
沖縄科学技術大学院大学（OIST） 

OIST フォーラム 2019 

企画競争実施要領 

 

１．企画競争の目的 

沖縄科学技術大学院大学（Okinawa Institute of Science and Technology (OIST)）は、沖

縄科学技術大学院大学学園法（平成 21年法律第 76号）に基づき、国際的に卓越した科学

技術に関する教育研究を実施することにより、沖縄の振興及び自立的発展と世界の科学技

術の発展に寄与することを目的として設立された大学院大学である。この大学院大学は、

「世界最高水準」「柔軟性」「国際性」「世界的連携」「産学連携」という 5 つの基本理念の

下、教員と学生の半数以上を海外から受け入れ、先端的な学際分野における博士課程の教

育研究を行うこととしており、また沖縄においてイノベーションを育み、経済成長を加速

させることを使命の一つとしている。 

「OIST フォーラム 2019」は、OIST が遂行する最新の先端科学技術が産業に与える効果

や今後の展望と、その中で大学が果たすべき使命についての理解を深めることを目的とし

て開催するものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務件名：OISTフォーラム 2019 企画運営委託業務 

（２）実施主体：学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

（３）契約期間：契約の日から平成 31 年 3 月 31 日（日）まで 

（４）業務内容：OIST フォーラム 2019 の企画立案及び運営 

 

３．参加資格 

本企画競争に参加する者は、次の各号を全て満たす者とする。 

（１）学校法人沖縄科学技術大学院大学学園契約事務取扱規則第２条および第３条の規定

に該当しない者であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考 契約事務取扱規則 第２条及び第３条（抄）) 

第２条(競争に参加させることができない者) 

売買、貸借、請負その他の契約につき競争に付するときは、当該契約を締結する 

能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

第３条(競争に参加させないことができる者) 

1. 次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後二年間競争 

に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用者として 

使用する者についても、また同様とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者、または民事再生法に

基づき再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。 

（３）国の統一資格（全省庁統一資格）において、平成３０年度に「役務の提供等」のC等級

以上に格付けされていること。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者、またはこれに準ずる者として 

国等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（５）シンポジウム又はフォーラム、パネルディスカッション等の開催に係る業務実績があ

る者。 

 

４．企画提案書等の提出について 

 （１）提出書類 

別紙「業務委託仕様書」に基づいて、企画提案書類を日本語および英語で作成し、

PDF データをメールにて送付、郵送、または持参すること。 

提出物の種類 備考 

企画提案書（日英） 方針等記載のこと 

実施計画書（案）（日英） 実施体制、スケジュール含む 

運営計画書（案）（日英） － 

運営マニュアル（案）（日英） － 

運営連絡体制図（案）（日英） － 

企画立案責任者の実績等（日英） － 

会社（法人）における業務実績等 － 

会社（法人）概要 － 

広報効果測定方法の具体的提案（日英） － 

見積書（内訳含む） 代表者印押印のこと 

審査結果通知書（全省庁統一資格の写し） 平成 30 年度役務の提供等（C 等級

以上） 

(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品 

質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益 

を得るために連合した者 

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 



※実際の企画については、契約後本学担当者と協議の上決定する。  

※日英との記載がない項目については、日本語のみで可。 

 （２）提出方法 

    ①様式自由（A４サイズ） 

    ②提出部数 7 部 

    ③書類の提出は、PDF データをメールにて送付、郵送または持参により提出する

こと。なお、郵送の場合は、配達証明など到着を確認できる方法に限る。 

  （３）提出期限 

     平成 30 年 11 月 9 日（金）17 時 00 分（必着） 

    土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。 

  （４）提出先 

〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶 1919 番地 1 

 学校法人 沖縄科学技術大学院大学学園 

 調達セクション 入札・契約チーム  

TEL:098-966-8509／FAX:098-982-3364 

E-mail tender@oist.jp 

  （５）その他 

    ①この要領等に対しての質問がある場合は、以下の方法にて提出すること。なお、

電話等による質問には原則として応じない。      

     提出方法：メールまたは FAX、書面（様式自由） 

          なお、郵送の場合は、配達証明など到着を確認できる方法に限る。 

     提出先：４（４）に同じ 

     提出期限：平成 30 年 10 月 30 日（火）17 時 00 分（必着） 

     回答方法：平成 30 年 10 月 31 日（水）に、本学のホームぺージ上で回答する。 

  https://www.oist.jp/ja/page/13357  

    ②提出された企画提案書類は返却しない。 

    ③企画提案書類の作成・提出に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

    ④提出された企画提案書類等は、独立行政法人情報公開法に基づき情報公開の対

象になる。 

  ⑤提出期限までに企画提案書類が到達しなかった場合及びプレゼンテーション 

を実施する旨の通知が到達しなかった場合は、プレゼンテーションを実施する

ことができない。 

  ⑥提出された企画提案書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本学が必要と

認める用途に用いる場合、契約候補者として選定された応募者の提案書類の全

部又は一部を将来にわたり無償で使用することができるものとする。 

        ⑦提出された企画提案書類は、審査目的以外には応募者に無断で使用しない。 

mailto:tender@oist.jp
https://www.oist.jp/ja/page/13357


  ⑧提出期限以降における企画提案書類の差し替え及び再提出は認めない。又、配置

予定の連絡調整担当者は、原則として変更することはできない。 

  ⑨企画提案書類に虚偽の記載をした場合は、企画提案書類を無効とする。 

        ⑩採用された提案については、事業実施段階において、本学担当者との協議により

修正することがある。 

    ⑪契約書作成の要否 要 

    ⑫手続きにおいて使用する言語及び通貨 

     言語 日本語（但し、手続きのうち企画提案資料の作成等、一部は英語） 

     通貨 日本円 

 

５．審査について 

  企画提案は、本学が設置する「OIST フォーラム 2019 企画運営委託業務提案審査委員

会」においてプレゼンテーション審査を行う。 

  （１）開催日時 

     別途通知する（11 月 21 日前後を想定） 

  （２）開催場所 

沖縄県国頭郡恩納村字谷茶１９１９番地１ 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

※ウェブミーティングツール（Skype、WebEx 等）を使用したプレゼンテーシ

ョン実施も認める。希望者は、提案書提出時に申し出ること。 

   （３）プレゼンテーションの方法 

プレゼンテーションは、原則として提出された企画提案書類をもとに行う。説明

の便宜上、企画提案書類の持ち込み、パワーポイント等の使用、及びテレビ会議

による遠隔説明等は差し支えない。 

その他の詳細については、別途通知する。 

①持ち時間は、50 分間（説明 30 分間、質疑 20 分間）程度とし、本学の指定し 

た時刻から順次行うこと。 

②英語によるプレゼンテーションを行うこと。 

 

６．選定方法等 

   （１）選定方法 

     別添「Score Sheet」等に基づき、OIST フォーラム 2019 企画運営委託業務提案

審査委員会において、フォーラムの企画能力、過去の業務実績、コストパフォー

マンス等について総合的に審査を行う。高い得点を得た順に契約候補者として

１社を採択する。ただし、当該最高点の応募者が複数ある場合には、提案審査委

員会の合議により選定する。また、提出された提案のいずれも本学が意図する内



容を満たしていないと提案審査委員会の合議により判断された場合には、最適

案を選定しないことがある。 

   （２）選定結果通知方法 

  選定終了後、平成３０年１１月２８日（水）以降、直接契約候補者に連絡すると

ともに、本学のホームページにて公表する。 

   （３）選定後の手続き 

     ①契約締結 

      内定した契約候補者と協議の上、契約を締結する。 

     ②内定の取り消しがあった場合について 

      内定した契約候補者と協議が整わない場合は、総合点が２番目に高かった者

と改めて協議を行う。 

 

７．スケジュール 

   （１）公募開始      ：平成 30 年 10 月 15 日（月） 

   （２）本要領説明書提出期限：平成 30 年 10 月 30 日（火）17 時 00 分 

   （３）質問書の提出期限  ：平成 30 年 10 月 30 日（火）17 時 00 分 

   （４）質問書の回答    ：平成 30 年 10 月 31 日（水） 

（５）企画提案書の提出期限：平成 30 年 11 月 9 日（金）17 時 00 分 

（６）プレゼンテーション ：平成 30 年 11 月 21 日（水）予定 別途通知する 

（７）選定結果通知    ：平成 30 年 11 月 28 日（水）予定 

（８）契約締結      ：平成 30 年 12 月 4 日（火）以降予定 

（９）契約期間      ：契約締結日から平成 31 年 3 月 31 日（日）まで 

 

以上 


