提供すること。

・その場合、韓国チーム18〜22名、帯同通訳1名・主任運営員1名は「１宿泊費」に含まれる夕食代（4,200
円以上）を充てる。

【参考】

●歓迎レセプションについて

 ※JSPO4名と後催県4名の人数と宿泊日数が今後増減する可能性があることから、調整のうえ、歓迎および歓
送夕食会の参加人数が変更になる可能性がある。

・夕食代は、飲料代を含めたものとする。

「１宿泊費」に含まれる夕食代（4,200円以上）を充てる。来賓の単価は6,000円。

●競技別歓迎夕食会について



（別紙様式４-⑥）

項番 業務内容 上限額（円） （室）（台） 日数（日） ⾦額（円） 備  考

1 通訳等打合せ会（8⽉頃） 実費 1 1

2 運営本部室（9/13〜9/20） 実費 1 8 環境の整備

3 式典運営機材（9/14、9/19） 実費 1 2

4 ⾃転⾞保管室（9/14〜9/20） 実費 1 7

5 歓迎レセプション(9/14)・来賓控室 実費 1 1

6 アトラクション(9/14、19)・２団体控
室

実費 2 1 １団体１室

7 通訳夕食会場(9/14)・通訳控室 実費 1 1 30名程収容

8 歓送夕食会(9/19)・来賓控室 実費 1 1

9 通訳夕食会場(9/19)・通訳控室 実費 1 1 30名程収容

10 携帯電話レンタル料・通話料 実費 15 8 配達料含む 9/13〜9/20

●通訳の食事について

  通訳19名（通訳A(3名)、通訳B-1(9名)、通訳B-2(2名）、通訳C(5名)）

○9/14、19 来賓控室（1室）、アトラクション出演者控室（2室）、通訳夕食場所（1室）を準備すること。
 ・コピー機（カラー）、FAX、ネットワーク環境、ホワイトボードを用意すること。

【参考】

・歓迎レセプション及び歓送夕食会において、通訳（19名）はレセプション終了後に別室にて夕食をとる。

○携帯電話
・9/13〜20の８日間、事務局用の携帯電話(15台)の手配(通話料、配送料含む)

○9/14〜9/20 宿舎に⾃転⾞保管室18台分（1室）を準備すること。
 ・作業スペースが⼗分にあること。

６ 会場等借上費
⾦額単位︓円

合  計

【留意事項】
○9/13〜9/20 宿舎に運営本部（1室）を準備すること。

 ※控室等の湯茶サービスは無償とすること。



（別紙様式４-⑦）

項番 業務内容 上限額（円） （個） ⾦額（円） 備 考

1 水（通訳説明会用） 実費 100
通訳説明会

出席者分のみ対象

2 水 実費 5,650

3 スポーツドリンク 実費 1,400

4 歓迎花束 5,000 1 5,000 9/14 空港で韓国選手団団
⻑に渡す。

5 韓国選手団への記念品 1,500 176 264,000 歓送夕食会で全員に渡す。

6 名札（IDタグ） 実費 340

7 スタッフユニホーム 3,600 250 900,000 ポロシャツ
※デザインも含めて作成

8
スタッフユニホーム（通訳
用）

3,000 30 90,000 ビブス
※デザインも含めて作成

9 添乗経費等

10 通訳説明会運営費

11 その他必要物品

・本事業を実施するにあたり、本部団に１名、各競技に１名ずつ添乗してください。
 なお、本部団に添乗する方は、韓国語に堪能な方が望ましい。

・福井県らしいものとする。(＠1,500円程度)

★飲料水の手配と積み込みについて
【その他の事項】

７ 雑役務等費
⾦額単位︓円

別紙配布計画案参照

合  計

※9競技+本部（9/14〜9/20)

★業務委託費（添乗経費）について

★業務委託費（通訳説明会運営費）について
・本事業を実施するにあたり、説明会を運営してください。
 なお、説明会資料は、福井県スポーツ協会が提供する。

★スタッフユニホームについて
 ・スタッフの人数に応じて、最終的な発注個数を変更する場合がある。

・歓迎花束は単価5,000円以内とする。

★韓国選手への記念品等について

・水(500ml)、スポーツドリンク(500ml)を手配し、バスへの積み込みや部屋など

（飲料水およびスポーツドリンクは、日本スポーツ協会スポンサーである⼤塚製薬製品での手配をお願いします）
 選手への配布を⾏ってもらいます。



水*3 SD*0 計 水*4 SD*2 計 水*4 SD*2 計 水*4 SD*2 計 水*4 SD*2 計 水*4 SD*0 計 水*2 SD*0 計 水 SD 計

507 0 507 676 338 1014 676 338 1014 676 338 1014 676 338 1014 676 0 676 338 0 338 4,225 1,352 5,577

水*3 SD*0 計 水*4 SD 計 水*4 SD 計 水*4 SD 計 水*4 SD 計 水*4 SD 計 水*2 SD*0 計 水 SD 計

21 0 21 28 0 28 28 0 28 28 0 28 28 0 28 28 0 28 14 0 14 175 0 175

水*2 SD*0 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD*0 計 水 SD 計

40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40 40 0 40 280 0 280

水*2 SD*0 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD*0 計 水 SD 計

46 0 46 46 0 46 46 0 46 46 0 46 46 0 46 46 0 46 46 0 46 322 0 322

水*2 SD*0 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD 計 水*2 SD*0 計 水 SD 計

108 0 108 108 0 108 108 0 108 108 0 108 108 0 108 108 0 108 0 0 0 648 0 648

90 48 138

273 722 0 722 898 338 1236 898 338 1236 898 338 1236 898 338 1236 898 0 898 438 0 438 5,740 1,400 7,140

予備

合計

※　ＳＤ＝ソフトドリンク　水、ソフトドリンクともに、500ML

 ※配布方法については、主催者と相談のうえ、決定

日本本部・開催都道府県・後開催
県視察員等

20

通訳
（通訳A 3名）

（通訳B-1 9名）
（通訳B-2 2名）
（通訳C 9名）

23

9月19日(火) 9月20日(水)9月14日(木) 9月15日(金)

第4日 第5日

9月17日(日) 9月18日(月)

韓国・選手／指導者 169

韓国・本部役員 7

競技運営スタッフ
（A：主任運営員9名）

（B：運営員/補助員45名）
54

飲料配布計画(案）

区　分 人数

第1日 第2日 第3日

合計

9月16日(土)

第6日 第7日



⾦額単位︓円
項番 業務内容 単価（円） 人数（人） 日数（日） ⾦額（円）     備          考

1 通訳A（宿泊あり） 20,000 3 6 360,000 団⻑帯同1人、本部帯同2人（通訳リーダー）

2 通訳A（宿泊なし※帰国日） 15,000 3 1 45,000 団⻑帯同1人、本部帯同2人（通訳リーダー）

3 通訳B-1、2（宿泊あり） 15,000 11 6 990,000 競技帯同9人、救護2人

4 通訳B-1、2（宿泊なし※帰国日） 10,000 11 1 110,000 競技帯同9人、救護2人

5 通訳B-3（通い） 10,000 延40 400,000 各競技会場付9人（5人×4日間、4人×5日間）

6 通訳C（式典通訳） 5,000 5 2 50,000 歓迎レセプション（9/14）、歓送夕食会（9/19）

計 1,955,000

項番 業務内容 単価（円） 枚数（枚）   ― ⾦額（円）      備          考

1 文書翻訳 2,500 100 250,000 A4 版原稿換算（1枚800字程度）

項番 業務内容 単価（円） 人数（人） 回数（回） ⾦額（円）      備          考

1 通訳A、B-1、2 旅費 実費 14 1 9/14⾃宅→本部 本部3・競技帯同9・救護2

2 同上 実費 14 1 9/20本部→⾃宅      〃

5 4 9/15〜18⾃宅↔競技会場

4 5 9/15〜19⾃宅↔競技会場

4
通訳C（歓迎レセプション・
歓送夕食会）

実費 5 2 9/14︓5人、9/19︓5人 ⾃宅↔会場

5
通訳A、B、C（通訳説明会）
旅費

実費 28 1 ⾃宅↔会場

計

（２）文書翻訳謝⾦

※⽀給の算出基準は公共交通機関利用とする。

鉄道賃・バス賃実費 ※⽚道2ｋｍ以上利用の場合、⽀給対象とする。
⾞賃は、公共交通機関が通っていない等やむを得ない場合に限り、JSPOに事前相談の上、⽀給対象とする。

通訳B-3（通い）︓謝⾦単価1日@10,000上限、人数・日数は上表記載の数とする。原則、県内在住者

通訳C（臨時・通い）謝⾦単価1回@5,000上限、人数は上表記載の数とする。原則、県内在住者
※ただし、日本人と韓国人の参加者が同席するテーブルにのみ配置すること（通訳業務の不要な席には配置しない）

⼤会プログラム等への掲載資料（限定）の翻訳

3

③通訳Bは、競技帯同通訳（B-1）、救護通訳（B-2）、会場通訳（B-3)を担当する。日常会話程度のレベルに加え、競技規則等の理解と
翻訳が可能なレベルの者とする。

（３）通訳旅費

（１）通訳謝⾦
通訳A（宿泊あり）︓謝⾦単価1日@20,000上限人数・日数は上表記載の数とする。原則、県内在住者
※ただし、交流最終日の謝⾦単価は@15,000円上限

通訳B-3（競技会場付）旅費 実費

④通訳Cは、歓迎レセプションならびに歓送夕食会での式典通訳を担当する。
※詳細については、「通訳一覧」を参照

 ※詳細については、「通訳一覧」を参照

（別紙様式４-⑧）

※上表に記載の単価は予算積算上の単価を記入しています。

８ 通訳謝⾦・旅費

（１）通訳謝⾦

（２）文書翻訳謝⾦

（３）通訳旅費

通訳手配について

通訳B-1、2（宿泊あり）︓謝⾦単価1日@15,000上限人数・日数は上表記載の数とする。原則、県内在住者
※ただし、交流最終日の謝⾦単価は@10,000円上限

①原則として福井県内在住者で20歳〜65歳程度の者とする。確保が困難な場合には、事前に日本スポーツ協会・福井県スポーツ協会に相
談の上、了承を得たうえで、近隣都道府県からの人選を⾏うことができる。
②通訳Aは、本部通訳（団⻑1、本部2）を担当する。競技視察、レセプションでの日韓役員間の通訳及び観光通訳をこなせる程度の⾔語レ
ベルを有する者とし、各競技の通訳を統括するとともに、主催者との連絡調整、通訳間の意⾒のとりまとめ等リーダー業務を⾏う。



対象 単価基準
（上限）

内容 備考

@20,000
１日当り
（宿泊を伴う場合）

@15,000
１日当り
（通いの場合／最終
日）

@15,000
１日当り
（宿泊を伴う場合）

@10,000
１日当り
（通いの場合／最終
日）

@15,000
１日当り
（宿泊を伴う場合）

@10,000
１日当り
（通いの場合／最終
日）

通訳B-3
（会場通訳）

@10,000
１日当り
（通いのみ）

・各競技の運営に⽀障が出ない最小限の人数を配置
※JSPOと調整のうえ決定する
・期間は練習日〜日本スポーツマスターズ⼤会期間中
・居住地との関係上、やむを得ず宿泊を要する場合の謝⾦単価は 「通訳B-1
（宿泊を伴う場合）」と同額の@15,000円とする
※開催県内在住者とする。ただし、特別な事情により県外在住者へ依頼する
場合は事前にJSPOまで相談の上、決定すること。

通訳C
（式典通訳）

@5,000 １回当り

【委託対象上限】
1回あたり5名
・式典⾏事の対応に伴う臨時的な配置とする
※開催県内在住者とする。ただし、特別な事情により県外在住者へ依頼する
場合は事前にJSPOまで相談の上、決定すること。

通訳B-2
（救護通訳）

【委託対象上限】
２名（原則）

※通いの場合の謝⾦単価は@10,000円とする
※交流最終日の謝⾦単価は＠10,000円とする
※開催県内在住者とする。ただし、特別な事情により県外在住者へ依頼する
場合は事前にJSPOまで相談の上、決定すること。
※交通費は実費⽀給とし、【(C)旅費】に計上すること

通訳一覧

通訳A
（団⻑・本部）

【委託対象上限】
団⻑通訳１名／本部通訳２名
◇通訳全体のリーダーとして、主催者及び各競技通訳と連絡・調整を⾏うこ
と

※通いの場合の謝⾦単価は@15,000円とする
※交流最終日の謝⾦単価は＠15,000円とする
※開催県内在住者とする。ただし、特別な事情により県外在住者へ依頼する
場合は事前にJSPOまで相談の上、決定すること
※交通費は実費⽀給とし、【(C)旅費】に計上すること

通訳B-1
（競技帯同）

【委託対象上限】
各競技１名（9競技）

※通いの場合の謝⾦単価は@10,000円とする
※交流最終日の謝⾦単価は＠10,000円とする
※開催県内在住者とする。ただし、特別な事情により県外在住者へ依頼する
場合は事前にJSPOまで相談の上、決定すること。
※交通費は実費⽀給とし、【(C)旅費】に計上すること



（別紙様式４-⑨)

項番 業務内容 上限額（円） （個） ⾦額（円） 備 考

1 プログラム作成 実費 400
韓国選手団176、日本本部
役員20、通訳・運営員70、
競技団体90、事務局44

　　・表表紙・・・・福井県内の風景等の写真を入れ、福井県のイメージを持たせるものとすること。
　　・裏表紙・・・・日本スポーツ協会が指定するものを入れることとする。

★目次については別紙資料を参照
★総ページ数は、2019年度に開催された岐阜県を参考にすると約90ページ程度になる予定。

★表表紙には、大会名、期間、開催地、主催、主管、スポーツ庁国庫補助事業「日韓共同未来プロジェクト事業」、韓国及び
日本の国旗を入れたデザインにすること。
★背表紙には、「第27回日韓スポーツ交流・成人交歓交流プログラム」をいれること。

９ 印刷製本費
⾦額単位︓円

合  計

★プログラムはA5版で作成すること。また、プロクラムのデザインは業者に委託するが、見やすいデザインにすること。
★プログラムの作成については、両国の参加者が読めるよう韓国語と日本語をそれぞれ表記すること。
★表表紙と裏表紙のみ、カラー印刷で印刷すること。



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 メモ

滞在期間中の注意事項

関係連絡先一覧

ワンポイント韓国語・日本語

　・軟式野球競技
　・バドミントン競技
　・ボウリング競技

韓国選手団名簿

　・サッカー競技
　・テニス競技
　・バレーボール競技
　・バスケットボール競技
　・自転車競技
　・ソフトテニス競技

日本スポーツマスターズ２０２３福井大会開会式（前夜祭）次第

韓国選手団歓送夕食会次第

競技別実施要項

基本日程

競技別日程

韓国選手団歓迎レセプション次第

公益財団法人福井県スポーツ協会会長歓迎のことば

実施要項

大会日程と会場一覧

第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流

目　　　次

公益財団法人日本スポーツ協会会長あいさつ

大韓体育会会長祝辞



非常に優秀 優秀 普通 やや劣る 劣る

1
企画提案と経費見積内容が適正かつ効率的なものとなっ
ているか(10点)

10点 8点 6点 4点 2点

2
感染症対策について、十分配慮できているか、また、緊急
時の体制は整っているか（10点）

10点 8点 6点 4点 2点

3
業務を遂行する上で、十分な業務処理体制が整っている
か(10点)

10点 8点 6点 4点 2点

4
収容人数（約２２０人）は十分確保でき、グレードや部屋の
タイプは考慮されているか、また、感染症対策が十分とら
れているか（10点）

10点 8点 6点 4点 2点

5
昼食・夕食の対応は十分か。また、競技場での昼食（弁当
等）は工夫された十分な内容となっているか(10点)

10点 8点 6点 4点 2点

6
選手移動のための団長車、本部車、選手団車、荷物輸送
車、事務局車両の対応は十分であるか(5点)

5点 4点 3点 2点 1点

7

競技団体ごとの行程中に、福井県の特徴を盛り込んだ文
化探訪やショッピング等のコースが組み込まれているか。
また、全体の文化探訪等の行程は工夫されているか 　(5
点)

5点 4点 3点 2点 1点

8
スケジュールは無理のない日程となっているか。また、行
程中の食事(昼食)等は福井県らしいものとなっているか
（5点)

5点 4点 3点 2点 1点

9
選手サポート

（10点）

選手をサポートする通訳の手配・配置や連携体制が適切
な内容となっているか。また、通訳に対する研修等も計画さ
れているか   (10点)

10点 8点 6点 4点 2点

10
歓迎レセプション・歓送夕食会の企画・運営対応は十分工
夫されているか (5点)

5点 4点 3点 2点 1点

11
歓迎レセプション・歓送夕食会でのアトラクションは福井県
の特色が出ているか （5点)

5点 4点 3点 2点 1点

12
過去の実績につ

いて
（5点）

類似旅行に関する過去の実績が豊富にあるか（5点） 5点 4点 3点 2点 1点

価格点は、次により算出した点数とする。

　価格点　＝ １０　×　　　１　－　見積金額　(消費税含む)
          　　 　見積限度額(消費税含む)

別　表

評価基準点
評　価　項　目

実施体制・業務
遂行能力
（30点）

〇価格点　（満点１０点）

　なお、委託募集要項に示す見積限度額及び単価基準（業務内容一覧ならびに項目別見積（詳細）を参照）を
超えた額で提案した提案者は失格とし、委託業者選考会の対象としません。

小計

評価項目及び評価基準

〇内容点　（満点９０点）

宿泊・食事・輸送
（25点）

文化探訪
（10点）

歓迎レセプショ
ン・歓送夕食会

（10点）

合計



 

（様式１） 

 

第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入） 

宿泊及び輸送関係業務委託事業の企画提案書に関する質問書 

 

       年   月   日  

 

事 業 者 名                

担 当 者 名                

電 話 番 号                

Ｆ Ａ Ｘ 番 号               

メールアドレス               

 

 

質問内容 

 



（様式２－１） 

 

第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入） 

宿泊及び輸送関係業務委託事業参加申込書 

 

  年  月  日 

 

（公財）福井県スポーツ協会 

会 長  杉 本 達 治 様 

 

 

所 在 地                   

 

事業者名                   

 

代表者名                 印 

 

 

 

第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）宿泊及び輸送関係業務委託事業に参加したい

ので、「第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入）宿泊及び輸送関係業務委託事業募集要項」 

に基づき、参加を申し込みます。 

 

 

 

 

 

連 絡 先               

 

担 当 者               

 

電 話               

 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号               

 

メールアドレス               

 

 

 

 

 

 



（様式２－２） 

 

業務委託に係る類似業務実績書 

 

事業者名                 

 

同種又は類似の業務に係る主な実績 

類似業務名 業務概要 備考 

   

 

※業務概要の欄は、受注形態（共同事業の場合は協力者などを含む）や実績（大会名、日時、会場、

対象、宿泊・輸送人数等）及び契約額なども記入してください。記入欄が足りない場合は、追加し

てください。なお、同種または類似の業務の内容が分かる実施要項等の参考書類も添付してくださ

い。 

※備考欄には、同種又は類似業務を担当した者の氏名を記入してください。 

 

 



（様式３－１） 

 

  年  月  日 

 

（公財）福井県スポーツ協会 

会 長  杉 本 達 治 様 

 

 

（申請事業者）                   

所 在 地                 
 

事 業 者 名                 
 

代表者氏名               印 

 

 

 

第２７回日韓スポーツ交流・成人交歓交流（受入） 

宿泊及び輸送関係の企画・運営等に関する提案申請書 

 

 

 

このことについて、別添企画提案書及び見積書を添付し、提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式３－２） 

申 請 団 体 概 要 書 

名 称  

代 表 者 氏 名  

本 店 所 在 地  

申 請 事 業 者 所 在 地  

業 務 の 拠 点 場 所 

※事業者所在地と異なる場合

のみ記入 

住所： 

 

開設期間： 

設 立 年 月 日  

資本金又は出資金の額               千円 

直 近 の 年 間 売 上 高 円 

従 業 員 数                人 

主 な 業 務 内 容 

 

団    体    の    特    色 

 

 備考 申請団体の概要が分かるパンフレット等があれば、添付してください。 

 


