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公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

「2024年第 8 回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム」 

業務委託要項（長野 輸送） 

 

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 

 

この度、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本は 2023年 11月 18日（土）～19日（日）、2024年 2月

24日（土）～25日（日）に長野県長野市にて開催する「2024年第 8回スペシャルオリンピックス日本冬季ナシ

ョナルゲーム」に関する業務委託について、次のとおり一般募集をいたします。 

 

スペシャルオリンピックスは、知的障害のある人たちにスポーツ活動を通して自立と社会参加を応援している

スポーツ組織です。スペシャルオリンピックス活動の費用は、ほとんどを民間中心の寄付協賛で賄っており、

ナショナルゲーム開催費用も、企業・団体・個人の寄附協賛によって賄っています。業務委託を発注する 

法人には、その点を念頭に置き、企画及び見積もりの提案をお願い致します。私たちは、クライアントと業者

という関係ではなく、大会運営を一緒に担っていただくパートナー、あるいはサプライヤーのような関係で 

関わっていただくことを期待しています。 

 

大会名称： 2024年第 8回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム 

 

＜競技： フロアホッケー/フロアボール＞ 

日   程： 2023年 11月 17日（金） 選手団現地入り 

2023年 11月 18日（土） 開会セレモニー / 競技（予選） 

2023年 11月 19日（日） 競技（決勝）/表彰 

会 場： ホワイトリング 

住   所： 〒381-2204 長野県長野市真島町真島 2268-1 

 

＜競技： フィギュアスケート/ショートトラックスピードスケート＞ 

日   程： 2024年 2月 23日（金） 選手団入り 

2024年 2月 24日（土） 開始式 / 競技（予選） 

2024年 2月 25日（日） 競技（決勝） / 表彰 / 閉会セレモニー 

会 場： ビックハット 

住   所： 〒380-0928 長野県長野市若里 3丁目 22−2 

 

選手団人数： 本大会の参加者人数は現時点では確定しておりませんが、前回大会（2020年スペシャル 

オリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・北海道）に近い規模で開催予定です。 

 

＜（参考）2020年スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・北海道 エントリー数＞ 

【フロアホッケー】    【フィギュアスケート/ショートトラックスピードスケート】 

参加地区数：  22地区   参加地区数：   20地区 

フロアホッケー： 338名   フィギュアスケート：  78名 

フロアボール：  未実施   ショートトラックスピードスケート 86名 

 

合計：   338名    合計：    164名 
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1. 募集する業務委託内容 

案件： 輸送業務 

 

2. 企画書及び見積もり金額の提案について 

下記「3. 輸送コーディネート業務」の内容を踏まえ「企画書（書式自由）」及び経費、委託料等の「見積書

（書式自由）」をご提案ください。 

 

3. 輸送コーディネート業務 

下記の内容を踏まえ、選手団や大会関係者が安全に目的地に移動できる為の輸送コーディネート業務。 

・ 選手団輸送の計画・調整・手配 （乗降場所、駐車場所含む） 

・ ボランティア輸送の計画・調整・手配 （乗降場所、駐車場所含む） 

・ 各地区選手団が北海道入りする交通手段や時間、及び北海道を出発する際の交通手段や時間

の確認の連絡対応 

・ 各地区にて手配し選手団等が移動してきた貸切バスの乗降場所や駐車場所等の計画・調整 

・ 上記以外で必要となる大会関係者の輸送手配 

・ 各バス乗降場所での輸送運営・管理するスタッフの配置 

・ 大会期間中の輸送ボランティアマニュアル作成 

 

3-1. 選手団輸送の計画・手配 

選手団の輸送区間は下記を予定しておりますが、下記以外の輸送手段、ルートについての企画が 

あればご提案ください。 

 

＜競技： フロアホッケー/フロアボール＞ 

2023年 11月 17日（金） （大会前日） 

長野駅 → 宿舎   ※各地区選手団が到着し次第輸送 

 

2023年 11月 18日（土） （大会 1日目） 

宿舎 → ホワイトリング  ※競技ごとに輸送 

ホワイトリング → 宿舎  ※競技ごとに輸送 

 

2023年 11月 19日（日） （大会 2日目） 

宿舎 → ホワイトリング  ※競技ごとに輸送 

ホワイトリング → 長野駅  ※競技ごとに輸送 

 

＜競技： フィギュアスケート/ショートトラックスピードスケート＞ 

2024年 2月 23日（金） （大会前日） 

長野駅 → 宿舎   ※各地区選手団が到着し次第輸送 

 

2024年 2月 24日（土） （大会 1日目） 

宿舎 → ビックハット  ※競技ごとに輸送 

ビックハット → 宿舎  ※競技ごとに輸送 

 

2024年 2月 25日（日） （大会 2日目） 
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宿舎 → ビックハット  ※競技ごとに輸送 

ビックハット → 長野駅  ※競技ごとに輸送 

 

3-2. ボランティア輸送の計画・手配 

ボランティアの輸送区間は下記を予定しております。 

 

＜競技： フロアホッケー/フロアボール＞ 

2023年 11月 18日（土） （大会 1日目） 

長野駅 ⇔ ホワイトリング 

 

2023年 11月 19日（日） （大会 2日目） 

長野駅 ⇔ ホワイトリング 

 

＜競技： フィギュアスケート/ショートトラックスピードスケート＞ 

2024年 2月 24日（日） （大会 1日目） 

長野駅 ⇔ ビックハット 

 

2024年 2月 25日（月・祝） （大会 2日目） 

長野駅 ⇔ ビックハット 

 

3-3. 応援関係者の輸送計画・手配 

長野駅と競技会場間の往復シャトルなどの輸送計画についてもご提案ください。 

なお、応援関係者の輸送については、ご乗車される方は有料での運行も検討しております。 

有料とする場合の支払い方法も併せてご提案ください。 

 

4. その他 

上記以外に、その他ご提案いただけることがございましたら、企画書に見積額と併せてご記載 

ください。 

なお、大会当日はボランティアにご協力いただき、運営を行ってまいります。 

また、御社自体が CSRの一環として、あるいはスポンサーとして無償でご協力いただける場合は、 

その旨も企画書にご提示ください。 

 

5. 企画書及び見積書の提出期限 

提出方法：  メールによるデータ添付 

提出期限： 2023年 1月 31日（火） 17時 00分 

 

＜メール＞ 

【送信先】 song2024@son.or.jp 

【件名】  【2024年冬季大会_業務委託（輸送_長野）企画書提出（各社名）】 

 

6. プレゼンテーションの日程 

企画書及び見積書をご提出いただきましたら、下記の日程（予定）で 45分～60分程度のプレゼンテーシ

ョンを行っていただきます。 企画書及び見積書の提出期限である 1 月 31 日（火）以降に詳細な日時を

mailto:song2024@son.or.jp
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連絡いたします。 

 

日程： 2023年 2月 8日（水） ※予定 

場所： Zoom オンラインでの実施 

 

7. 参考資料 

企画提案にあたっては以下の参考資料を用意しますので、ご希望の方は、お問い合わせください。 

 

＜問い合わせ先＞ 

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 業務推進部 （担当：中島） 

E-mail： song2024@son.or.jp 

 

＜参考資料＞ 

・ 2024年第 8回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム 開催要項 

・ 2020年スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム・北海道 エントリー数 

 

＜参考資料 URL＞ 

・ 公益財団法人スペシャルオリンピックス日本  

https://www.son.or.jp/ 

・ 大会レポート（参加規模等）   

https://www.son.or.jp/event/reports/20160315-national-games-niigata/ 

・ ニュースレターRainbow（大会特集号 vol30）  

http://www.son.or.jp/wp-content/uploads/2017/08/rainbow_30.pdf 

 

 

8. 本件に関する問い合わせ先 

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 業務推進部 （担当：中島） 

〒105-0003 東京都港区西新橋 2-22-1 西新橋 2丁目森ビル 7階 

E-mail： song2024@son.or.jp 

※ 受付時間：平日火曜日～金曜日 10時～17時 

※ アポイントメント無しでの直接訪問はご遠慮ください。 

                                   以上 
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