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第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会および 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西に係る 

宿泊基礎調査業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  第 79 回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会およびワールドマスター

ズゲームズ 2021 関西に係る宿泊基礎調査業務 

 

２ 業務の目的 

2024 年に滋賀で開催される第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ

大会および 2021 年に開催されるワールドマスターズゲームズ 2021 関西（以下、「大会」

という）に参加する選手・監督等の宿泊業務に際し、県内に所在する旅館業法に基づく

営業許可施設の基礎調査を行い、今後の円滑な宿泊対策業務を推進するための基礎資料

を得ることと、併せて宿泊施設へ大会開催について周知し、可能な限り客室提供を促す

ことを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から平成 30 年 12 月 28 日（金）までとする。 

 

４ 提供データ 

第 79 回国民体育大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会（以下、

「県準備委員会」という）は、受託者に以下の資料を電子データにて提供する。 

（１）宿泊基礎調査フロー（別紙１）（以下「調査フロー」という。） 

（２）宿泊施設名簿（資料１） 

（３）宿泊基礎調査への協力依頼（資料２）（以下「依頼文」という。） 

（４）調査票記入要領（資料３）（以下「記入要領」という。） 

（５）調査票委託業者集計要領（資料４）（以下「集計要領」という。） 

（６）宿泊基礎調査票（様式１）（以下「調査票」という。） 

（７）宿泊基礎調査総括表（様式２）（以下「総括表」という。） 

（８）宿泊基礎調査集計表（様式３）（以下「集計表」という。） 

 

５ 宿泊施設名簿について 

  旅館業法の規定により許可を受けて営業する宿泊施設について、県準備委員会が宿泊

施設名を抽出した「宿泊施設名簿（資料１）」を用意する。 
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６ 業務内容 

（１）条件の整理 

 ① 様式・資料の精査 

調査票（様式１）、総括表（様式２）、集計表（様式３）等については、契約後、

県準備委員会が作成した原案を基に受託者と十分協議のうえ、様式を決定する。 

また、調査資料にあたっては、宿泊施設が設問の趣旨を理解しやすく、回答し

やすいように工夫し、県準備委員会の意見を踏まえつつ専門的知識に基づいた提

案を行い、修正・追加等をすること。 

  ② 調査施設の確定 

宿泊施設名簿（資料１）について、次に該当する宿泊施設を除外し、調査対象

施設を確定する。 

       ア 風紀上、衛生上、安全対策上支障があると認められる施設 

イ  現に営業していないと認められる宿泊施設 

ウ 下宿営業の許可を受けた施設 

エ その他大会参加者の宿泊になじまないと認められる宿泊施設 

調査施設の確定の後、宿泊施設名・所在地について市町ごとにファイルに分け

て総括表（様式２）のデータに入力を行う。 

   ③ 宿泊施設への事前電話依頼 

②にて確定した宿泊施設に電話で、事前に調査の実施の協力依頼を行い、調査

資料の送付先（担当部署または担当者）の確認・聞き取りを行う。およそ 650 施

設分を予定とする。ただし、状況によって見込数は異なるため、差額が生じた場

合についても精算は行わないものとする。 

④ 調査施設の宛先情報の追加・修正入力 

③にて確認をした宿泊施設名簿の宛先情報を追加・修正入力する。 

宛先情報を追加入力した宿泊施設名簿 (資料１)と①で精査した依頼文（資料

２）、記入要領（資料３）、調査票(様式１)をデータで県準備委員会に提出する。 

 

○ 県準備委員会が行う業務 

・ 県準備委員会は、受託者から提出された宿泊施設名簿から宛名ラベル（往信用）

と返送先を示した宛名ラベル（返信用）の作成・印刷を行う。返送先は受託者

の申し出により県準備委員会が認めた場所とする。調査資料（依頼文、記入要

領、調査票）についても印刷を行う。 

・ 調査資料および宛名ラベル（返信用）と 82 円切手を貼付した返信用封筒をセ

ットし、往信用封筒に一式として封入する。往信用封筒には、宛名ラベル（往

信用）と 120 円切手を貼付し、発送を行う。 
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切手の準備、資料・宛名ラベルの印刷、調査資料の発送についてはすべて県準

備委員会が行う。 

 

（２）実態調査 

① 調査票の回収 

回収期限を調査資料の発送日からおよそ１か月程度経過した日と設定し、県準

備委員会が発送した調査票を宿泊施設から回収する。 

   ② 回答の催促、問い合わせ対応 

未回答施設については、電話にて回答依頼を行うこと。電話をする際は、調査

の趣旨を明確に説明の上、調査票を提出していただくよう促す。ただし、必要以

上に回収を迫る行為は避けること。 

また、記入方法等について宿泊施設からの問い合わせに対応するとともに、回

収した調査票の不備・不明な点に関する確認作業を電話にて行う。 

回収状況については、協議・打ち合わせ時に県準備委員会に報告を行う。 

（※） 

・ 調査に先立ち、滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合加盟施設については、県準

備委員会から同組合を通じ、調査への協力を依頼する。 

・ 宿泊施設で調査票が回収できない施設については、電話にて、宿泊施設の収容

人数および大会への現段階での客室提供の意向を把握すること。 

・ 調査と併せて、各宿泊施設に大会開催の周知と客室提供を呼びかける。 

（３）委託業者記入欄への追記 

集計要領（資料５）に基づいて、受託者が「整理番号」と「国スポ換算人数」の

２項目を回収した調査票に直接追記する。 

（４）データベース作成業務 

   ア 宿泊基礎調査総括表（様式２） 

回収した調査内容を確認し、集計要領（資料５）に基づいて、「総括表」を

作成する。データ作成方法については、市町ごとにファイルを分けて入力す

る。 

   イ 宿泊基礎調査集計表（様式３） 

アの入力業務が全て完了した後に、アの客室数及び客室提供意向の情報等を

用いて「集計表」を作成する。市町ごとにファイルを分けて施設区分ごとに

情報を細分化し、所有客室数・最大収容可能人数・大会提供意向人数につい

て数値を入力する。 
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（※） 

・ 入力する調査票の見込数は、500 施設分とする。ただし、回収状況によって

見込数は異なるため、差額が生じた場合についても精算は行わないものとす

る。 

 ・ 回収したすべての調査票について回答情報をデータ入力すること。 

（５）分析・調査結果報告書の作成 

集計結果の分析を行い、調査結果に基づき報告書を作成する。報告書作成にあた

っては、調査概要、サマリー及び表、集計グラフ、分析コメント等を用いて作成す

ること。必要に応じて県準備委員会と協議し、データの加工等を行うこと。 

（６）資料の取りまとめ（納品） 

(１)～(５)により整理された調査結果について、調査結果報告書としてデータベ

ース（電子データ）に取りまとめを行い、県準備委員会へ成果品を納品する。 

（７）打合せ及び協議 

本業務の円滑かつ適正な業務遂行のため、打ち合わせを原則として次のとおり行

い、その内容については、記録を作成すること。その際、受託者は随時滋賀県庁に

来庁すること。 

    当初：業務着手時 

   途中：１回／月以上（必要に応じて随時） 

   最終：成果品納入時 

※ 上記（１）～（７）の業務を行う場所及びその遂行に当たって必要な機材・設備・

人件費・交通費・備品・諸経費等は、受託者にて用意すること。 

 

７ 成果品 

（１）提出資料 

NO  名称 数量 形式 備考 

①  調査票（様式１） 
回収分 

全て 
紙媒体 

宿泊施設が記入した原本を

納品 

②  総括表（様式２） 

２枚 

 

CD-ROM 

または

DVD-R 

 

Excel データで納品 

③  集計表（様式３） Excel データで納品 

④  宿泊施設名簿（資料１） Excel データで納品 

⑤  調査結果報告書 

Word・Excel・PowerPoint

等のデータで納品 

３部 紙媒体 

調査概要、サマリー及び集

計表、集計グラフ、分析コ

メント等を用いて作成 
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※①は、整理番号順に綴じ、原本をすべて提出しなければならない。 

※②③④は、県準備委員会指定のデータフォーマットにて作成する。 

※その他、当該業務に付随する資料を求めることがある。 

（２） 納期、納入場所 

納期は、平成 30年 12 月 28 日（金）までとする。ただし、宿泊施設名簿（資

料１）と調査票（様式１）のデータについては、宛先情報の整理（データ更新）

を行った時点で、速やかに県準備委員会にデータ提出を行う。納入場所は、県

準備委員会とする。 

（３） 電子データの仕様 

① 成果品作成時に使用するアプリケーションソフトについては、Microsoft 社製

Word・Excel・PowerPoint 等により編集可能な形式で作成すること。 

② ①による成果品に加え、PDF ファイル形式による成果品を作成すること。 

③ 以上の成果品の格納媒体は CD-ROM または DVD-R とする。 

④ 成果品納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無

償で速やかに必要な措置を講ずること。 

 

８ スケジュール（予定） 

時期 内容 

契約締結の翌日～９月中旬 調査資料の様式を協議のうえ決定、電話での調査協力

依頼 

９月中旬～９月下旬 調査資料の印刷、発送準備（県準備委員会で実施） 

９月下旬～10 月下旬 調査の実施（調査票回収） 

11 月中 集計、逐次回答の促進、報告書の作成 

12 月上旬～12 月中旬 調査報告（速報）の報告、提出内容の協議・検討 

12 月 28 日まで 調査報告（確定版）の提出 

 

９ 委託料の支払い方法 

完了後一括払い 

 

１０ 権利関係 

本業務の履行に係る成果品の所有権は全て県準備委員会に帰属する。本業務の履行に

際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受託者がその使用に関

する一切の責任、費用負担を負うものとする。 
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１１ 業務実施時の留意事項 

本契約の履行にあたっては、次の事項に留意し、業務の円滑な処理のため万全を期す

ること。平成 30 年 12 月 28 日（金）までに本業務を実施するために、次の事項につ

いて対応が可能であること。 

（１）本業務の実施にあたり、必要な OA 機器およびソフトウェア等については、すべて

受託者が導入する。 

（２）本業務の実施にあたり、委託業務を遂行するための要員として次の従事者を充てる

こと。 

①データ入力に関する基本的な知識および技術を有すること。 

②業務管理能力、説明責任能力、コミュニケーション能力を有し、本業務を滞りなく

遂行できること。 

（３）県準備委員会から作業の進捗及びその他状況についての問い合わせを受けたときは、

速やかにその状況を報告すること。また、県準備委員会から作業内容、作業の進捗及

びその他の状況について、改善の指示を受けたときは、改善を実施し、その方策につ

いて県準備委員会に報告書を提出すること。 

（４）業務上知り得た個人情報その他の秘密について、他人に漏らしてはならない。なお、

万一、情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合には、県準備委員会に対して速や

かに報告するとともに、その後の対応について県準備委員会の指示に従うこと。漏洩、

改ざん、滅失等により県準備委員会及び関係職員に金銭的な損失が生じた場合は、受

託者が負担すること。 

（５）本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、別途協議すること。本仕様書に

定めのない事項においても、業務遂行上必要と認められる事項については、受託者の

責めにおいて業務を遂行すること。 

 

１２ 暴力団排除に関すること 

（１） 契約の解除 

県準備委員会は受託者、受託者の役員等または受託者の経営に実質的に関与し

ている者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

① 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。以

下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

であると認められるとき。 

② 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認

められるとき。 

③ 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与え

る目的を持って、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。 
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④ 暴力団また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と

認められるとき。 

⑤ 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と認めら

れるとき。 

⑥ 暴力団、暴力団員または前記③から⑤までのいずれかに該当する者であること

を知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 

（２） 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置 

受託者は、暴力団、暴力団関係者または暴力団関係法人等による不当介入を

受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに滋

賀県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。その場合、

県準備委員会には文書で報告すること。不当介入の影響により、工程等に遅れ

が生じる等の被害が生じる場合は、県準備委員会と協議を行うものとする。 

 

以上 


