
 

 

 

 

未使用リフト券の払い戻しについて 

 

 

 

 

 

 

 



令和 4年 3月 10日 

協会員 各位 

 

未使用リフト券の払い戻しについて 

平素、観光協会事業にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

首記の件、以下の通りとさせて頂きますので、ご確認の上、対応をお願

いいたします。 

記 

1. 払い戻し対象リフト券 

宿泊前売リフト券で未使用のもの（最終的に、お客様に販売できなかったもの） 

 

2. 払い戻し可能期間 

令和4年4月3日(日) 午後3時まで 

（※期限を過ぎた場合、いかなる事由においても払い戻しは致しません。） 

 

3. 注意事項 

(1)払い戻しは、購入した場所で行ってください。 

（中尾案内所で購入したリフト券の払い戻しは、横落案内所で承

ります。） 

(2)払い戻しは「後日払い(口座振込等)」となる場合があります。 

 

 

～ 以上 ～ 

～ お問合せ ～ 

野沢温泉観光協会 

☎85-3155 担当：中島 



 

 

 

第 60 回全国中学校スキー大会 

開催に伴う宿泊協力について 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年３月１０日 

宿泊施設 各位 

一般社団法人 野沢温泉観光協会 

                       代表理事 河野 健児 

 

「全国中学校体育大会第６０回全国中学校スキー大会」開催に伴う宿泊協力について 

（依頼） 

 平素は、当協会の事業運営に際しご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、全中スキー大会拠点化開催となり、３年目となる来年も「全国中学校体育大

会第６０回全国中学校スキー大会」が 2023 年 2 月 7 日（火）から 10 日（金）にか

けて野沢温泉村で開催されます。 

期間中の宿泊手配を観光協会にて行いますので、「全中スキー大会」に参加する選

手団の宿泊受け入れについて、昨年に続き皆様にご協力をお願いするものであります。 

 また、別紙にて現時点でお知らせできる内容を記載してありますので確認いただき 

受け入れについてご回答お願い申し上げます。 

 

 

 

野沢温泉観光協会 

担当：佐藤・小田切 



令和４年度全国中学校体育大会  

第６０回全国中学校スキー大会宿泊概要 
 

１．大 会 名：全国中学校体育大会 第６０回全国中学校スキー大会 

２．大会料金適用受入期間：２０２３年２月５日（日）～２月９日（木） 

        （大会は２月７日（火）～２月１０日（金）の４日間） 

３．会  場：野沢温泉スキー場 

（アルペン競技）カンダハ―コース 

（クロスカントリー競技・コンバインド競技） 

南原クロスカントリーコース 

       （ジャンプ競技・コンバインド競技）野沢温泉シャンツエ 

４．宿泊料金：選手、監督、コーチ、引率教員 １泊２食  

 ※浴衣、歯ブラシ、タオル等（アメニティ用）は含まない。 

Ａタイプ：旅館 １３，２００円（税込）（入湯税別） 

Ｂタイプ：民宿 ９，９００円（税込）（入湯税別） 

５.宿泊取消料：観光協会の手配につき一律の取り消し料金を設定させていただきます。  

６．宿 泊 数：大会期間中 約７，０００人（泊） 

７．受入条件：①収容基準は６畳２名、８畳３名等ゆとりのあるものとする。 

       ②朝食について競技日は朝６時頃提供できる宿(競技種目による) 

８．宿泊料金等：①大会期間中を統一協定料金とします。 

（2/5 より協定料金が適用されます） 

        ②宿泊代金は観光協会よりまとめてお支払いします。 

        ③保健部屋を１部屋必ず設けていただきます。 

        ④宿泊代の中から大会協力金として 1 人１泊 500 円をいただき 

ます。尚、観光協会の斡旋手数料はかかりません。 

        ⑤入湯税は減免となる予定です。 

 

※全期間提供できる宿を優先させていただきます。 

※出来る限り、野沢温泉村内で全選手団が宿泊できる様、ご協力をお願いいたします。 



野沢温泉観光協会行き（E-mail:info@nozawakanko.jp  FAX：85-3883） 

 

「第 60 回全国中学校スキー大会」に係る宿泊受入について 

 

施設名：               

・全館貸切受入可能       ・客室一部受入可能 

・受入不可（理由：        ） 

上記いずれかに○をお願いします。 

※受け入れ可能期間及び部屋タイプ、部屋数 

タイプ 部屋数 2/5（日） 2/6（月） 2/7（火） 2/8（水） 2/9（木） 備考 

       保健部屋 

        

        

        

        

        

        

        

 

令和 4 年４月３０日（土）までにご回答ください。 

＊全宿泊施設の回答をお願いいたします。 

 



令和 4年 3 月 7日時点 

令和４年度全国中学校体育大会  

第６０回全国中学校スキー大会宿泊要項（案） 
 

本大会に参加する選手・監督・外部指導者・引率者（以下「選手団」という）の宿泊に関して万全

を期するため、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 基本方針 

 （１）第６０回全国中学校スキー大会実行委員会（以下「実行委員会」という）の宿泊基本方針に

従って実施する。 

 （２）この要項の適用対象者は、本大会に参加する選手団とする。 

 （３）宿泊の申込窓口・手配作業は「一般社団法人野沢温泉観光協会」が行う。 

 （４）選手団の宿泊場所は申込窓口指定宿舎とする。指定された宿舎の変更は一切認めない。 

 （５）新型コロナウィルス感染症対策については、全日本スキー連盟が示す宿泊ガイドラインに準

ずる。 

  

２ 選手団の宿泊について 

（１）宿舎割り当ての方針 

①参加者の宿泊は野沢温泉村内または近隣市町村の宿泊施設をあてる。 

②参加者の宿泊は都道府県単位を原則とするが、やむを得ず他県および一般客と同宿になる場

合は、 

利用スペースや時間を分けるなど特に配慮するものとする。 

③宿泊料金については、下記の通り宿舎タイプ別にＡ・Ｂの料金とするが、宿泊施設に限りが

あるため、配宿に関しては申込窓口に一任する。 

 （２）宿泊料金（協定料金） 

①宿泊料金適用期間 

令和５年２月５日(日)～２月９日（木）の宿泊とする。 

②宿泊料金については次のとおりとする。※浴衣、歯ブラシ、タオル等（アメニティ用）は含ま

ない。 

 

 

 

   ③欠食については原則として認めない。 

   ④取り消し等 

正式申込後の変更及び取り消し等については、野沢温泉観光協会へ宿泊者名簿に変更事項を

記入し、データ送付すること。 

   ⑤昼食について 

    弁当の斡旋は行いません。 

 

３ 宿泊の申し込み及び変更または取り消し 

（１）宿泊の申し込み 

①全国中学校スキー大会公式ホームページ、宿泊申し込みフォームよりお申し込みください。 

②一次申込にて、宿泊申し込みフォームより宿泊概数人数等の必要事項を入力し、９月３０日

（金）までに申し込みすること。仮宿舎が決まり次第、申込責任者へご案内をメールにてご

連絡いたします。 

ただし、正式申し込みの人数により、宿舎が変更となる場合がございますので、ご了承くだ

さい。 

③正式申込は、申込責任者へご案内した申込用紙に必要事項を記入の上、下記申込先へデータ

送付すること。 

   

【申込先】 

大会公式HP https://nozawazenchu.com/   E-mail info@nozawakanko.jp 

   

〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9780番地4 

一般社団法人 野沢温泉観光協会 

区分 施設の区分 １泊２食（諸税込） 

Ａ 旅館 １３，２００円 

Ｂ 民宿 ９，９００円 

https://nozawazenchu.com/
mailto:info@nozawakanko.jp


・宿泊一次申込締め切り 令和４年９月３０日（金）正午 (必着厳守) 

・宿泊正式申込締め切り 令和５年１月２０日（金）正午（必着厳守) 

 

（２）宿泊決定通知等 

申込締め切り（令和５年１月２０日）以降、宿泊担当係より『宿泊手配通知書』を各都道府

県宿泊 

申込責任者へデータ送信する。 

 

（３）宿泊の取り消し料金 

予約を取消された場合、下記の取消料をいただきます。 

正式申込以降に解除する場合 旅行代金の100％ 

 

４ 宿泊料金の支払い方法 
（１）各都道府県一括で、正式申込と同時に下記口座に振り込むこと。 

※振り込み手数料は自己負担とする。正式申込後の返金は一切行わない。 
※宿泊料等に関する領収書は発行しない。必要な学校がある場合は、各都道府県で対応する
こと。 

金融機関名：ながの農業協同組合 野沢温泉支所 

店番号：5499－073     口座番号：(普)0022880 

口座名義：一般社団法人野沢温泉観光協会 代表理事 河野健児（こうのけんじ） 

 

５ 食事 

 （１）食事の基本 

①大会参加者に提供する食事は、栄養バランスのとれた大会実施本部作成の《基本メニュー》

により提供する。 

②郷土色を盛り込んだ食事を提供するよう努める。 

（２）食事の時間 

宿舎は宿泊者と綿密な連絡をとり、競技等に支障をきたさないよう時間調整を行うものとす

るが、 朝食は６：００以降の提供とする。 

 （３）その他 

衛生面の観点から自炊等、宿舎での調理は禁止とします。 

 

６ 参加者の留意事項 

 （１）火災には特に注意し、非常時に対応するため避難口等を必ず確認しておくこと。 

（２）スキーの手入れ場所は、宿舎の指示に従って行うこと。 

 （３）宿舎についての希望や要望・問題点は、所属の責任者を通して宿舎と協議すること。 

 （４）宿舎での発病の際は、『医療・救護要項』により適切な処置をすること。 

 （５）宿舎利用の際は整理整頓に努めること。 

 

７ その他 

 （１）個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法令を順守し、申し込まれた方との

連絡や宿泊の手続き等に必要な範囲内でのみ利用します。 

（２）宿舎の寝具等の取り扱いは、定期的に交換し、衛生面に十分配慮する。 

（３）宿舎における飲料の料金は、各施設で定めた料金による。 

（４）衛生面の観点から宿舎の家庭用洗濯機の貸出は行いません。必要な場合は村内のコインラン

ドリーを利用してください。 

（５）宿泊者以外の者が宿舎の許可なく出入りする事は禁止とする。 

（６）宿舎内は常に３密の回避とソーシャルデイスタンスを心がける。 

（７）部屋では３０分に１回程度換気をする。 

（８）むやみに宿舎内の自室以外の部屋を出入りしない。 

（９）不要不急の外出を控える。 

（10）毎朝検温と体調観察をおこなうこと。 



 

 

 

マウンテントレイル in 野沢温泉 

開催に伴う受入れ宿の募集について 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年３月１０日 

 

会員施設 各位 

 

「マウンテントレイル in野沢温泉」に伴う受入れ宿の募集について 

 

平素より、観光協会事業へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

本年も大会を開催する事となりました。それに伴い観光協会では、引き続き選手宿泊につい

て協力をしたいと思いますので、参加される選手、お客様を受け入れていただく宿を募集し

ます。 

また、宿舎指定希望のお客様がいた場合には、観光協会から宿へ受入れのお願いをする場

合がありますが、快くお引き受けいただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

大会開催日：２０２２年７月１７日（日） 

宿 泊 日：２０２２年７月１６日（土）～１８日（月） 

宿泊料金およびタイプ（※消費税・入湯税込） 

タイプ 
記

号 
１室利用人数 素泊まり 1泊朝食 1泊 2食 

温泉旅館・ホテル他 A 
2名以上 10,000 11,000 13,000 

1名 12,000 13,000 15,000 

温泉民宿・ペンション B 
2名以上 6,500 7,500 9,500 

1名 7,500 8,500 10,500 

民宿・ペンション C 
2名以上 6,000 7,000 8,000 

1名 7,000 8,000 9,000 

民宿・ペンション D 
2名以上 5,000 6,000 7,000 

1名 6,000 7,000 8,000 

以上のタイプとさせていただきます。 

大会料金としてご理解いただき受け入れをお願いします。 

（※同伴の小学生は上記料金の 70%（子供用食事）、幼児（未就学児）については寝具、食事無しで

1,000円、寝具食事ありで上記料金の 50%） 

    １．朝食は通常食といたしますが、17 日朝食は（スタートが午前７時の選手もいるため）希望す

る選手には「おにぎり+おかず」を持たせてください。 

 

（裏面をご覧ください） 



２．大会の性質上、早朝に宿舎発、夜遅くに宿舎へ入る場合がございますが、快く受け入れていた

だけますようお願いします。 

３．大会参加選手については６５キロ参加の選手のみ 5,000円分の宿泊補助券が付きます。補助券

を提出された場合は、差し引いた額をお客様より宿でいただいてください。補助券につきまし

ては７月３０日までに、観光協会に提出いただき、後日額面の金額にて精算します。 

４．宿泊に対する手配手数料として、上記金額の８％をいただきます。 

５．この大会は「野沢温泉村イベント受入協力金」対象大会です。 

※感染症拡大防止の観点から相部屋対応は致しませんので、１名１室又は１室２名以上でのご案内 

となります。 

 

●上記事項に賛同のうえ、下記に記入して３月２７日までにお申し込みください。 

 

※受入の問い合わせは４月１日（土）以降となります。 

 

    

申し込み先 FAX ８５－３８８３   申込期限３月２７日（日） 

 

 

施設名：             タイプ（記号）：       

 

 

お問い合わせ 

野沢温泉観光協会 担当：小田切・池田 

TEL 0269-85-3155 


