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第１. 特定事業の選定に関する事項 

1. 事業内容に関する事項 

 事業名称 

沖縄科学技術大学院大学規模拡張に伴う宿舎整備運営事業 （以下「本事業」とい

う。） 

 事業に供される公共施設 

沖縄科学技術大学院大学宿舎 

 公共施設等の管理者の名称 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 理事長 ピーター・グルース 

 事業の目的 

本事業は、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園（以下、「OIST」という。）におけ

るユニットスタッフ・学生の増加に伴う生活環境基盤整備の一環として、OIST敷地内に

民間事業者の資金と経営能力等を活用し、宿舎を整備、維持管理・運営するものであ

る。 

 施設の内容 

配置戸数・ 

住戸面積 

・１ＬＤＫ： 30戸、45㎡／戸 

・２ＬＤＫ： 32戸、70㎡／戸 

・３ＬＤＫ： 30戸、95㎡／戸 

・シェアハウス（２ベットルーム）： 24戸、60㎡／戸 

・シェアハウス（３ベットルーム）： 24戸、90㎡／戸 

 合計 140戸（212室） 

※事業契約期間中に、宿舎増設を行う可能性がある 

 事業期間 

本事業の事業期間は、施設の供用開始後 30年以上 40年以内で事業者の提案する日ま

でとする（但し、期間の終了月日は３月 31日）とする。また、付帯事業に係る事業期間

はハウジングに係る事業期間と同一を前提とする。 

供用開始時期等の詳細については、募集要項等において示す。 

また、事業者が OISTに対して、運営事業終了日の４年前の応当日までに期間延長を希

望する旨の届出を行った場合は、それまでの運営状況等を踏まえて、期間の延長につい

て OISTと協議できるものとする。 

 事業範囲 

事業者は、「資料１ 宿舎整備事業配置図」で示す OISTが指定する OIST敷地内の一

部用地に、(5)の施設を整備し、OISTに引き渡したのち、本施設の運営権の設定を受け

て、ユニットスタッフ・学生等のために当該宿舎等の提供及び維持管理等運営全般の業

務を実施する。業務内容は以下のとおり。 
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 施設整備業務 

・事前調査業務(敷地測量、土質調査、電波障害事前調査等を含む) 

・設計業務 

・建設工事業務 

・建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務（建築確認申請等を含む） 

・施工監理業務 

・近隣対応と対策業務 

・電波障害調査及び対策業務 

・その他本事業を実施する上で必要な関連業務 

 維持管理業務 

・建物保守管理業務 

・設備保守管理業務 

・外構保守管理業務（SPC実施対象部分は行う） 

・清掃衛生管理業務(居室を除く) 

・その他必要な関連業務 

 運営業務（賃貸・サービス） 

・施設管理業務（受付・案内を含む） 

・ヘルプデスク業務 

・退去補修・空室管理・クリーニング業務 

・防犯・防災管理業務 

・生活利便サービス業務 

・OISTが実施する事業の補助業務（各種印刷物の配布及びアンケート調査の回収な

ど） 

・その他必要な関連業務 

 

 付帯事業 

1)必須の付帯事業 

事業者は、主に入居者を対象とした以下の事業を行う。 

－生活利便サービス業務 

－インターネット接続業務 

2)任意の付帯事業 

事業者は OISTの同意を得ることを条件として、敷地の一部を借り受けて、任意の

収益事業を提案し、実施することができる（例：倉庫の設置・運営、自動販売機の

設置、入居者を対象としたイベントの開催等） 

 事業者の収入 

事業者の収入は、原則として入居者の利用料金（家賃及び管理費等）の収入によるも

のとし、OIST の負担はない。 
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 入居者の家賃等の設定 

 入居者 

・入居者は OISTのユニットスタッフ・学生及びその家族とする 

 宿舎の契約形態 

・事業者は入居者と賃貸借契約を締結するもしくは OISTからのサブリースとする。 

・契約期間は原則１年とし、それ以降は自動更新する。退職等による事由の場合は、

事業者・入居者間で協議することとする。 

・本事業において、事業者に対する敷金、礼金などの支払いはないこととする。 

 家賃及び管理費 

・家賃及び管理費等は、既存の宿舎の家賃・管理費及び恩納村等近傍に立地する類似

物件(グレード、仕様等)等の状況を踏まえ、事業者が提案を行うものとする。な

お、現時点で想定している賃料の上限は下表のとおりである。 

・最終的な家賃は、OISTと事業予定者が定める条件協議の中で設定し、管理費及び

共益費を含むものとする。 

・一戸あたりの家賃は、金利の変動及び修繕費の発生に係わらず一定とする。 

ユニットタイプ 賃料（※） 

１ＬＤＫ（集合住宅） 78,000円 

２ＬＤＫ（集合住宅） 120,000円 

３ＬＤＫ（集合住宅） 168,000円 

シェアハウス（２ベッドルーム） 110,000円／室 

シェアハウス（３ベッドルーム） 159,000円／室 

（※）上記賃料は現時点の想定であり、変更の可能性がある（募集要項において最終

版を提示する予定である） 

 入居者の費用負担について 

・入居者は入居するユニットに係る家賃を支払う。 

・水道光熱費は、入居者の負担とする。 

・退室時の原状回復に要する費用は、原則事業者負担とする。ただし、通常のクリー

ニング費及び入居者の故意又は過失による汚れ等のクリーニング費は入居者負担と

する。 

 入居保証等の有無 

・対象物件の引渡し後の期間に応じて保証率（※）を設定する。 

（※）保証率とは、OISTと事業者間で結ばれた定期建物賃借契約に基づき賃貸され

た施設の各住戸部分につき事業者が受領すべき賃料収入（公益費を含む。）に対す

る保証率を指すものとする。 

・保証率は下表を基準とし、事業者に提案を求めることを想定している。 

対象物件引き渡し後の期間 保証率 

1-2ヶ月目 60% 

3-4ヶ月目 70% 

5-6ヶ月目 80% 

7 ヶ月目以降 90% 
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 本事業における費用負担 

事業者は、実施契約に特段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る全ての費用

を負担するものとする。 

 事業者が有することとなる権利・資産 

 運営権 

・PFI法第 19条第１項の規定により事業者に選定される権利 

 土地及び建物の使用権 

・本施設の使用権及び任意事業等の実施に必要な土地の使用権 

 更新投資等の取扱い 

事業者は、本施設について、要求水準を満たす場合に限り、更新のための投資を行う

ことができる。ただし、事業者が本施設の現状変更を行おうとするときは、OISTの事前

許可を受けなければならない。また、事業者は本施設について、増築等を行うことはで

きない。 

OIST又は事業者が更新のための投資を行った場合においても本施設は、OISTの所有に

属するものとする。 

 事業者が支払う本事業の対価 

本事業の運営権対価の支払いにおける基本的な考え方としては、事業者が支払うべき

運営権対価と OISTが負担する施設整備費を相殺するものとみなす。 

 事業スケジュール（予定） 

基本協定書の締結 平成31年１月 

事業契約の締結 平成31年２月 

本施設の建設期間 事業契約締結～平成33年６月 

運営権の設定 平成33年６月 

本施設の供用開始 平成33年９月 

事業終了 施設の供用開始後30年以上40年以内で事業者の提案する日まで 

 事業期間終了時の措置 

本事業が終了する場合の運営権等の主な取扱いは、次のとおりである。 

 運営権 

事業期間終了日に消滅する 

 事業者の資産等 

OIST又は OISTの指定する第三者は、事業者の所有する資産のうち必要と認めたもの

を時価にて買い取ることができる。なお、OISTが本事業の実施者を新たに公募により選

定する場合は、OISTは当該実施者をして、当該資産の全部又は一部を時価にて事業者又

は事業者の子会社等から買い取らせることを公募の条件とすることができる。 
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本事業の実施のために事業者が保有する資産（OIST又は OIST の指定する第三者が買

い取る資産を除く。）については、全て事業者の責任において処分しなければならな

い。 

 事業に必要とされる根拠法令等 

事業者は、本事業を実施するに当たり関係法令（法律、政令、条例及び規則）等を遵

守するものとする。 

 実施方針の変更 

実施方針の公表後の民間事業者からの意見等を踏まえ、実施方針の内容を見直し、変

更を行うことがある。実施方針の変更を行った場合には、OIST ウェブサイトへの掲載そ

の他の方法により公表する。 

 

2. 特定事業の選定方法等に関する事項 

 基本的考え方 

本事業を PFI 手法により実施することにより、公共サービスの水準の向上を期待でき

る場合には、PFI 法第 7条に基づく特定事業として選定する。 

 選定結果の公表 

特定事業として選定した場合は、その判断の結果を、評価の内容と併せて、公表す

る。また、事業の実施可能性等についての客観的な評価の結果等に基づき、特定事業の

選定を行わないこととした場合も同様とする。 
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第２. 公共施設等運営権を有する者の応募及び選定に関する事項 

 

1. 民間事業者の募集及び選定方法 

事業者の募集及び選定は、公募型プロポーザル方式を採用する予定である。事業への

参加意志を表明し、かつ指定様式による提案書（以下、「提案書」という。）を提出し

た者（以下、「応募者」という。）の中から、最も優れた提案を行った応募者を優先交

渉権者として決定する。 

2. 優先交渉権者の選定手順及びスケジュール 

民間事業者の募集及び選定スケジュール（予定）は、次のとおりとする。 

実施方針の公表 平成30年７月４日（水） 

実施方針に係る質問・意見の受付 平成30年７月５日（木）～７月19日（木） 

実施方針に係る説明会の開催  平成30年７月11日（水） 

平成30年７月18日（水） 

守秘義務誓約書の受付期限 平成30年７月26日（金） 

実施方針に係る質問への回答公表  平成30年７月30日（月）  

募集要項等の公表 平成30年８月 

参加表明書の提出  平成30年９月 

提案書類の受付 平成30年11月 

優先交渉権者の決定、公表  平成31年１月 

基本協定の締結  平成31年１月 

事業契約の締結  平成31年２月  

 

3. 選定手続等 

 実施方針の説明会・現地見学会 

実施方針に関する説明会を次のとおり開催し、事業の内容、事業者の募集及び選定に

関する事項等について OISTの考え方を提示する。また、説明会の後、現地見学会を開催

する。参加を希望する者は事前に申し込むこと。 

 開催日 

平成 30年 7 月 11日（水）14時から 16時頃まで 

平成 30年 7 月 18日（水）14時から 16時頃まで 

 開催場所 

OIST センター棟 C209 C210（正面受付で入構手続きを行うこと） 

 申込方法 

参加申込書（様式１）により、電子メールにて Microsoft Excelにより作成したファ

イル添付の上、７月 10日（火）16時７月 17日（火）16時までに、本実施方針の「第８ 

４．本事業の担当窓口」に示す窓口に提出すること（以下、各種書類の提出先は同様） 

 注意事項 

説明会当日は、実施方針を配布しないので持参すること。  
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 実施方針に関する質問及び意見の受付 

実施方針に記載された内容に関する質問及び意見を次のとおり受け付ける。 

 受付期間 

平成 30年 7 月 19日（木）17時まで必着のこと。 

 提出方法 

質問書（様式２）及び意見書（様式３）により、電子メ－ルにて Microsoft Excelに

より作成されたファイル添付の上、提出のこと。 

 造成計画に関する意見の受付 

敷地の造成は OISTが実施することを予定している。現在、「資料２①～③ 計画平面

図（法造成案）」の通り、３タイプの造成計画を検討しているが、ハウジングの整備・

維持管理・運営の観点から、これらの造成計画についての意見を次の通り受け付ける。 

①受付期間 

(2)①に同じ 

②提出方法 

(2)①に同じ。様式は任意とする。 

 誓約書の提出 

守秘義務対象資料受領のための誓約書を提出した者に対して、対象資料を提供します。 

①受付期間： 平成 30年 7月 26日（金）17時まで必着のこと。 

②提出方法： 誓約書（別紙５）を作成の上、郵送にて提出のこと。 

③資料の提供：誓約書を受領次第、順次提供します。 

④提供資料： 本実施方針の目次頁を参照のこと。 

⑤守秘義務対象資料破棄に関する報告書の提出時期：  

１）募集要項公表後、参加資格申請を提出する者： 

  優先交渉権者決定後、2週間以内に別紙５②を提出すること 

 ２）募集要項公表後、参加資格申請を提出しない者： 

参加表明締め切り後、1週間以内に別紙５②を提出すること 

 

 実施方針に関する質問への回答 

上記(2)により受け付けた質問及びこれに対する回答は、平成 30年 7月 30日（月）に

OISTウェブサイトに掲載する。 

なお、質問及び質問の内容が、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係わるもので公表

することにより、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある

質問については、公表しない場合がある。 
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 特定事業の選定 

PFI法第 7条の規定により本事業を特定事業として選定したときは、OISTウェブサイ

トへの掲載その他の方法により公表する。また、特定事業として選定しなかった場合も

同様とする。 

 募集要項の公表 

特定事業の選定を行った場合は、募集要項等を OISTウェブサイトへの掲載その他の方

法により公表する。募集要項の公表後、質問回答を実施するほか、応募者には、募集要

項等に定める参加表明書の提出を求める。参加表明書の受付の方法等は、募集要項に明

示する。 

 競争的対話の実施 

OISTは、応募者との十分な意思疎通を図ることによって、本事業に対する応募者の理

解を深め、また、OISTの意図と応募者の提案内容との間に齟齬が生じないようにするこ

とを目的として、参加表明書を提出した各応募者に対し、対面方式による競争的対話の

場を設けることを予定している。 

具体的な実施時期、実施方法及び留意事項等は、募集要項に明示する。 

 審査書類の受付 

応募者は、募集要項等に基づき、本事業への参加資格を有することを証明する書類

（以下、「参加資格確認申請書類」という。）及び本事業に関する事業計画の提案内容

を記載した書類（以下、「提案審査書類」という。）（以下これらを総称して単に「審

査書類」という。）の提出を求める。審査書類の受付の方法等は、募集要項に明示す

る。 

 ヒアリング 

OISTは、提案審査書類について、ヒアリングを行う。ヒアリングの方法等は募集要項

に明示する。 

 優先交渉権者の決定 

OISTは、審査委員会の審査を受け、提案審査参加者の順位を決定し、第一位の者を優

先交渉権者、第二位の者を次点交渉権者として選定する。 

 提案審査結果の通知及び公表 

OISTは、審査結果及び選定結果について、OISTウェブサイトへの掲載その他の方法に

より公表する。 

 基本協定の締結 

優先交渉権者を決定した後、優先交渉権者と OISTは、事業実施に向けた条件の確認を

行った上で、できるだけ速やかに基本協定を締結する。 優先交渉権者との協議が成立し

ない場合、OISTは、審査委員会で選定された次順位者と協議を行う。優先交渉権者は基

本協定の締結をもって事業予定者となり、OISTと事業契約の締結に向けて協議を行う。 
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 事業契約の締結 

優先交渉権者は、基本協定の定めるところにより、会社法（平成 17年法律第 86号）

に定める株式会社として、本事業の実施を目的として設立した SPCを設立する。 

なお、応募グループの構成員である SPCの株主が、事業者の株主総会における全議決

権の２分の１を超える議決権を保有し、かつ、応募グループ以外の株主の議決権保有割

合が出資者中最大とならないこととする。なお、SPCは恩納村内に設立するものとす

る。 

SPCの設立後速やかに、OISTと事業契約の締結に向けて協議を行い、事業契約を締結

する。事業契約は、整備に関する契約事項と運営権設定以降の実施契約によって構成さ

れ、実施契約は、SPCが本施設を整備し OISTに引渡し、OIST が SPCに対して運営権設定

書を交付して運営権を設定したことをもって発効する。SPCは法令に従って運営権の設

定登録を行うこととする。 

実施契約発効後、OISTは実施契約を締結した旨を OISTウェブサイトへの掲載その他

の方法により公表する。 

 

4. 応募者の要件等 

 応募者の構成等 

応募者は、単独企業（以下「応募企業」という。）又は複数の企業で構成されるグル

ープ（以下「応募グループ」という。）とし、応募企業又は応募グループを構成する企

業（事業者への出資を予定する企業をいい、以下「構成員」という。)のいずれも、下記

（2）、(3）に示す要件を満たすこととする。応募グループで申し込む場合には代表とな

る企業（以下「代表企業」という。)を定め、参加資格確認申請書類の提出時に代表企業

名を明記し、必ず代表企業が応募手続きを行なうこととする。 

なお、参加資格確認申請書提出後における応募グループへの構成員の追加及び変更は

認めないものとする。ただし、止むを得ない事情がある場合においては、OISTの承諾を

得ることを前提として、追加及び変更を認めるものとする。 

また、建設業務と工事監理業務を同一の者、又は資本面若しくは人事面で関係のある

者が兼ねてはならない。 

なお、資本面において関連のある者とは、当該企業の発行済株式総数の 100分の 50を

超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100分 50を超える出資をしている者をいい

「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている場

合をいう（以下において同じ）。 

 応募企業もしくは応募グループの参加要件  

全ての応募企業もしくは応募グループは次の要件を満たすこと。 

 参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出期限の日から応募期間が終了するま

での期間に、OIST又は文部科学省から指名停止措置を受けていないこと。 

 OISTが本事業について導入可能性調査業務及びアドバイザリー業務を委託した PwC

アドバイザリー合同会社及び PwCアドバイザリー合同会社が本アドバイザリー業務
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において提携関係にあるレンドリース・ジャパン株式会社、アンダーソン・毛利・

友常法律事務所と資本関係若しくは人間関係において関連がある者でないこと。

「資本関係若しくは人間関係において関連がある者」とは、次の規定に該当する者

をいう。以下同じ。 

 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会

社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

i  親会社と子会社の関係にある場合 

ii 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

※子会社の定義は、会社法（平成 17年 7月 26日法律第 86号）の定義を適用す

る。 

 人間関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、下記 bについては、会社の一方が

更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

i  一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ii 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係若しくは人間関係があると認められる

場合 

 破産法、民事再生法、会社更生法及び会社法に基づき、破産手続き、再生手続き、

更生手続き及び特別精算手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

 法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がない者であること。 

 最近３年間の国税（法人税、消費税及び地方消費税）を滞納していない者。 

 応募グループに属する企業のいずれかが、他のプロポーザル参加者となっていない

こと。また、応募グループに属する企業のいずれかと資本関係若しくは人間関係に

おいて関連がある者が他の応募グループ構成員になっていないこと。 

 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずるものとし

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。 

 応募企業もしくは応募グループに属する企業が、本事業の優先交渉権者決定公表ま

での間、本事業に関連して審査員への接触や他の参加者への謀議などにより、審査

に影響を及ぼす恐れのある不正若しくは悪質な行為を行ったと審査委員会が判断し

た場合には、応募企業若しくは応募グループは本事業への参加資格を失う。 
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 応募企業、応募グループ等に係る各担当業務別の参加資格要件 

応募企業、応募グループ構成員及び協力企業（事業者への出資は予定してないが、応

募企業又は応募グループと下記業務に係る契約を締結した企業。）のうち、設計・施工

監理、建設、維持管理及び運営の各業務を担当する者は、次に掲げる実績を満たしてい

る者であること。 

 設計・施工監理業務 

・平成 20年度以降に完成・引き渡しを行った、80戸（延べ床面積：概ね 8,000㎡）

以上の集合住宅の新営建築工事において、設計・施工監理業務を主契約者として受

託した実績を有すること。 

 建設業務 

・平成 20年度以降に完成・引き渡しを行った、80戸（延べ床面積：概ね 8,000㎡）

以上の集合住宅を主契約者として施工した実績を有していること。なお、その施工

実績が共同企業体案件の場合は、当該共同企業体の構成員の中で最大の出資比率を

有するものであること。 

 維持管理業務 

・平成 20年度以降に、70戸（延べ床面積：概ね 6,000㎡）以上の集合住宅物件を１

物件以上維持管理している実績を有すること。 

 運営業務 

・平成 20年度以降に、本事業と同種業務の運営業務実績を有すること。 

同種業務：70戸（延べ床面積：概ね 6,000㎡）以上の集合住宅物件を１物件以上

若しくは類似施設（学生寮、学生会館、社宅、宿泊施設等）を２物件以上の入居者

管理又は受付業務等の運営支援実績を有すること。 

 競争参加資格確認基準日 

競争参加資格の確認基準日は、参加表明書及び参加資格確認申請書類の提出期限の日

とする。 

 応募グループの構成員及び協力会社の変更等 

参加資格の確認後は、応募グループの構成員及び協力会社の変更は、原則として認め

ない。ただし、やむを得ない事情（合併、倒産等）が生じ、応募グループの構成員及び

協力会社を、提案書の提出期限の日までに変更（構成員及び協力会社の削除及び追加又

は予定業務の変更を含む。）しようとする者にあっては、OIST と事前協議を行い、OIST

の承諾を得るとともに、変更後において 4(1)から（3）に示す参加資格を満たすことが

確認できる場合に限り、応募グループの構成員及び協力会社の変更をすることができ

る。なお、この場合においては、速やかに、応募グループの構成員及び協力会社の変更

届を OISTに提出すること。 
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 特別目的会社（SPC）の設立等 

公募プロポーザル参加者は、本事業に審査の結果、優先交渉権者として選定・決定さ

れた場合には、本事業を実施する株式会社として特別目的会社を設立する。なお、応募

企業又は応募グループの構成員は、当該会社に対して出資するものとする。また、その

出資比率の合計は、全体の５０％を超えるものとする。 

全ての出資者は、事業契約が終了するまで特別目的会社の株式を保有するものとし、

大学の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の

処分を行ってはならない。 

ただし、応募企業の場合にあっては、新たに特別目的会社を設立することなく応募企

業自らが事業者となることを選択できるものとする。 

 

5. 事業者選定に関する事項 

 基本的な考え方 

1） 応募者の審査及び選定に当たっては、透明性、客観性及び公平性の確保に努めるも

のとする。 

2） 応募者の提案審査は、学識経験者等により構成される審査委員会において行う。事

業者選定委会の委員は、募集要項に明示する。 

3） 事業者選定委員会は、あらかじめ設定し公表する「審査基準書」に従って、応募者

からの提案内容について、応募者の創意工夫や独自性の観点を中心に評価を行い、

審査結果を OISTに報告する。 

4） OISTは、審査委員会により提示された審査結果を基に、優先交渉権者を決定す

る。 

 事業者の選定 

事業者の選定は、資格審査及び提案審査の２段階で行う。 

資格審査は、資格審査書類に基づき応募者が本事業の参加資格を有していることを確

認する。提案審査は、資格審査書類に基づき、応募者が本事業の参加資格を有している

ことを確認し、提案審査の結果を基に、優先交渉権者を最終決定するものとする。 

6. 選考結果及び評価の公表方法 

審査の結果及び評価は、OISTのホームページにおいて公表する。 

7. 優先交渉権者を決定しない場合 

OISTは、事業者の募集、審査及び優先交渉権者の選定において、応募者がいない等の

理由により、本事業を運営事業として実施することが適当でないと判断した場合には、

特定事業の選定を取り消すこととし、この旨を速やかに OIST のホームページへの掲載そ

の他適宜の方法により公表する。 
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8. 提案書類の取扱い 

 著作権 

提出書類の著作権は、当該書類を提出した応募者に帰属する。ただし、本事業におい

て公表及びその他 OISTが必要と認めるときは、OISTは提案書の全部又は一部を無償で

使用できるものとする。 

また、契約に至らなかった応募者の提案書については、その内容は PFI法第 11条に基

づく客観的評価の公表（審査講評の公表）以外には応募者または応募グループに無断で

使用しない。また、提出を受けた書類等は返却しないものとする。 

 

 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等

を使用した結果生じた責任は、原則として提案を行った者が負うものとする。 
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第３. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

1. 予想される責任及びリスクの分類と分担 

 責任分担の基本的な考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉

で質の高いサービスの提供を目指すものであり、事業者が担当する業務については、事

業者が責任をもって遂行し、業務遂行に伴い発生するリスクについては、原則として事

業者が負うものとする。ただし、OISTが責任を負うべき合理的な理由がある事項につい

ては、OISTがリスクを負うものとする。 

 予想されるリスクと責任分担 

OISTと事業者の責任分担は、原則としてリスク分担表（別紙２）によるものとする。

具体的内容については、実施方針に対する意見等の結果を踏まえ、募集要項に明示し、

最終的には実施契約において定めることとする。 

 リスクが顕在化した場合の費用負担の方法 

OIST又は事業者のいずれかが責任を負うべきリスクが顕在化した場合に生じる費用

は、その責任を負う者が全額負担することとする。また、OIST 及び事業者が分担して責

任を負うべきとしたリスクが顕在化した場合に生じる費用の負担方法については、募集

要項に明示する。 

2. 提供されるサービス水準 

本事業において実施する業務のサービス水準については、要求水準書（案）（別紙

１）によることとする。 

3. 事業者の責任の履行に関する事項 

事業者は、事業契約書（案）に基づき作成された事業契約書に従い、誠意をもって責

任を履行する。なお、受注者は実施契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる

保証を付さなければならない。 

ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券

を発注者に寄託しなければならない。また、事業者を被保険者とする履行保証保険契約

が建設に当たる者によって締結される場合は、その保険金請求権に、事業契約に定める

違約金支払債務を被担保債務とする質権を施設整備期間中、OISTのために設定するもの

とする。 

(1)契約保証金の納付 

(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和

27年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保

証 
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(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保

証の額」という。）は、施設整備費相当額の 10分の１以上としなければならない。 

 

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したとき

は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又

は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

 

４ 施設整備費用相当額の変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備費用

相当額の１０分の１に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受

注者は保証の額の減額を請求することができる。 

 

4. OISTによる事業の実施状況モニタリング 

 モニタリングの実施 

OISTは、事業者が定められた業務を確実に遂行し、要求水準書に規定した要求水準を

達成しているか否かを確認するとともに、財務状況について把握するために、事業者に

よるセルフモニタリングに加え、事業の実施状況について OIST によるモニタリングを実

施する。なお、民間付帯事業についても、本事業に準拠し実施するが、この場合、OIST

は、事業者の自主性を尊重するものとする。 

 モニタリングの時期 

 基本設計・実施設計時 

事業契約締結から設計完了までの間、OISTは、事業者によって行われた設計が、OIST

の要求した性能並びに提案書に適合するものであるか否かについて確認を行う。 

 建設工事時 

建設工事着手から建設工事完了までの間、事業者は、「建築基準法」に規定されてい

る工事監理者を設置し、工事監理を行い、定期的に OISTから工事施工、工事監理の状況

の確認を受ける。また、事業者は、OISTが要請した場合には、工事施工の事前説明およ

び事後報告を行うとともに工事現場での施工状況の確認を受ける。 

 建設工事完了時 

建設工事完了時、事業者は、施工記録を用意して、現場で OISTの確認を受ける。この

際、OISTは、施設の状態が、OISTの要求した性能並びに提案書に適合するものであるか

否かについて確認を行う。 

確認の結果、事業契約書において定められた水準を満たしていない場合には、OISTは

補修又は改善を求めることができる。 
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 維持管理・運営時 

維持管理・運営着手から事業期間終了までの間、OISTは、維持管理業務、運営業務の

状況等について、定期的に業務の実施状況の確認を行う。 

 財務の状況に関するモニタリング 

事業契約締結から事業期間終了までの間、事業者は、毎事業年度、公認会計士による

監査を経た財務の状況について、OISTに報告しなければならない。 

 事業契約終了時 

事業期間終了時、OISTは、維持管理業務（引継ぎ）、運営業務（引継ぎ）の状況など

について確認（検査）を行う。 

なお、その状況が事業契約書で定めた条件に適合しない場合は、補修を求めることが

ある。 

 モニタリングの方法 

モニタリングの具体的な方法については、事業契約書において定めることとする。 

 モニタリングの費用負担 

OISTが行うモニタリングに係る費用は OISTの負担とする。 

 事業者に対する勧告等 

OISTは、モニタリングの結果、事業契約書で定められた要求水準に達成されていない

ことが判明した場合には、事業者に対して改善の勧告を行うことができることとする。 

 

5. 事業者の権利義務等に関する制限及び手続 

 運営権の処分 

事業者は、OISTの書面による事前の承諾を得ることなく、運営権、実施契約上の地位

及び本事業について OISTとの間で締結した一切の契約上の地位、並びに、これらの契約

に基づく権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはな

らない。 

ただし、事業者は、PFI法第 26条第 2項の規定により OIST の許可をあらかじめ得た

場合には、運営権を譲渡することができる。 

OISTは、運営権の譲渡を許可する場合は、以下の条件を付すこととする。 

1） 譲受人が、本事業における事業者の実施契約上の地位を承継し、本契約に従うこと

について、OISTに対して承諾書を提出すること。 

2） 譲受人が、事業者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の

譲渡を受けること。 

3） 譲受人の株主が、OISTに対して基本協定に定める出資者誓約書（以下「出資者誓

約書」という。）を提出すること。 
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また、事業者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入を行

う場合であって、当該借入のために運営権に対して担保権を設定する場合、OISTは合理

的な理由なくこれを拒否しない。ただし、OISTと金融機関等との間で、実施契約等に規

定する事項を定めた協定書が締結されることを条件とする。 

 SPCの株式の新規発行及び処分 

事業者は、事業者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株式

（以下、「本議決権株式」という。）及び事業者の株主総会におけるいかなる決議につ

いても議決権を有しない種類の株式（以下、「本完全無議決権株式」という。）のみを

発行することができる。 

資金調達の機動性及び柔軟性を確保するため、事業者が発行する本完全無議決権株式

については、その新規発行又は譲渡、質権設定その他の担保設定（以下、総称して「処

分」という。）について、以下のとおり OISTは原則として関与しないものとする。 

他方、事業者が発行する本議決権株式については、本施設が担うべき役割を担保する

観点から、その新規発行及び処分について、以下のとおり一定の制限を課すものとす

る。 

 本完全無議決権株式 

本完全無議決権株式を保有する者は、自らが保有する本完全無議決権株式をいつでも

自由に処分することができる。また、事業者は、会社法の規定に従い、本完全無議決権

株式を自由に新規発行し、割り当てることができる。 

 本議決権株式 

本議決権株式を保有する者（以下、「本議決権株主」という。）が、自ら保有する議

決権株式を、①他の本議決権株主又は②OISTとの間で締結された契約等によりあらかじ

め処分先として認められた者（事業者に対して融資等を行う金融機関等を想定してい

る。）以外の第三者に対して処分を行おうとするときは、OIST の事前の承認を受ける必

要がある。優先交渉権者の提案により本議決権株主の株式又は持分を子会社等経由で間

接的に有する者が、当該子会社等の株式又は持分を処分する場合には、それに対応して

処分を制限する範囲を修正するものとする。 

また、事業者は、本議決権株式を本議決権株主以外に対して新規発行する場合には、

OISTの事前の承認を受ける必要がある。 

OISTは、本議決権株式の譲受人が、基本協定又は出資者誓約書に定める一定の資格要

件を満たしており、かつ本議決権株式の処分が事業者の事業実施の継続を阻害しないと

判断する場合には、関係行政機関と協議した上で処分を承認する。 

本議決権株式の譲受人は、出資者誓約書を、OISTに対して提出しなければならない。 
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第４. 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

1. 立地に関する事項 

立地に関する事項については、「資料１宿舎整備事業配置図」を参照のこと。 

2. 土地に関する事項 

本施設の敷地である土地は、事業期間中は事業者に対して無償で貸し付ける。また、

事業者が任意の収益事業を実施する場合、OISTは、事業者に対して、PRP第２１章：大

学資源の使用２１．２．３に規定される条件で、事業期間中は当該地を無償で貸し付け

る。  

 

第５. 事業計画又は事業解約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

 

1. 紛争が生じた場合の基本的な考え方 

事業計画、基本協定又は事業契約の解釈について疑義が生じた場合、その他事業契約

に関して紛争が生じた場合には、OISTと事業者は誠意をもって協議するものとする。協

議の方法や解決の手順等については、事業契約書において定めるものとする。 

2. 管轄裁判所の指定 

事業契約に関する紛争については、那覇地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とす

る。 

 

 

第６. 事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項 

 

1. 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 

事業の継続が困難となる事由について、事業者の責めに帰す場合、OISTの責めに帰す

場合、いずれの責めにも帰さない不可抗力等の事由による場合に分けて、それぞれの措

置を事業契約書において規定するものとする。基本的な考え方は次の通りである。 

 事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

1） 事業者の提供するサービスが事業契約に定める要求水準を達成していないことが判

明した場合、その他事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履

行又はその懸念が生じた場合には、OISTは、事業者に対して、改善勧告を行い、

一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができるものとする。 

2） 事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、OISTは事業契約を

解除することができる。 
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3） 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、事業契約に基

づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合は、OISTは実施契約を解

除することができる。 

4） 上記 1)、2)いずれの場合においても、OISTは、事業契約に基づき、事業者に対し

て違約金又は損害賠償の請求等を行うことができる。 

 OISTの責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

1） OISTの責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった

場合は、事業者は、事業契約を解除することができる。 

2） 上記 1)の規定により、事業者が事業契約を解除した場合には、OISTは、事業者に

生じる損害を賠償するものとする。 

 いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 

1） 不可抗力その他 OIST又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、本実施

方針に定めるとおりの期間の延長を行ったとしてもなお事業の継続が困難となった

場合は、OISTと事業者は、事業継続の可否について協議を行う。 

2） 一定の期間内に協議が整わない場合は、事前の書面による通知により、OIST及び

事業者は、事業契約を解除することができる。 

3） 上記 1)の規定により、事業契約を解除する場合には、OIST は事業者に生じる損害

について賠償することを基本とするが、実施方針に対する意見等の結果を踏まえ、

募集要項に明示し、最終的には事業契約において定めることとする。 

4） 不可抗力の定義については、募集要項において明示する。 

 

2. 金融機関（融資団）と OISTとの協議 

本事業の継続性をできるだけ確保する目的で、OISTは、事業者に対し資金供給を行う

金融機関等の融資機関(融資団)と協議を行い、当該融資機関（融資団）と直接協定を締

結することがある。 
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第７. 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

1. 法制上及び税制上の措置に関する事項 

事業者が本事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置

が適用されることとなる場合は、それによることとする。 

なお、OIST は、現時点では、本事業に係るこれらの措置等は想定していない。今後、

法制や税制の改正により、措置が可能となる場合は検討を行う。 

2. 財政上及び金融上の支援に関する事項 

事業者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる

可能性がある場合は、OISTはこれらの支援を事業者が受けることができるように努め

る。 

3. その他の措置及び支援に関する事項 

OISTは、事業者が本事業を実施するに当たり必要な許認可等の取得について、必要に

応じて協力する。また、法令の改正等により、その他の支援が適用される可能性がある

場合は、OIST と事業者で協議する。 

 

第８. その他特定事業の実施に関し必要な事項 

1. 使用言語、通貨 

使用言語は日本語、通貨は円に限る。 

2. 応募に関する費用負担 

応募に関する費用については、全て提案者の負担とする。 

3. 情報公開及び情報提供 

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13年法律第 140号）に

基づき情報公開を行う。また、本事業に関する情報提供は、適宜、OISTのホームページ

を通じて公表する 
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4. 本事業の担当窓口 

本事業の担当窓口は以下のとおりである。 

 

【窓口】 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

 住所： 〒904－0412 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶１９１９－１ 

 

◇契約に関すること 

 担当： 施設管理ディビジョン契約チーム  

 電話： 098-966-1527 

 電子メールアドレス：facility_order@oist.jp 

 

◇業務に関すること 

 担当： 施設管理ディビジョン 廻 正弘  

 電話： 098-966-1332 

 電子メールアドレス：masahiro.meguri@oist.jp  
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