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沖縄科学技術大学院大学（OIST） 

ロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダード・マニュアル 

（ロゴ・マーク等使用マニュアル）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（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、本年１

１月を目途に設立される予定の大学院大学である（本年３月、文部科学大臣に対し認可申

請予定。）。この大学院大学は、「世界 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、平成２４年９月に開学（第一

期生の受入れ）することを目指している。 

「OIST ロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダード・マニュアル」は、沖縄科学技術

大学院大学の創設を前に、国際的な環境の中で世界 高水準の教育研究を行うと同時に、

地域に開かれ、沖縄の発展に貢献する大学院大学のアイデンティティを明確にし、国内外

における知名度や信頼性の向上に資することを目的として作成する。 

本企画競争は、OIST ロゴ・マークとグラフィック・スタンダード・マニュアルの作成業

務を行う者を選定することを目的とする。 

 

２．業務の概要 

（１） 業務名 

   沖縄科学技術大学院大学（OIST）ロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダー

ド・マニュアル（ロゴ・マーク等使用マニュアル）作成業務 

 

（２） 実施主体 

    独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 

 

（３）契約期間 

契約の日から平成２３年１０月３１日（月）まで 

 

（４）業務内容 

 ① ロゴ・マーク（ロゴタイプとシンボルマーク）のデザイン及び関連物のデザイン開

発  

② グラフィック・スタンダード・マニュアルの策定 

 ③ ウェブサイトの作成に関する相談業務（ロゴ・マークの使い方など） 
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３．参加資格 

本企画競争に参加する者は、企画競争参加申込書（別紙様式１）を提出した者で、次の

項目をすべて満たす者とする。 

（１）独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構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。 

（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）ロゴ・マークとロゴ・マーク等使用マニュアルの作成業務において、本業務と同等

の実績を過去５年間に３件以上有すること。 

（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。 

 

４．企画競争の実施方法 

  この企画競争実施要領に基づき提出された企画提案資料について、別に設置する「OIST

ロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダード・マニュアル作成業務提案審査委員会」に

おいて内容の審査を行い、デザインや企画能力、コストパフォーマンス等を総合的に審査

して 優秀提案者を契約先候補者に選定する。審査は、各参加者によるプレゼンテーショ

ンを含む。 

 

（１）企画競争参加申込書の提出 

「OIST ロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダード・マニュアル作成業務」の企画競

争への参加を希望する場合は、あらかじめ「企画競争参加申込書」（別紙様式１）を提出

する。 

① 提出先 （独）沖縄科学技術研究基盤整備機構 

財務・人事部 調達課 小川 健太 

（住所）  沖縄県国頭郡恩納村字谷茶１９１９－１ 

（電話）  ０９８－９６６―８６３２ 

② 提出期限 平成２３年４月１日（金）午後５時必着 

・持参の場合 土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない 

・郵送の場合は書留等、履歴の残る方法とすること 

 

（２）企画提案資料の提出 

別紙「OIST ロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダード・マニュアル作成委託業務仕

様書」に基づいて、下記のとおり企画提案資料を作成し、持参又は郵送すること。 

① 提出先 上記参加申込書の提出先に同じ 

② 提出期限 平成２３年４月１５日（金）午後５時必着 

土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない 
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③ 提出部数 ７部 

④ 記載内容（ア～ウについては、説明部分は日英併記のこと） 

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

ロゴ・マークのデザイン案（３提案以内、様式自由）。 

実際のデザインに関しては、契約後、当機構（総務グループコミュニケーション・

広報課）との協議の上、決定する。 

 

イ 上記アのロゴ・マークのデザイン案（複数の場合はそれぞれについて）を用いた

グラフィック・スタンダード・マニュアル（以下「GSM」という。）の策定案（GSM

の一部となる名刺（日英）、学旗及び T シャツに関するものの案）。 

実際の GSM に関しては、契約後、OIST 総務グループコミュニケーション・広報

課との協議の上、決定する。 

 

ウ 上記アのロゴ・マークのデザイン案を用いた商品その他の利用例（1 提案以上）。 

 

エ 実施体制について（日英併記） 

    実施体制について、次の項目を具体的に記載すること。  

 本件業務のうち、デザイン開発業務に携わる主制作担当予定者（及びその他の制

作担当予定者がいる場合には当該担当予定者）の氏名、経歴、これまでの主な業

務に関する実績（企画提案資料に成果物を添付することも可）。なお、主制作担

当予定者については、DTP 実務経験５年以上を有すること。 

 具体的な業務工程が分かる明確な実施スケジュール。本件業務のうち、ロゴ・マ

ークの作成・決定については、契約の締結後２ヶ月以内を目途とする。 

 

  カ 業務実績について 

同様の業務に関する提案者の実績について、次の項目を具体的に記載すること。 

 件数（３件以上。同一の法人と、各年毎に契約した場合は１件とみなす。） 

 依頼主の名称 

 成果物（企画提案資料に成果物を添付することも可） 

 

   キ 会社（法人）の概要 

    次の項目について記載のこと（個人事業主については相当する情報を記載のこと）。 

 会社（法人）の名称 

 設立年月日 

 設立趣旨、事業内容 

 出資金 

 主たる事務所の所在地 
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 代表者の役職及び氏名 

 本件業務を主に担当する部署又は事務所の名称及び所在地 

 

⑤ 見積書 1 部 

見積書には代表者印を押印 

 

（３）質問事項の受付 

提案の内容等に関する説明会は行わないが、質問は次のとおり受け付ける。 

① 受付期間 平成２３年４月８日（金）午後５時まで 

② 受付方法  ＦＡＸまたは書面（様式自由）で提出すること。 

（ＦＡＸ） ０９８－９６６－２８８７ 

  ③ 回答方法 当機構のホームページ上で回答する。 

http://www.oist.jp/en/procurement.html 

なお、電話等による質問には原則として応じない。 

 

５．評価の項目と観点 

企画提案資料に係る評価項目と観点は次のとおりとする。 

（１）企画内容、業務の理解度 

本業務に係る目的及び条件を十分に理解して、仕様書で規定している内容について、

すべて企画提案書に記載されているか。 

 

（２）業務遂行能力 

① 本業務を遂行可能な能力・知識・経験を有する必要 低限の人員の確保がなされ

ているか。 

② 本業務の目的にふさわしい質の高い成果物の作成につながると認められる能力・

知識・経験を有する人員の確保がなされているか。 

③ 提案者の実績は、仕様書に定める水準（件数）を満たしているか。 

④ 本業務の目的にふさわしい質の高い成果物の作成につながると認められる過去の

実績を有するか。 

 

（３）コストパフォーマンス 

① 提出された見積りが予定価格の範囲内であるか。 

② 見積りと実施体制を比較して、コストパフォーマンスに優れているか 

③ 実施スケジュールが明確で、効率的に業務を遂行するものになっているか。 

 

（４）ロゴ・マーク及び GSM に関する提案内容 

① ロゴ・マークが本業務の目的に照らしてふさわしい提案となっているか。 
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② GSM が使いやすく、わかりやすい内容のものとなっているか。 

 ③ ロゴ・マークのデザイン案を用いた名刺（日英）、学旗及び T シャツの GSM の内

容が本業務の目的に照らしてふさわしい提案となっているか。 

 ④ ロゴ・マークのデザイン案を用いた利用例の提案内容が独創性に優れているか。 

 

６．契約の締結 

提案審査委員会により 優秀提案者と判断された者と協議の上、契約を締結する。 

なお、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．その他企画提案資料に関する留意事項 

（１）企画提案資料の提出後は、その内容を変更することはできない。 

（２）提出された企画提案資料は返却しない。 

（３）企画提案資料の作成に係る経費は、提案者の負担とする。 

（４）提出された企画提案資料等は、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）採用された提案については、事業実施段階において、当機構（総務グループコミ

ュニケーション・広報課）との協議により修正することがある。 

 

８．審査 

（１）提案審査選定委員会 

本企画提案の審査は、「OIST ロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダード・マニュ

アル作成業務提案審査委員会」によって実施する。 

   

（２）審査方式 

本企画提案の審査は、二段階で実施する。 

① 一次審査（競争参加資格審査） 

    提出された企画提案参加申込書の内容により選定する。 

   ア 選定基準 

｢４．参加資格｣の条件を満たしていること。 

 

   イ 結果通知 

審査結果については、平成２３年４月４日（月）までに文書で通知する。企画提案

参加申込書の審査の結果、競争参加資格がないと認められた者は、次に従い書面に

より説明を求めることができる。 

提出期限：平成２３年４月１１日（金）午後５時 

提出場所：企画提案実施要領 ４．（１）①に同じ 
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提出方法：持参又は FAX（様式は任意） 

契約担当者は、平成２３年４月１８日（金）までに、説明を求めた者に対し書面で

回答する。 

 

② 二次審査（企画提案書類の審査・プレゼンテーション） 

提出された企画提案書類のうち提案の記載内容の審査及びプレゼンテーション内

容の審査によって選定する。 

ア プレゼンテーションの実施 

(ｱ) 一次審査において選定された者は、プレゼンテーションを実施することができ

る。 

(ｲ) 上記について、ＦＡＸにより通知する。 

イ プレゼンテーション予定日 

別途通知する。 

ウ 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は差し支え

ない。 

その他の詳細については、②ア(ｲ)の通知の際に通知する。 

エ 選定結果通知方法 

(ｱ) 二次審査終了後、 適案及び次点案を特定し、書面にて通知する。 

(ｲ) 審査において 適案及び次点案とならなかった者に対して、書面により通知す

る。 

(ｳ) 各通知は、ＦＡＸにより通知する。 

 

９．契約候補者の選定 

二次審査の結果、 適案を提案した者を契約候補者として選定する。ただし、当該

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当機構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、 適案を選定しないことがある。 

なお、辞退等の理由により契約候補者と契約締結に至らなかった場合には、次点案を

提案した者を契約候補者に選定する。 

 

１０．結果の公表 

審査結果については、直接契約候補者に連絡するとともに、後日、当機構のホームペ

ージで公表する。 

 

１１．著作権 
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本業務の実施にあたり作成したロゴ・マーク及びグラフィック・スタンダード・マニ

ュアルに係わるすべての権利は当機構に帰属する。なお、沖縄科学技術大学院大学の設

置主体となる学校法人沖縄科学技術大学院大学学園（以下「学園」という。）が成立した

時には、法律に基づき、当機構は解散し、一切の権利は、学園が承継することとされて

いる。 

 

１２．その他 

(1) 契約書作成の要否 要 

(2) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

① 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） 

② 通貨 日本円 

(3) 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。 

(4) 提案書の作成及び提出等に係る費用は応募者の負担とする。 

(5) 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、公表その他、機構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。 

(6) 提出された企画提案書類は返却しない。 

(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。 

(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、別紙様

式１に記載した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。 

 

以上 


