
 

入 札 公 告 
 
１．入札事項 
「ATM/CNSに関する国際ワークショップ2022（IWAC2022）運営支援業務」 

※詳細は入札説明書及び仕様書を参照。 
 

２．入札に参加する者に必要な資格 
(1) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第３１条の規定に該当しない者であるこ 

と。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中

特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 令和 01・02・03(平成 31･32･33)年度 国土交通省一般（指名）競争参加資格（全省庁統一資格）のうち、

下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当し

ない者であること。 
資格の種類 ： 「役務の提供等」  
資格の等級 ： A、B、C又はD等級のいずれか  

(3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等

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) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。 
(5) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の

未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、直近２年間の保険料の未納がないこと。） 
 

３．入札説明会実施の有無 ： なし 
 
４．入札説明書及び仕様書、契約書（案）の交付方法 

 (1)交付期間：本公告の日から令和３年１１月２日（火）まで   
(2)交付方法：当研究所ホームページの「入札・調達・契約情報」より入手、閲覧すること。 

          URL : http://www.enri.go.jp/news/nyusatu/nyusatu_index.htm（入札説明書等） 
         URL : http://www.enri.go.jp/news/nyusatu/nyusatu_info.htm（契約書(案)）  
 
５．入札説明書及び仕様書に関する質問の受付 

     電子メールにて令和３年１１月２日（火）17時00分まで受付。なお、電子メールには、件名・事業者名・

担当部署名・担当者名・電話番号・FAX番号を明記して下さい。 
 
 ６．入札参加希望申請書の提出 
    入札に参加を希望する者は、入札説明書に記載された審査項目について、履行可能であることを

記載した申請書を次の期限までに提出して下さい。 
提出された申請書の審査の結果、本件を履行できると認められた者に限り、入札への参加を認め

ます。なお、提出した申請書に関し説明を求められたときは、申請者はこれに応じることとします。 
(1)申請書提出方法 : 持参又は郵送 ※様式任意 
(2)請書提出締切 : 令和３年１１月４日（木）17 時 00 分 
(3)審 査 の 結 果 : 令和３年１１月１１日（木）までに通知 

 

７．入札書の提出方法 
 (1) 提出方法 :持参又は郵送（電信、電子入札不可） 
(2) 提 出 先 :国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 会計課調達係 
(3) 提出締切 :持参により入札書を提出す場合は、下記８．の開札日時までに開札場所に入札書を持参し提出す

ること。（土曜、日曜、祝祭日の入札書の受領は不可） 
郵送により入札書を提出する場合は、令和３年１１月１６日（火）までに入札書が必着すること。  

 

 
 

http://www.enri.go.jp/news/nyusatu/nyusatu_index.htm


８．開札日時及び場所 
(1) 日時 ： 令和３年１１月１７日（水） １１時００分  ※入札書提出者の開札立会義務なし 
(2) 場所 ： 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 

電子航法研究所 本館２階 （別紙地図参照・車駐車可） 
 

９．入札保証金及び契約保証金 ： 免除 
 

１０．入札の無効 
  上記２．の資格を有さない者のした入札、及び上記４．で示された入札に関する条件に違反した入札は、無効と

する。 
 
１１．契約書作成の要否 ： 要 
 
１２．その他 
  (1) 入札書提出締切後に到着した入札書は無効とする。 
  (2) 上記７．の開札で予定価格の制限の範囲内に達する価格の入札がない場合は、当研究所の入札事務担当者の

指示する日時を締切とする再度入札を実施する。なお、再度入札は１回のみとする。 
  (3) 応札者において「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」に該当する者である場合は、必要な情報を上

記6.(2)まで提供すること。 
  
 
 
令和３年１０月１２日 

                         
               国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 

契約担当役 電子航法研究所    
所 長 福田 豊 

 
 
 

※本件に関する資料の送付、質問及び入札書の提出先 
 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7丁目42-23 
  国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所（電子航法研究所） 会計課 調達係 
  TEL : 0422-41-3476 FAX : 0422-41-3169 e-mail : tender@enri.go.jp 





 

 

 

 

          

入 札 説 明 書 
 
 
 

 
      １．発注者 
      ２．調達内容等 
      ３．入札に参加する者に必要な資格 
      ４．入札説明会実施の有無 
      ５．入札説明書及び仕様書に関する質問の受付 

６．入札書提出の方法等 
７．その他 
 
（書式等） 
１．入札書受取確認票（様式１） 
２．入札書     （様式２） 
３．誓約書     （別紙１） 
４．入札参加要件  （別紙２）             

             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所の特定調達契約に係る

入札公告（令和３年１０月１２日付）に基づく入札等については、国立研究開発法人海上・

港湾・航空技術研究所会計規程（平成２８年研究所規程第１７号。以下「会計規程」とい

う。）、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則（平成２８年研究

所細則第５号。以下「取扱細則」という。）、その他関係法令等に定めるもののほか、この

入札説明書によるものとする。 
 
１．発注者 

 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 
電子航法研究所 所長 福田 豊 

 
２．入札内容等 

(1) 入札事項 
「ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022（IWAC2022）運営支援業務」 

※詳細は仕様書参照。  
(2) 仕様 

    仕様書のとおり 
(3) 履行（納入）期限 

令和４年１２月２３日 
(4) 履行（納入）場所 

    仕様書のとおり  
(5) 入札方法 

① 入札参加者は、履行（納入）に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積も

ること。 
② 落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当す

る額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、競争参加者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 
(6) 入札保証金及び契約保証金  免除 

 
３．入札に参加する者に必要な資格 

(1) 令和 01・02・03(平成 31･32･33)年度 国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）

のうち、開札日までに下記の資格の種類及び等級に格付けされた者で、かつ国土交

通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。 
資格の種類：「役務の提供等」 
資格の等級：A、B、C 又は D 等級のいずれか  

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

て、国土交通省公共事業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。 



(3)  会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
 (4)  労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用 

及びこれらに係る保険料の未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、

直近２年間の保険料の未納がないこと。） 
(5) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第３１条に規    

定される次の事項に該当しない者であること。 
  ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な    

同意を得ている者については、この限りでない。 
① 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。 
② 次の各号の一に該当し、かつ、その事実があった後２年を経過しない者。（これを

代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。） 
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造、その他役務を粗雑に行い、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。 
イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害しもしくは不正の利益を得る

ため連合した者。 
ウ 落札者が契約を結ぶこと、又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者。 
エ 監督または検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。 
オ 正当な理由無くして契約を履行しなかった者。 
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 
キ 前各号の規定により競争に参加できないとされている者を契約の締結又は契約の

履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 
③ 上記②に該当する者を入札代理人として使用する者。 
    

４．入札説明会実施の有無  無 
 
５．入札説明書及び仕様書に関する質問の受付 

(1) 電子メールにて、入札公告記載の期日まで受け付ける。なお、電子メールには件名・

事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX 番号を明記し、次のアドレスま

で送信すること。 
e-mail : tender@enri.go.jp 

(2) 頂いた質問（当研究所からの回答を含む）のうち、応札を考えている他の事業者に

も周知した方が公平性の点から良いと当研究所が判断したものについては、当研究所

ホームページの「入札・調達情報」中、当該入札件名の「質疑応答」に掲載すること

とする。 
 
６．入札参加希望申請書等の提出 
  (1) 入札に参加を希望する者は、入札公告記載の方法により入札公告記載の期日までに

次の資料を添付した入札参加希望申請書（様式任意）を提出すること。 



    ①上記３. (1)に示す競争参加資格決定通知書の写し 
    ② 別紙 2「入札参加要件」記載の審査項目について、履行可能であることを記載

した書面（必要に応じ資料） ※様式任意 
  (2) 申請書等の提出先 
     〒182-0012 東京都調布市深大寺東町 7 丁目 42-23 
      国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 

電子航法研究所 会計課 調達係 TEL : 0422-41-3476 
 
７．入札書・入札内訳書（入札書等）提出の方法等 

(1) 入札書等提出方法  
持参または郵送（電信、電子入札不可。郵送の場合は、書留、配達記録等配達

された記録が残る方法による） 
ア 持参の場合 

入札書等を封筒に入れ封印し提出すること。提出された入札書等は、即日、開

封して誤記、記入漏れ又は押印漏れ等がないかを確認します。なお、入札書の署

名（又は記名）・押印者以外の者の持参を認めます。 
    イ 郵送の場合 

郵便（配達記録の残るものに限る）により提出する場合は二重封筒とし、表封

筒に「令和 年 月 日提出［ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022
（IWAC2022）運営支援業務］入札書在中」と朱書し［様式１］の「入札書受取

通知票」を同封し、中封筒の封皮には氏名（法人の場合はその名称又は商号）及

び「ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022（IWAC2022）運営支援業務 入

札書」と朱書きすること。 
なお、入札書を郵送したにもかかわらず、当研究所から「入札書受取通知票」 

が FAX 送付されてこない場合は、必ず、当研究所調達係あて問い合わせするこ 
と。 

 (2) 入札書等の提出先 
     〒182－0012 東京都調布市深大寺東町 7－42－23 
      国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 

電子航法研究所 会計課 調達係 TEL : 0422-41-3476   
(3) 開札の日時及び場所 

入札書等提出締切：郵送による場合は令和３年１１月１６日（火）までに必着

すること。 
持参による場合は下記開札日時にまでに持参提出すること。 
（土曜、日曜、祝祭日の入札書の受領は不可） 

開 札 の 日 時：令和３年１１月１７日（水） １１時００分 
開 札 の 場 所：国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 

電子航法研究所 本館２階 （車駐車可） 
 (4) 締切の厳守 

入札書等の提出にあたっては、入札公告記載の期日を厳守すること。 



なお、締切以降の入札は無効とする。 
(5) 入札書の署名(又は記名)・押印者は、入札参加事業者における代表取締役等の代表

機関または支配人、支店長以上の職にあるもの、もしくは、それらの者から委任を

受けた代理人(委任事実及び委任内容が書面上証明できる場合のみ)とする。 
(6) 入札参加者は、誤記、記入漏れまたは押印漏れ等、当研究所からの指摘による入札

書等の返却時以外、提出した入札書等の引換え、変更又は取消しをすることはでき

ない。 
(7) 入札の無効 

① 上記３．に示した競争参加資格を有していない者のした入札、入札条件に違

反した者のした入札、又は、次の各号の一に該当する入札書は無効とします。 
   ア 入札参加者またはその代理人（以下「入札者」という。）の記名または

押印（外国人、または外国法人にあっては、本人または代表者の署名を

もってかえることができる。）の無いもの。 
       イ 金額の記載のないもの、又は金額を訂正したもの。 
       ウ 誤字・脱字等により、記載事項が不明瞭であるもの。 
       エ 条件が付されているもの。 
       オ その他入札に関する条件に違反したもの。 

② 令和 01・02・03(平成 31・32・33)年度 国土交通省競争参加資格（全省庁統

一資格）申請中の者がした入札において、開札日までに当該参加資格が決定さ

れないとき、又は、審査の結果、当該資格を有すると認められなかったときは、

その者がした入札は無効とする。 
(8) 入札の延期等 

     入札者が連合し、または不穏な行動をなす等の場合であって、入札を公正に執

行することができないと認められるときは、当該入札を延期し、又は取り止める

ことがある。 
(9) 代理人による入札 

① 代理人が入札書に金額、日付を記入して記名、押印する場合は、入札書に入

札者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示、代理人氏名の記入及

び代理人印を押印（外国人の署名を含む。）しておくとともに、入札書提出締切

日時までに委任状を提出すること。 
② 入札者は、本件入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 

(10) 開札の方法 
① 開札は、立ち会いを希望する入札者を立ち会わせて、当研究所の職員が行う。 
② 入札者は、開札の場所に入場しようとするときは、当研究所会計課職員に、

入札者又は入札者が代表、支店長等である事業者の職員又は代理人であること

を証するものを提示すること。なお、同一事業者の３名以上の入場は認めない。 
③ 入札者は、開札時間経過後は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札

の場所に入場することはできない。 
④ 入札者は、当研究所会計課職員の許可がない限り、開札が終了するまで開札

の場所を退場することができない。 



⑤ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達する有効な入札がないときは、当

研究所入札事務担当者の指示する日時を締切とする再度入札を行う。この場合、

封筒及び封印は不要とし、本件においては、ファクシミリによる入札を認める。 
⑥ 当該入札回数は２回までとする。 
 

８．その他 
(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 
(2) 入札者に要求される事項 

    ① 入札者は、入札公告及びこの入札説明書を十分理解したうえで入札しなけれ

ばならない。質問等があるときは、上記５．に記載する方法で当研究所に説明

を求めることができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申

し立てることはできない。 
    ② 入札者は、開札日の前日までに当研究所から当該入札書に関し説明を求めら

れた場合、それに応じなければならない。 
③ 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 

    ④ 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出の要請に協力する 
こと。 

  ⑤入札者は入札書の提出時に別紙「誓約書」を提出しなければならない。 
(3) 落札者の決定方法 

① 最低価格落札方式とする。 
② 入札価格が国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則

第 11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められると

きは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価

格をもって入札した者を落札者とすることがある。 
③ 予定価格の範囲内であっても、電子航法研究所最低価格調査基準価格を下回

る入札価格を提示した者は、適正な履行がなされるかを判断するため、ヒアリ

ング及び必要書類の提出を求める。その場合、当該入札者は必ずその要求に応

じなければならない。 
④ 落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに入札者にくじ

を引かせて落札者を決定するものとする。なお、当該入札者のうち、くじを引

かない者があるとき、又は直ちにくじを引けない者があるときは、代わりに入

札事務に関係のない当研究所職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 
(4) 契約書の作成 

① 契約書の記名押印は、先に当研究所が行い、その後、請負者が記名押印し、

各自１通を保管する。 
② 契約書（２部）を当研究所から受領したら、記名、押印及び収入印紙を貼付



（収入印紙貼付不要契約の場合を除く）して 7 日以内に当研究所会計課調達係

あてに到着するよう返送すること。 
③ 落札者及び当研究所が契約書に記名押印しなければ、本契約は成立しない。 

  (5) 応札者において「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表」に該当する者である

場合は、必要な情報を上記 6.(2)まで提供すること。 
(6) 代金支払条件 

① 当研究所の給付完了確認後、請負者から適正な請求書を受理した日から 30 日

以内に銀行振込により代金を支払う。 
② 請負者は、請求書に必ず振込先金融機関名、預貯金種別、口座番号、口座名

及び請求日を記載すること。 
(7) 納品または履行の検査等 

① 納品または履行の検査方法等については、契約書及び仕様書に定めるところ

による。 
② 検査終了後、請負者が提出した書類に虚偽の記載があると判明した場合は、

請負者に対して損害賠償を求める場合がある。 
(8) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

    ① 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこ

れを拒否すること。 
      また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上

必要な協力を行うこと。下請人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同

様とする。 
    ② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその

内容を記載した書面により発注者に報告すること。 
    ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じ

ることがある。 
    ④ 請負者において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れ

が生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 
  



〔様式１〕 
 
※入札書を郵便

．．
で提出する場合、必ず、入札書に同封して本紙を提出 

※持参の場合は、必要ありません 
 
令和 年  月  日 
送信枚数：本紙のみ 

 
入札書受取通知票 

 
 
[宛先] 
入札書提出事業者：              

担当部署：              
担当者：               

FAX 番号：               
（上記宛先項目何れも入札者が必ず記入） 

 
 

入札事項「ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022

（IWAC2022）運営支援業務」入札書確かに受取りました。 
 
 
 
 

[受取人] 
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 

電子航法研究所 会計課調達係 
担当： 
電話番号０４２２－４１－３４７６ 
FAX 番号０４２２－４１－３１６９ 

 



〔様式２〕  
 
 

入 札 書 
 
 
        ￥ 

   
  
 
 本件入札説明書を承諾のうえ入札します。 
 
 
 

令和 年  月  日 
 

住 所  

事業者名   

代表者氏名                    印 

    国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 
契約担当役 電子航法研究所 所長 様 

（消費税および地方消費税相当額を除く） 
 
 

入札件名及び数量 ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022（IWAC2022）運営支援

業務 

 



 
 〔入札内訳書〕 [事業者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ]

項目 単位 数量 単価（円） 合価（円） 備考

※入札内訳書は入札参加者の書式でも可



(別紙１) 
 

誓  約  書 
 
「件名 ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022（IWAC2022）運営支援業務」 
に係る一般競争入札に参加するにあたり、以下の事実について相違無いこと及び事実に

相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 
 この契約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。 
 
１ 国土交通省から指名停止を受けている期間中に該当しない者であること。 
    

２ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして 
国土交通省公共事業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。 

 
３ 研究所構成員（研究所に所属する非常勤を含む。研究者、事務職員、技術職員及びそ 

の他関係する者。）から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること。 
 
４ 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及び 
これらに係る保険料の未納がないこと。（入札参加関係書類提出時において、直近２年間

の保険料の未納がないこと。） 
 

５ 機関の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 
 
６ 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること。 
 
令和 年  月  日 
              住所 
              商号又は名称 
              代表者氏名 
 
               国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 

契約担当役 電子航法研究所  
所長 福田 豊 殿 



（別紙２） 
 
件名：ATM/CNS 国際ワークショップ 2022（IWAC2022）運営支援業務 
 
 
【入札参加要件】 
 

本件業務を円滑かつ効率的に進めるため、1 会場 1 日当たりの参加人数が 200 名以上の

国際ワークショップ又は国際会議の運営支援業務を請け負った実績が 2 件以上有している

こと。 
  入札に参加する者は、上記の実績を有していることを証明するため、運営支援業務を請

け負った国際ワークショップ又は国際会議について、下記の事項を記載した資料を提出す

ること。なお、様式は任意とする。 
 記載事項 
  ①国際ワークショップ又は国際会議の名称 
  ②国際ワークショップ又は国際会議の日程 
  ③国際ワークショップ又は国際会議の主催者 
  ④国際ワークショップ又は国際会議の参加者 
   （全日程の合計参加人数及び１日当たりの参加人数） 



ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022

（IWAC2022） 

運営支援業務 仕様書 

令和 3 年 10 月 

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 

電子航法研究所 



１．  概要 

(1) 本仕様書は、電子航法研究所（以下、「当所」という。）が主催する ATM/CNS に関

する国際ワークショップ 2022（以下、「本ワークショップ」という。）を円滑に実施

するための、支援業務の内容を示すものである。本ワークショップは、将来の航空

交通管理及びそれを支える通信、航法、監視技術に関する研究開発の発展を目的と

しており、それらに関わる国際機関、世界の行政機関、企業及び研究機関等の専門家

が参加・講演するものである。 

(2) 請負者は、本ワークショップの成功に向けて積極的な提案を行うとともに準備状況

の進捗管理を行い、本ワークショップ準備委員会の業務支援を行うこと。会場設営

に関わる準備撤去作業等を含め、本ワークショップ開催期間中の運営業務において、

監督職員と調整しつつ本ワークショップの進行に必要な業務を行う。ワークショッ

プ終了後には実施項目及びデータ等を取りまとめ、報告資料を作成すること。本ワ

ークショップは国際ワークショップとなり、業務の多くで英語を使用する。そのた

め英語対応が必要な箇所の一部担当者は必ず英語に長けた者を就けること。 

(3) 請負者は、当該業務を確実に履行するために、監理責任者を配置し、本契約の監督

職員及び IWAC-TPC (Technical Program Committee、以下、「TPC」という)含む IWAC

準備委員会担当者（以下、「監督職員等」という。）と十分な打合せ及び密な連絡調

整を行いながら業務を履行すること。なお、監理責任者は、本業務を履行するまで

の間は、原則として交代させないこと。 

２． 契約期間 

契約締結の翌日から令和 4 年 12 月 23 日（金）までとする。 

 

３． 業務計画 

(1) 概要 

(ア) 名称：ATM/CNS に関する国際ワークショップ 2022（IWAC2022） 

(イ) 開催日程：令和 4 年 10 月 25 日（火）～令和 4 年 10 月 27 日（木） 

(ウ) 参加者予定総数：800 名（3 日間延べ人数） 

(エ) 会場：東京都特別区内を予定（東京駅および三鷹駅から会場最寄り駅まで鉄道

で 20 分以内の場所を想定）。令和 3 年中に決定の見込。 

(2) スケジュール 

以下のスケジュールとするが、講演者数等を考慮し若干の変更が発生する。 

10 月 24 日（月） 準備日 

（会場設営）  

13:00-21:00 ・全体セッション会場の設営 

  ・展示設営 

10 月 25 日（火） 初日 

（全体セッション） 

10:00-18:00 ・全体セッション開催（開会～全体セッション） 

   場所：全体セッション会場 

18:30-21:00 ・全体セッション会場解体、撤去 

（展示） 

9:00-9:30 ・展示準備 

9:30-19:30 ・展示公開 



19:30-21:00 ・撤収(必要箇所のみ) 
（ランチミーティング） 

 12:00-13:30  
 

10 月 26 日（水） 二日目 

（専門セッション(1)） 

9:00-9:30 ・専門セッション（1）会場 A 設営 

9:30-17:30 ・専門セッション（1）開催 

（専門セッション(2)） 

9:00-9:30 ・専門セッション（2）会場 B 設営 

9:30-17:30 ・専門セッション（2）開催 

（専門セッション(3)） 

9:00-9:30 ・専門セッション（3）会場 C 設営 

9:30-17:30 ・専門セッション（3）開催 

（展示） 

 9:00-17:30 ・展示公開 

（TPC 委員会） 

17:30-21:00 ・会議 

10 月 27 日（木） 最終日 

（専門セッション(4)） 

9:30-17:30 ・専門セッション（4）開催 

17:30-21:00 ・専門セッション（4）会場 A 撤去 

（専門セッション(5)） 

9:30-17:30 ・専門セッション（5）開催 

17:30-21:00 ・専門セッション（5）会場 B 撤去 

（専門セッション(6)） 

9:30-17:30 ・専門セッション（6）開催 

17:30-21:00 ・専門セッション（6）会場 C 撤去 

（展示） 

 9:00-17:30 ・展示公開 

 17:30-21:00 ・展示会場撤去 

 

４． 準備委員会支援業務 

添付１の IWAC 準備委員会の構成ならびに業務を十分に確認の上、以下に関して監督職

員等の指示に従い業務を支援すること。 

(1) 計画書の作成・提出【令和 3 年度業務】 

仕様書に従い、提供する役務内容、工程他を明らかにした実施計画書を契約締結後

速やかに作成し、2 週間以内に提出すること。 

(2) IWAC 準備委員会への対応【令和 3 年度・4 年度業務】 

(ア) 請負者は、当所が開催する IWAC 準備委員会に出席し、本ワークショップを円

滑に実施するための作業全般（運営体制の構築、当所外組織との連携対応、ス

ケジュール検討、テーマ検討、展示内容検討、広報等）について準備委員会各

担当者と協議の上、業務にあたること。 



(イ) 準備委員会では開催準備と運営に必要な情報提供を行うともに、本ワークショ

ップが成功するために必要な決定事項の確認、企画・構成のアドバイスなど、

積極的な提案及び全体の進捗状況を管理するものとする。なお、準備委員会は

各月最低 1 回の開催（契約締結月～令和 4 年 12 月の期間中：計 14 回程度）と

なり、約 2 時間程度を要する。令和 4 年度は準備の進捗次第では複数回の臨時

開催もある。 

(ウ) 請負者は準備委員会の事務局補助作業として、準備委員会の開催準備（準備委

員会開催案内及び資料取りまとめ等）・議事録の作成を行うこと。 

(3) TPC への対応【令和 3 年度・4 年度業務】 

(ア) 請負者は TPC の行う業務全般（技術トピックの選定、プログラム編成、原稿投

稿・査読者手配・査読結果の管理、表彰式の実施、司会選定、講演会の運営お

よび各種連絡等）について各担当者と協議の上、業務にあたること。 

(イ) 請負者は TPC 委員会（令和 4 年 5 月および令和 4 年 10 月の計 2 回の開催予定）

の業務に関わる支援（資料作成・送付や委員への連絡等）を行うこと。 

(4) 連絡ツールの整備および方法【令和 3 年度・4 年度業務】 

(ア) 請負者は、本ワークショップの事務局業務を支援するに当たり、監督職員と調

整し、連絡用の専用メールアドレス（iwac2022@ドメイン）を取得もしくは当

所が用意したメールアドレスを有効に活用し、監督職員等及び参加登録者等へ

の連絡手段を確立すること。なお、投稿者および発表者へは、当所が提供する

論文投稿ツール（EasyChair 等）を含めて監督職員等の指示に従い連絡を行うこ

と。 

(イ) 原則として、投稿者および発表者との連絡における使用言語は英語、参加者等

との使用言語は英語と日本語とする。 

(5) ウェブサイト等の運営【令和 3 年度・4 年度業務】 

(ア) 監督職員等と調整し、当所が定めた仕様（表 1）を満たすウェブページの作成、

運営及び投稿者・参加者・閲覧者の対応等、ウェブサイト全体の管理を請負者

が実施する。 

(イ) 各ウェブページの掲載内容については監督職員等と調整すること。 

(ウ) 請負者は、運営に必要なサーバーレンタルと当所の指示するドメインの DNS設

定を行うこと。 

(エ) サーバーレンタル期間は、契約締結後（令和 3 年 10 月）～令和 4 年 12 月まで

とする。 

(オ) 掲載内容の加除修正については、当所の指定する期日までに対応可能なこと。 

(カ) 準備委員会広報担当者及び事務局との連絡を密に行い、必要に応じてウェブペ

ージの更新を行うこと。 

(キ) 更新作業はサーバーレンタル期間において毎月平均 2 回以上を予定している。

なお、更新頻度によらず、開催に関する情報の掲載・更新については請負者自

身からも積極的に提案を行い、監督職員等の承認を得て適宜更新作業を行うこ

と。 

(ク) 本ワークショップ終了後も講演者との連絡業務（講演時に使用した資料の公開

確認等）を行うことが想定されている。 

(ケ) サーバーレンタル期間中はサーバーを停止させないものとする。サーバーの停

止時期については次項のウェブデータ移管作業に関連し、監督職員等の指示に



従い決定すること。 

(コ) 本ワークショップ終了後にウェブデータを当所サーバーへ移管すること。 

(サ) 発表者の講演資料は、本ワークショップ終了後、ウェブサイトにて公開するこ

とを予定している。そのため、本ワークショップ前後に発表者に対し講演資料

の公表の可否を確認し、公表可能な発表者の講演資料の収集を行うこと。 

表１：ウェブサイトの仕様 

項目 内容 

ページ構成 Top ページ 1 ページ 

Call for Paper (CFP)ページ 1 ページ 

参加登録ページ 1 ページ 

開催場所情報 1 ページ 

会議プログラム 1 ページ 

運営組織 1 ページ 

TOP ページの構成 会議名、開催日、開催地、Top 画像を記載 

当所が作成した会議概要文を記載 

当所が定めた重要日程を記載 

CFP ページの構成 

（論文投稿案内） 

当所が作成した CFP 文を記載 

作成した CFP の PDF を掲載 

当所が作成した論文投稿案内文を記載 

論文投稿の利用方法について記載 

論文投稿ページ（EasyChair）へのリンクを掲載 

参加登録ページの構成 （6）参加登録の支援業務を参照すること 

展示申し込みページの構成 当所が作成した募集要項と申込書を掲載 

開催場所情報 開催場所の施設情報及びアクセス情報を記載 

会場付近のホテル情報を記載 

会場付近ならびに都内及び都近郊の観光情報を記載 

 

会議プログラムページの構成 採択論文が決定され次第、採択論文一覧を掲載 

会議プログラムのスケジュール概要を掲載 

詳細スケジュールが決定次第、各日程の詳細を掲載 

論文集へのリンクを掲載 

運営組織ページの構成 TPC メンバーリストを掲載 

運営への連絡手段を掲載 

 

(6) 参加登録【令和 3 年度・4 年度業務】 

(ア) ウェブページにオンライン参加登録システムを組み込むこと。 

(イ) 本ページ管理画面上（もしくは別システム）において参加登録の受付・管理を

行うこと（参加登録者数は 300 名程度を想定している）。参加登録の際に求め

る項目は監督職員等と調整すること。 

(ウ) 基本的に登録情報は英語で登録することを予定しているが、監督職員と協議の

上、必要に応じて日本語を付記するなど国内参加者にわかりやすい工夫を施す

こと。 

(エ) 参加登録者には参加登録完了通知メール（登録完了通知登録情報や領収書等を



含む）を配信する機能を有すること。 

(オ) 参加費（会議参加費、展示等で複数回発生）を集めるための送金システムを備

えること。参加費は参加者種別により異なるため監督職員等と密に連絡を取る

こと。なお、集金した参加費から支出が必要になる場合は監督職員の許可をえ

ること。また当日受付のため、クレジット及び現金支払いも行えること。クレ

ジットカード等の決済については、適切なセキュリティを設け個人情報の流出、

不正利用を完全に防ぐこと。 

(カ) 集金にあたっての請求書・領収書等の発行は請負者が行うこと。 

(キ) 参加費は、新規の銀行口座を開設して管理するものとし、本ワークショップ終

了後に速やかに精算手続きを行い、当該口座の解約手続きを行うものとする。 

(ク) 参加費の入出金履歴は作業報告書に漏れなく記載すること。この際、参加費の

種別に分けて管理し、次の証拠資料を添付すること。 

① 入出金額を記した帳簿（写） 

② 銀行口座通帳（写） 

1. 口座名義人及び銀行名・支店名・口座番号が記載されている部分 

2. 取引履歴が記載されている部分 

③ 銀行口座の解約手続きが完了したことを確認できる書類（写） 

④  経費支出に関する書類 

1. 経費の請求書（写） 

2. 請求書（写） 

(ケ) 参加登録情報を基に Excel 等で名簿を作成・管理し、随時当所が確認可能な体

制にすること。 

(コ) 日本へ渡航する際のビザ（査証）を必要とする国からの参加者に対して、当所

の指示に従って外務省が定める書類を準備し、本人に送付すること。（ビザ発給

対象者数は 50 名程度を想定。） 

(サ) 監督職員等と協力し参加登録者には参加証明書を作成し、本ワークショップの

受付時にコングレスバックと一緒に配布すること。当日参加が難しい発表者に

ついては、電子ファイルで送付する。 

(7) 投稿【令和 3 年度・4 年度業務】 

(ア) 開催までの募集スケジュールは、以下のとおり。 

令和 3 年 12 月 開催予告配信開始 

令和 4 年 2 月 講演募集（原稿受付）開始 

令和 4 年 4 月 原稿提出締切 ※延期の可能性あり 

令和 4 年 5 月～6 月 査読・プログラム編成 

令和 4 年 5 月～6 月 採否通知・参加登録開始 

令和 4 年 8 月 最終原稿提出締切 

令和 4 年 10 月 IWAC2022 開催 

(イ) 構築したウェブサイトにて当所がライセンス契約を行う論文投稿ツールを使

用し、最新ニュースを含めた原稿投稿の受付・管理を行うこと。（原稿は全て英

文で、投稿数は 80 件程度を想定している。査読対象となる原稿は 50 件程度、

査読なしの Interchange Track 等は 30 件程度を見込んでいるが、投稿数は前後す

る可能性がある。） 

(ウ) 受け付けた原稿は監督職員等が別途指定する査読担当者等（1 原稿当たり 2 名



を予定）に配布し、査読依頼、結果の収集・集計を行うこと。なお、集計方法

は監督職員等の指示に従うものとする。 

(エ) TPC にて選定された論文について、その著者へ連絡を取り、最終原稿を入手後、

出版に備えて当所が指定するフォーマットに体裁を整えること。なお、原稿は

Word 及び Tex の両方に対応できること。 

(オ) 監督職員等と調整の上、著作権フォームの用意・配布並びに取りまとめを行う

こと。 

(8) ポスター等の制作と発送【令和 3 年度・4 年度業務】 

(ア) Call for papers(CFP)を 500 部（A4 判、4 色刷、両面）制作し印刷すること。 

(イ) 印刷した CFP は監督職員等の指定する時期（令和 3 年 12 月までを目安）に発

送を行うこと。発送先は最大で 200 件程度を想定している。なお、海外につい

ては 350 件程度を電子メールにて送付すること。 

(ウ) ポスター200 部（A2 判、4 色刷、片面）及びリーフレット 400 部（A4 判、4 色

刷、両面）を制作し、それぞれを監督職員等の指定する時期（ポスター：令和

4 年 6 月頃、リーフレット：令和 4 年 9 月頃）に発送を行うこと。発送先は、

国内発送のみで、ポスターは最大 200 件程度、リーフレットは 200 件程度を想

定している。 

(エ) 郵送費は請負者の負担とする。 

(オ) 各制作物にあたって、本ワークショップをイメージしたデザインを提案し、監

督職員等と調整の上、デザインを決定すること。記載事項等は監督職員等より

指示する。 

(カ) 発送先のリストは、当所より提供する。 

(キ) 各制作物の残部は、当所において掲示又は配布するため、電子ファイルと共に

監督職員等へ引き渡すこと。 

(9) プログラム集の制作【令和 4 年度業務】 

(ア) 講演スケジュール及び査読結果等を元に、プログラム集（A4 判、並製本 無線

綴じくるみ、4 色刷、表裏表紙 4 色刷、両面 10 頁程度、300 部）を制作するこ

と。 

(イ) 制作には、冊子の表紙、目次、章立て等のデザイン、レイアウト及び構成等の

業務を含むものとする。（構成として基調講演者のプロフィール頁（顔写真入り）

を設けるものとする。） 

(ウ) 制作物の残部は、当所において配布するため、電子ファイルと共に監督職員等

へ引き渡すこと。 

(10) 論文集の制作【令和 4 年度業務】 

(ア) 講演者から論文投稿ツールに提出された最終原稿については、監督職員等の指

示に従い適切に管理し、全データを PDF 形式で取りまとめ準備委員会に提出す

ること。 

(イ) 論文集は USB（後述参照）による配布とウェブサイトからのダウンロードによ

る配布を実現すること。 

(ウ) 監督職員等と調整の上、使用会場（当所が別途借り上げ契約を締結する会場の

施設管理担当者（以下、施設管理者という。））と論文データの閲覧に必要な会

場内の無線 LAN 環境を整備すること。 

(エ) 講演者への配布用として、本ワークショップをイメージしたデザインを施した



USB 論文集を有料参加者（参加費を支払った者のみで 150 名程度）＋30 部（当

所及び準備委員会用）制作すること。なお、論文集に準じた形での目次整理、

論文番号の付記、目次に倣ったフォルダ構築、各項目へのリンク付け等を行う

ものとし、詳細については監督職員等と内容を確認すること。 

(11) コングレスバックの制作【令和 4 年度業務】 

(ア) 当所が指定するロゴ等をデザインしたコングレスバッグを 320 個手配すること。 

(イ) サイズは、縦 34cm 以上、横 27cm 程度でマチ付きとすること。 

(ウ) コングレスバッグの中にはリーフレット、プログラム集、有料参加者他（監督

職員の指示を仰ぐ）には USB 論文集と参加証明書、その他パンフレット等を入

れ、来訪者受付時に受付スタッフが配布できるように事前に準備すること。有

料参加者について当日来訪ができない方には電子ファイルを入手できるよう

対応すること。 

(12) ネームカードの制作【令和 4 年度業務】 

(ア) 添付 2 を参考に講演者・発表者、参加者、スタッフ等の参加区分に応じてネー

ムカード（ホルダー付、首下げ式、4 刷）を作成すること。 

① 配布は 1 人当たり 1 つとする。 

② ネームカードは参加者が持ち帰ることができるものとする。 

③ ネームカードに参加区分に応じたステッカーを張り付けることで各参加

者の区分が分かるようにする。 

④ スタッフは名札に STAFF と記載したものとする。講演者兼スタッフの場

合はステッカー形式にして張り付けること。 

⑤ 事前申込者及び招待者等についてはネームカードを事前に用意しておく

こと。 

⑥ 基調講演者には胸章を用意すること。（10 名程度を予定） 

(イ) 個数は最大 600 個とする。 

(ウ) 講演者・発表者については、登録サイト上の情報から氏名・所属を記載した名

札をネームカードに付すこと。 

(エ) 事前参加登録者の情報は登録サイトの情報に従うものとする。 

(オ) 作成時の詳細な情報（寸法、フォント、素材等）を提供すること。 

(カ) ネームカードの残部は当所に帰属するものとする。 

(13) 観光パンフレット等の入手【令和 4 年度業務】 

(ア) 監督職員と調整の上、開催場所の観光案内パンフレット等を入手し、会場内で

配布すること。 

(14) 荷物の運搬【令和 4 年度業務】 

(ア) 監督職員等が会場で使用する物品を当所から本ワークショップ会場まで運搬・

搬入すること。搬入は、開催前日とし、監督職員等の指示に従い現場引き渡し

を行うこと。なお、物品の量は 2 トントラック 1 台分程度となる見込みである。 

(イ) 本ワークショップの最終日の会議終了後に監督職員等が指示した物品を、本ワ

ークショップ会場から当所まで搬出・運搬すること。搬出は会議最終日とし、

当所での引き渡しは会議翌日以降で監督職員等が指示した場所とする。なお、

物品の量は 2 トントラック 1 台分程度となる見込みである。 

(15) ごみの回収【令和 4 年度業務】 

(ア) 本ワークショップ開催中の 3 日間（90 リットルのゴミ袋 10 袋を想定）、ゴミを



回収し、処理をすること。ゴミ回収は１日 3 回以上行うこと。 

(イ) 3 日目はその日の終了後とし、会場にはゴミを残さないこととする。 

(ウ) 全会場を確認し処理すること。 

(16) アンケート【令和 4 年度業務】 

(ア) 参加登録者に対してアンケートを実施し、集計の後、会議後の反省会前までに

委員会に報告をすること。アンケートの実施方法は監督職員と協議の上、電子

方式を基本とする。電子方式によるアンケートは、アンケートサイトの運用等

を念頭に監督職員と協議の上、その方法について決定すること。 

(イ) アンケートは本ワークショップの初日から本ワークショップの翌週まで実施

すること。 

(ウ) 本ワークショップ開催終了後、事前登録者の参加状況、当日参加者の登録情報

等の受付情報を Excel データ及び紙媒体にて提出すること。 

(17) 連絡体制 

(ア) 原則として参加登録者（論文投稿者・発表者、聴講者、展示申込み組織、その

他参加予定者等）及び本ワークショップに問い合わせのあった者への対応につ

いては請負者を窓口とする。 

① 原稿〆切や質問事項への対応、登録間違いの修正や支払い、リマインドお

よび催促連絡を含むこと。 

(イ) 連絡を行う際は監督職員等と調整すること。 

 

５． 会場設営業務【令和 4 年度業務】 

請負者は、監督職員等及び施設管理者と綿密な連絡調整を行った上で、以下に記載す

る備品を手配のうえ、各会場の設営を実施及び補助するものとする。 

(1) 受付（10 月 25 日～27 日） 

内容 仕様 

トランシーバー  ワークショップ開催期間中、関係者が使用するトランシ

ーバーを 15 台手配すること。 

 ヘッドセット、充電器及び予備電池も併せて手配するも

のとする。 

 事前に施設管理者と調整のうえ、通信範囲を確認してお

くこと。 

誘導・案内看板  来場者の案内に必要な誘導・案内看板（450mm×450mm 程

度）を制作し、手配すること。（会場への設置及び案内ス

タッフの手持ち用として 10 枚程度を想定している。） 

 駅から会場までの途中に案内板を設置するための調整と

設置作業を行うこと。 

 会場外に設置する案内等は 10/24 から 10/2715:00 までと

し、終了後は速やかに撤去すること。 

 当所が指定するロゴ等をデザインした立て看板相当

（2000mm×900mm 程度）1 枚を制作し、会場入り口付近

に設置すること。なお、事前に会場側と設置については協

議し設置の許可を得ること。 

 手配には、設営・撤去・処分作業を含むものとする。 



 

(2) 全体セッション会場（10 月 25 日） 

内容 仕様 

ステージ用バナー  当 所 が 指 定 す る ロ ゴ 等 を デ ザ イ ン し た バ ナ ー

（2000mm×900mm 程度）1 枚を制作し、会場に設置する

こと。 

 手配には、設営・撤去・処分作業を含むものとする。 

同時通訳ブース  同時通訳ブース（日→英、英→日の２系統）の設営・監督・

撤去及び、聴講者へ貸与する受信機のレンタルを行う。 

 通訳ブースの管理を行うため、チーフエンジニア１名、ア

シスタントエンジニア１名を手配する。 

 受信機（赤外線）300 台、送信装置一式、通訳ユニット一

式、通訳ブース一式、ミキサー一式を用意する。 

 10 月 24 日（月）午後に同時通訳ブース設営、10 月 25 日

（火）に同時通訳実施・撤去とする。 

 ブースの設営や機材などは契約前に会場と調整し、許可

を得ること。 

 

(3) 専門セッション会場 A（10 月 26 日～27 日） 

内容 仕様 

録音用機材一式  質疑応答を含め、講演の模様を録音するための機材一式

を手配すること。 

 

(4) 専門セッション会場 B（10 月 26 日～27 日） 

専門セッション会場 A に同じ 

(5) 専門セッション会場 C （10 月 26 日～27 日） 

専門セッション会場 A に同じ 

(6) 展示会場（10 月 25 日～27 日） 

内容 仕様 

ポスター展示用道具  パネルは会場が用意するものを利用するが、資料を貼り

付けるテープ（画鋲等）および展示の紹介タグ（ネームプ

レート等）を用意すること。 

案内版の設置  外から分かるように簡易な案内板（450mm×450mm 程度）

を 1 台設置すること。なお案内版の内容は監督職員の指

示に従うこと。 

 

 

(7) 講師控室（10 月 25 日） 

内容 仕様 

案内版の設置  控室会場とわかる簡易な案内板（450mm×450mm 程度）を

1 台設置すること。 

 



(8) 事務局控室（10 月 25 日～27 日） 

内容 仕様 

複合機  コピー機能、プリンター機能を有する複合機を 1 台手配

すること。 

 手配した複合機の保守契約（正常な稼働及び消耗品の供

給）を含むものとする。消耗品の経費については請負者の

負担とする。（カラー300 枚、モノクロ 100 枚程度の使用

を想定している。） 

 当所が持込み事務局控室にて使用するノート PC（3 台程

度を予定）との接続（有線及び無線）・設定作業を行うこ

と。 

 複合機は、中高速型、カラー及び両面対応であり、ソート・

ステープル機能付き、A4/A3 サイズが対応可能であるこ

と。 

 RICOH MP C5504 と同等又はそれ以上の性能を有するこ

と。 

 表彰状ホルダー（A4 片面、布張り、二つ折りタイプ）4 つ

と賞状枠が印刷された賞状（A4 サイズ）8 枚を準備する

こと。 

 

６． その他運営支援業務【令和 4 年度業務】 

(1) 運営スタッフの派遣 

(ア) 本ワークショップ開催中に、監督職員等の指示により運営スタッフを派遣し、

会議の円滑な運営を図るため、進行管理及び実務を行うこと。 

(イ) 運営スタッフは、日本語、英語での対応等が支障なくできること。 

(ウ) 運営スタッフの作業については、以下のとおりとする。また、当日の運営状況

に応じて、他のスタッフの支援を行う。 

運営統括者 

 本ワークショップ期間、運営統括・運営統括補佐を各１名配置すること。 

 運営統括・運営統括補佐は、本ワークショップ運営業務の全体を把握して

おり、他のスタッフに指示を出せる者とする。運営統括は原則として監理

責任者とする。 

来場者受付スタッフ 

 10 月 25 日（火）9:00-19:00 の期間、少なくとも 6 名配置すること。 

 10 月 26 日（水）9:00-18:00 の期間、少なくとも 2 名配置すること。 

 10 月 27 日（木）9:00-18:00 の期間、少なくとも 2 名配置すること。 

 日本語及び英語での対応ができる者を配置すること。 

 来場者の確認、資料の配布及び同時通訳レシーバーの配布・回収を行うこ

と。配布にあたっては、紛失などの事故がないよう、対策を講じること。

紛失などの事故があった場合の責任は、請負者が負うものとする。 

 同時通訳レシーバーの利用台数について調査し、結果を報告すること。 

 

クロークスタッフ 



 10 月 25 日（火）9:00-21:00 に少なくとも 2 名配置すること。 

 10 月 26 日（水）および 27 日（木）両日の 9:00-18:00 に少なくとも 1 名配

置すること。 

 日本語及び英語での対応ができる者を配置すること。 

講演補助スタッフ 

 10 月 25 日（火）9:00-19:00、26 日（水）9:00-18:00、27 日（木）9:00-18:00

の期間、少なくとも 3 名配置すること。 

 日本語及び英語での対応ができる者を配置すること。 

 質疑応答時のマイク移動、照明操作、講演者用ミネラルウォーター（当所

支給）のセット、その他講演時に必要な講演資料の PC セッティングや講

演者の作業補助等を行うこと。 

交通誘導スタッフ 

 会場の最寄り駅から会場までの交通誘導を行うため、10 月 25 日（火）9:00-

10:30、26 日（水）9:00-10:30、27 日（木）9:00-10:30 の期間、少なくとも

3 名配置すること。 

 配置する者のうち 1 名は、日本語及び英語での対応ができる者を配置し、

配置する者のうち 2 名は、日本語での対応等が支障なくできるが、英語で

の対応等ができない者を配置して構わない。 

会場案内・休憩および飲食対応スタッフ 

 10 月 25 日（火）9:00-19:00、26 日（水）9:00-18:00、27 日（木）9:00-18:00、

開催施設内での会場案内者を少なくとも 1 名配置すること。 

 休憩時間は飲食物の提供（コーヒー、紅茶等）の対応を行うため最低 2 名

（会場案内者兼務も可とする）のスタッフを配置すること。 

同時通訳スタッフ 

 10 月 25 日（火）10:00-18:00 に行う全体セッション会場で、同時通訳者を

3 名手配すること。なお、同時通訳者は、国際会議における同時通訳実績

を有した者に限る。 

 通訳の種類は、「日本語→英語、英語→日本語」とする。 

 同時通訳の実施にあたっては、監理責任者は、事前に監督職員等及び施設

管理者と打合せを行い、必要な資料提供を行うものとする。 
(2) 展示の実施支援 

(ア) 設営等について、監督職員等及び施設管理者と十分な調整を行った上で実施す

ること。 

(イ) 参加費管理と同じ銀行口座により、展示参加者からの支払い受付、参加者への

請求書・領収書等発行業務、参加費管理を行うこと。 

(ウ) その他、参加費の管理は監督職員等と調整し、基本的には 4．(6)に従うものと

する。 

(エ) 使用するパネル等の機材は会場側と調整すること。 

(オ) 初日の 10 月 25 日（火）はセッション終了後も 19:30 まで会場をオープンにす

る。この際、新型コロナウイルス感染状況などの社会的状況を踏まえて展示会

場の運営方法（企画、手配、入場者数の調整含む）については、監督職員等及

び施設管理者と十分な調整を行った上で実施・支援すること。 

(3) 会議の記録 



(ア) カメラマン 1 名を手配し、本ワークショップ開催中の会場配置、講演及び展示

状況を撮影した写真、複数の構図及び参加者を含めた写真を撮影すること。ま

た、監督職員等の指示に従い、必要に応じて、講演者及び関係者全員の集合写

真の撮影を行うこと。 

(イ) 会場での写真・動画撮影に関連して肖像権に関する確認事項をウェブサイト上

や参加登録（事前、当日含む）の際に設けること。なお、登録サイト等におけ

る記載事項等については監督職員等と十分に協議の上決定すること。拒否する

参加者の写真等については取り扱いに注意し、必要に応じて削除するなど配慮

すること。 

(ウ) 撮影した写真は、ワークショップ開催記録報告書に掲載するものとし、撮影し

た写真のデータはすべて電子データで提供すること。 

(エ) 撮影データから会議の様子をまとめたアルバムを 3 部作成し納品書類に含める

こと。 

(オ) 講演が行われる会場については、質疑応答部分も含めてデジタル録音し、業務

終了後速やかに納品すること。なお、10 月 25 日（火）の全体セッションでは、

会場音声（オリジナル）及び日本語（同時通訳）の 2 系統を録音すること。 

(4) 運営マニュアルの作成等 

(ア) 会議の円滑な運営を図るため各担当業務が把握できる運営マニュアル案を作

成し、監督職員等と十分議論を行った上で配布資料として確定すること。 

(イ) 本ワークショップ開催の概ね 14 日前までに、準備委員会及び運営スタッフ（当

所並びに請負者が提供するスタッフ）等にオリエンテーションを行い、スタッ

フ全員が当日の業務に支障なく取り組めるように努めること。 

 

７． 提出物 

請負者は以下の書類を提出すること。 

(1) 以下については契約締結後 2 週間以内に提出し承認を得ること 

(ア) 監理責任者選任届 

(イ) 実施計画書 

(2) ワークショップ終了後、1 週間以内に提出するもの 

(ア) 発表者リスト 

(イ) 来場者リスト（現地登録者が分かるように記載） 

(3) ワークショップ終了後、契約期間内に電磁的記録媒体を含めて提出するもの 

(ア) ワークショップ開催記録報告書  3 部 

(イ) 作業報告書    3 部 

（撮影データ等は別紙とする） 

(ウ) アンケート結果   1 部 

(4) 契約期間中に提出するもの 

(ア) 議事録（委員会）   必要数 

 

８． その他 

(1) 本業務を円滑かつ効率的に進めるため、業務実施にあたっては、他の国際学会・国

際会議等の実績を参考に、監督職員等との密接な連絡調整を行うこと。また、その

実施にあたり疑義が生じた際にはその都度監督職員等と協議を行い、その指示に従



うこと。 

(2) 本件仕様書の手配項目及びその数量は、仕様策定時の予定にそって指定したもので

あり、契約締結後に変更する場合があるので留意すること。また、請負者が新たな

項目及び数量の追加が必要と判断した場合には、監督職員等と協議の上、当所の指

示に基づき所定の手続を行い追加すること。 

(3) 本業務の制作発送物の数量に定めがあるものについて、実作業において数量の変更

が生じたものは、別途協議の上、数量を変更し、契約額の見直しを行うものとする。 

(4) 準備期間及びワークショップ開催期間中を通じて、監督職員等とその運営に係る打

合せを十分に行うこと。また、監督職員等との求めに応じて来訪すること。なお、

打合せに要する経費は請負者の負担とする。 

(5) プログラム集等の印刷物その他制作物に関しての著作権（著作権法第 21 条から第

28 条に定める全ての権利）等の一切の権利は当所に帰属するものとし、請負者は著

作者人格権を行使しないものとする。 

(6) 印刷物等の制作にあたっては、国等による環境物品の調達等に関する法律（グリー

ン購入法）の判断基準を満たすこと。 

(7) 新型コロナウイルスによる社会の状況に応じて、会議規模の縮小や開催方法の変更

の可能性がある。 

(8) 請負者側の過失により、施設、設備、その他機器に汚損、破損、その他損傷を与え

た場合は、当所はその責を負わない。 

(9) 監督職員等は仕様に基づく履行状況等の確認を別紙に基づき行い、検査職員は、請

負完了後、仕様に基づく検査を行う。 



  添付１ 

IWAC2022 準備委員会業務 
 

本資料は IWAC2022 準備委員会の全体業務並びに各担当業務の概要について取りまとめたも

のである。本内容は十分に考慮の上、仕様書に記載の業務を支援することとする。 

 

1. IWAC 準備委員会の設置 

本ワークショップの開催の必要事項を決定するための委員会として IWAC 準備委員会

（下図。所内担当者のみの構成）を設置している。 

・ 委員の構成：31 名（令和 3 年 8 月時点）からなり、うち所内委員は 15 名、国内外

の研究機関等から招聘する所外委員 16 名からなる。人数は変更の可能性あり。 

・ 各業務分担は以下の通りである。 

① TPC（Technical Program Committee） 

- 本ワークショップにおける技術トピックの選定、プログラム編成、原稿投

稿・査読者手配・査読結果の管理、表彰式の実施、司会選定、講演会の運

営等を担当する。 

- 投稿された論文の採択可否検討および会議期間中において、合計 2 回の

TPC 委員会を開催予定である。 

- TPC は 24 名（令和 3 年 8 月時点）から構成され、所内委員 8 名、所外委

員 16 名からなる。 

- TPC はプログラム担当、基調講演者担当、出版担当に分かれている。 

② 広報 

- 全体の広報計画策定、制作物（CFP や配布物等のデザイン）の検討、後援・

ロゴ依頼、ウェブサイトに関する業務を担当する。 

③ 登録 

- 参加者登録のとりまとめや VISA 配給に関わる業務を担当する。 

④ 接遇 

- VIP 等を対象としたランチ会等の関連イベントの計画、展示、飲食物の提

供の計画策定等を担当する。 

⑤ 契約 

- 会場、運営支援等の IWAC における当所の契約業務を担当する。 

⑥ 事務局 

- 準備委員会全体の補助を行い、IWAC が円滑に行えるようにサポートする。

各種担当との連絡や運営支援業者との窓口となる。 

 



  添付２ 

ネームカードのデザイン案 
 

以下は当所のイメージするネームカードのデザイン案である。本デザインを参考に監督職員

等と綿密な打ち合わせの上、最終的なデザインおよび配布方法などは決定すること。テクニ

カルセッションの有料参加者（聴講者）および当日参加者も下記に倣って作成するものとす

るが、当日参加者の名前は参加者による記載方式で検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 ネームカードのデザイン案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ネームカードのデザイン案（スタッフ用） 
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