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平成３０年度スーパーグローバルハイスクール支援事業 

業務委託 企画提案応募要領 

  

この要領は平成３０年度スーパーグローバルハイスクール支援事業の業務委託に関する企画提

案および契約の締結において留意すべき事項を記したものである。 

 企画提案の参加者は、以下の事項を承知の上、企画提案書を提出すること。 

 

１ 業務概要 

（１）事 業 名：平成３０年度スーパーグローバルハイスクール支援事業 

（２）業務期間：契約締結の日から平成３１年２月末日まで 

（３）内  容：事業目的等の詳細は「平成３０年度スーパーグローバルハイスクール支援事業」

業務委託仕様書を参照 

 

２ 主催及び連絡先 

（１）主  催：沖縄県教育庁県立学校教育課 

（２）連 絡 先：沖縄県教育庁県立学校教育課 担当：普通教育班 譜久村 史奈子 

        〒９００－８５７１ 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

        TEL：（０９８）８６６－２７１５ FAX：（０９８）８６６－２７１８ 

        E-mail：ishimime@pref.okinawa.lg.jp 

（３）委 託 先：沖縄県立那覇国際高等学校 校長 玉城 学   

        〒９００－０００５ 沖縄県那覇市天久１－２９－１ 

        TEL：（０９８）８６０－５９３１ FAX：（０９８）８６０－３８１０ 

        E-mail：gibohsko@open.ed.jp （ＳＧＨ担当：宜保久子） 

        ※連絡の際の件名は、「平成３０年度スーパーグローバルハイスクール支援事業      

         企画提案」とすること。 

 

３ 応募資格 

  次に掲げる用件をすべて満たすものであること。 

（１）旅行業法施行規則第１条の２に規定する旅行業登録を行っており、受注型企画旅行契約を

取り扱える者であること。コンソーシアムの場合には、構成員の１者以上がこの条件をみ

たすこと。 

（２）過去２年間に、類似事業の実施、または海外留学・国内大学訪問研修等に関する活動実績

を有すること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

ものであること。＊１ 

（４）県が発注する物品の製造、買入れ、売払い等の競争入札に参加する者の資格に関する規定

第７条第２項（昭和４７年７月２０日告示第６９号）に基づく指名停止期間中の者でない

こと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づき、更生手続開始または民事再生手続開始の申立てがなされているものでないこと。 

（６）自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、および次の各号に

掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

①暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔平成３年法律第７７号〕第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 
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②暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ） 

③暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をも

って暴力団又は暴力団員を利用している者 

⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しく

は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

※⑦については資格確認のため、沖縄県警察本部に照会をする場合がある。 

（７）県立学校教育課および那覇国際高等学校の要求に応じて随時、連絡・調整ならびに対応で  

   きる体制を整えていること。 

 

４ 応募の手続き 

（１）企画提案応募要領等の送付につきましては那覇国際高等学校で実施。 

（２）企画提案応募受付締切日は、平成３０年６月２１日（木）１７：００厳守。 

（３）企画提案プレゼンテーション日時は、平成３０年６月２７日（水）１５：００～とする。 

 

５ 企画提案書の内容 

（１）香港大学等・地元高校研修プログラム 

   派遣予定期間 平成 31年 1月 16日（水）～1月 19日（土）3泊 4日 

   （派遣生徒 15名、引率教諭 2名） 

    ①香港大学等において本校の事業実施目的と関連した研修（課題探究内容の発表等）の実施     

   ｱ 香港大学等において教諭および大学生との交流、課題探究発表及び質疑応答（各１回）

の実施 

   ｲ 地元高校生との交流及び本校生徒の課題探究発表及び質疑応答（１回）の実施 

   ｳ 上記ｱ、ｲの学内見学を実施 

  ②観光・環境・健康施設等の見学及び関連企業等での研修実施 

  ③その他、課題探究内容を推進する上で必要と認められる研修内容の実施 

（２）国立台湾大学等・地元高校研修プログラム 

   派遣予定期間 平成 31年 1月 16日（水）～1月 19日（土）3泊 4日 

   （派遣生徒 15名、引率教諭 2名） 

①台湾大学等において本校の事業実施目的と関連した研修（課題探究内容の発表等）の実施     

   ｱ 台湾大学等において教諭および大学生との交流、課題探究発表及び質疑応答（各１回）

の実施 

   ｲ 地元高校生との交流及び本校生徒の課題探究発表及び質疑応答（１回）の実施 

   ｳ 上記ｱ、ｲの学内見学を実施 

  ②観光・環境・健康施設等の見学及び関連企業等での研修実施 

  ③その他、課題探究内容を推進する上で必要と認められる研修内容の実施 

（３）国内 SGU研修プログラム 

   派遣期間予定 平成 30年 10月 31日（水）～11月 2日（金） 2泊 3日 

   （派遣生徒①九州 10名 引率教諭２名 ②東京 10名 引率教諭２名） 

  ①航空券や宿泊および現地での移動手段（鉄道等）に関して 

  ②観光・環境・健康施設等の見学及び関連企業等での研修実施 

  ③その他、課題探究内容を推進する上で必要と認められる研修内容の実施 
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６ 事業費について 

（１）香港大学等・地元高校研修プログラム 

   派遣期間予定 平成 31年 1月 16日（水）～1月 19日（土）3泊 4日 

   （派遣生徒 15名 引率教諭 2名） 

   ｱ 渡航費（沖縄⇔香港）空港税等 

   ｲ 派遣期間中の海外旅行保険費用 

   ｳ 派遣期間中の食費（朝食 3回･夕食 3回・宿泊費 3泊等） 

   ｴ 派遣期間中の移動費（専用車および電車 空港からホテル ホテルから学校など、学校

交流費、空港税等、燃料チャージ） 

   ｵ 香港大学等および現地高校での研修に係る大学教授（1 名）および高校教諭（1 名）や

学生、生徒への謝礼金 

   ｶ 香港大学等や現地高校での研修に係る、依頼文・お礼状の作成および送付費用並びに会

場使用料等 

   ｷ 報告書作成費用（那覇国際高等学校と県立学校教育課へ各 10部の提出） 

   ｸ 海外での携帯電話の手配（引率教諭用） 

   ｹ 事前視察の渡航費･空港税･宿泊費･現地移動･現地コーディネーター費等（本校職員 2

名） 

   ｺ その他必要経費を含む。詳細については協議を行う 

（２）国立台湾大学等・地元高校研修プログラム 

   派遣予定期間 平成 31年 1月 16日（水）～1月 19日（土）3泊 4日 

   （派遣生徒 15名、引率教諭 2名） 

   ｱ 渡航費（沖縄⇔台湾）空港税等 

   ｲ 派遣期間中の海外旅行保険費用 

   ｳ 派遣期間中の食費（朝食 3回・夕食 3回・宿泊費 3泊等） 

   ｴ 派遣期間中の移動費（専用車および電車 空港からホテル ホテルから学校など、学校

交流費、空港税等、燃料チャージ） 

   ｵ 台湾大学等および現地高校での研修に係る大学教授（1 名）および高校教諭（1 名）や

学生、生徒への謝礼金に関すること 

   ｶ 台湾大学等や現地高校での研修に係る、依頼文・お礼状の作成および送付費用並びに会

場使用料等 

   ｷ 報告書作成費用（那覇国際高等学校と県立学校教育課へ各 10部の提出） 

   ｸ 海外での携帯電話の手配（引率教諭用） 

   ｹ その他必要経費を含む。詳細については協議を行う 

（３）国内 SGU研修プログラム 

   派遣期間予定 平成 30年 10月 31日（水）～11月 2日（金） 2泊 3日 

   （派遣生徒①九州 10名 引率教諭２名 ②東京 10名 引率教諭２名） 

   ｱ 渡航費（沖縄⇔福岡と沖縄⇔東京） 

   ｲ 派遣期間中の食費（朝食 2回･宿泊費 2泊等） 

   ｳ 派遣期間中の移動費（電車･新幹線 空港からホテル ホテルから学校等） 

   ｴ 大学での研修に係る大学教授や学生への謝礼金 

     (早稲田大学・国際基督教大学（ICU）・九州大学・熊本大学) 

   ｵ 各大学での研修に係る、依頼文・お礼状の作成および送付費用並びに会場使用料等 

   ｶ 報告書作成費用（那覇国際高等学校と県立学校教育課へ各 10部の提出） 

   ｷ その他必要経費を含む。詳細については協議を行う 

 

７ 派遣に関わる事前保護者説明会を沖縄県立那覇国際高等学校で実施すること。 
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８ 研修実施後の実施内容報告と清算業務の方法について 

  ＰＤＣＡの実施や研修報告書の作成並びに清算に係る体制の確立について明記すること。 

 

９ 研修実施に関係する大学や団体と受託者との関係について 

  （１）香港大学等・地元高校研修プログラムおよび国立台湾大学等・地元高校研修プログラ

ム派遣先大学や団体の選定方法や受託者との関係等について、また安全面の確保や連絡体制

等について明記すること。 

（２）国内 SGU研修プログラム 

派遣先 SGU の選定は那覇国際高等学校で行うが、受諾者との関係等について、また安全面の

確保や連絡体制等については明記すること。 

  

１０ 委託を受けるにあたっての確認（懸念）事項等について 

      確認（懸念）事項等があれば記載すること。 

 

１１ 積算見積及び経費限度額 

（１）経費は税抜き価格とし、別途消費税を併記して提出するとともに、 

平成 30 年度スーパーグローバルハイスクール支援事業費 4,880,000 円以下（消費税込み）

の範囲内で見積もること。 

積算の費目については、概ね以下の内容で提出すること。 

①直接人件費（事務局経費） 

   ②事業費 上記６（１）～（３）を全て含めること 

   ③消費税 

   ④その他 

ｱ 各経費については、見積条件等が分かるように明記すること。 

ｲ 事業終了時には精算報告書の提出を受け、実際に支出した額を契約額の範囲内で支払

うものとする。 

 

１２ 企画提案書等の体裁について 

（１） 原則としてＡ４版横置き、左上１箇所綴りとする。 

（ただしグラフ、表等は必要に応じてＡ３版にして織り込むなど、理解しやすいように適

宜工夫してもよい。） 

 

１３ 企画提案書提出期限 

（１）提出期限：平成３０年６月２１日（木）１７時迄（厳守） 

（２）提出場所：沖縄県立那覇国際高等学校（ＳＧＨ担当：宜保久子） 

※持参または郵送により提出すること。但し、郵送の場合は到着確認が可能な手段をとる

ものとし、提出期限内に到着するように送付すること。 

（３）提出書類：１４に定める書類 

（４）提出部数：１５部 

 

１４ 提出書類等 

（１）企画提案応募申請書・・・・・・・・・・・・・・・【様式１】 

（２）企画提案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式２】任意様式 

（３）団体等概要表（組織図、業務内容、資格等）・・・  【様式３】任意様式 

（４）実績書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式４】 
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（５）積算資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【様式５】任意様式 

※この事業を実施するにあたって一切の費用を積算すること。 

 

１５ 企画提案プレゼンテーション日時 平成３０年６月２７日（水）１５：００～ 

                    場所：那覇国際高等学校 小会議室 

 

１６ 選定方法 

   応募のあった提案については、那覇国際高等学校に設置する企画提案選定委員会において

選定する。なお、必要があると認められる場合にはヒアリング等を行うとともに、採否に

ついての異議申し立て等は受け付けないものとする。 

 

１７ その他 

（１）提出書類等の作成費用は、応募者の負担とし、提出書類等は返却しない。 

（２）提出された企画提案書、審査内容、審査経過については公表しない。 

（３）企画提案仕様書において示した事業内容以外に、本事業の目的を達成するために必要及び

効果的だと考えられる独自の企画提案を行うこと。ただし提案にあたっては、平成３０年

度スーパーグローバルハイスクール支援事業費の範囲内で見積もり、受託者負担とするこ

と。 

（４）提案を採択した場合でも、協議の上、提案内容を一部変更する場合がある。 

（５）本事業を実施するにあたり、責任者を置くこととし、その者は全ての調整に応じることと

する。 

（６）本要領に示されていない事項については、協議の上取り決めるものとする。 

 

＊1 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る

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。 


