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平成２２年度第１回

沖縄県観光商工部新産業振興課の公の施設に係る

指定管理者制度運用委員会 審議概要

○開催日時： 平成２２年５月２７日（木） 10:00～11:30
○開催場所： 県庁８階第４会議室

○出席者（委員）：

・テイリ中小企業診断士事務所 所長 大城 定理 （委員長）

・琉球大学熱帯生物圏研究センター 准教授 松井 徹

・株式会社ちゅら企画販売 代表取締役 大城 牧子

・株式会社シーズ 代表取締役 前田 すえ子

１ 施設運営について

（１）施設稼働率

○ 研究スペースは満室であるにも関わらず、機器の年間平均稼働率が低いのはなぜか。

（答）機器は長時間継続して使用されるようなものではなく、短時間の使用が繰り返されるのが

一般的であるため、総使用可能時間数に対する実際の使用時間は短いが、年に３００回近く

の使用実績がある機器もあり、需要は安定して存在している。

○ 稼働率が高い機器または低い機器はどのようなものか。

（答）核磁気共鳴装置や高速液体クロマトグラフについては稼働率が高いが、プロテインシーケ

ンサーなど特殊専門的な研究のために活用される機器については稼働率が低い。

○ 機器の稼働率の算出方法を工夫すべきではないか。

（答）現在は稼働率の算出にあたり、最大使用可能時間数を「８時間×開館日数」として設定し

ている。

バイオセンターの機器は短時間の利用が一般的であり、使用頻度は高いが稼働率が低く算

出されることになるため、今後は稼働率の算出方法について検討を行っていきたい。

○ 稼働率の高い機器については、複数台必要ではないか。

（答）機種によっては４台設置されているものもある。

○ 機器の外部利用率はどのくらいか。

（答）全体の約１０％程度である。

特に実証機器については、外部への周知活動を強化していきたい。
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（２）講習会

○ 機器講習会への参加者が少ないのではないか。

（答）機器講習会については、入居者ニーズに基づき基礎的な内容となっており、入居企業の新

担当者等が参加しているのが一般的であるため、参加者は比較的少数となっている。

○ 今後の講習会のあり方について、専門家を招聘して実施するなど、受講者にとって魅力的な

内容で開催すべきである。

（答）入居者ニーズを調査した上で検討する。

（３）自主事業

○ メニューを増やしてもらいたいとの要望が利用者よりあるが、具体的にはどのようなものか。

（答）打錠などのメニュー創設についての要望がある。

○ 自主事業の相談件数及び実施件数は多いか。

（答）多いか少ないかについては比較対象がないため一概に言えないが、自主事業は開始したば

かりであり、今後はニーズが増えてくることが想定される。

○ 自主事業のＰＲについては、沖縄県健康産業協議会等の各種団体の会合において行うと効果

的ではないか。

（答）昨年度は、各種団体の会合においてプレゼンテーションの機会を与えていただき、４～５

回程度の実績がある。

今年度においても引き続き事業のＰＲを積極的に行っていきたいと考えている。

２ サービスの評価

○ 第三者評価について、入居者だけでなく外部利用者からの意見も反映されているものか。

（答）入居者からのみの評価である。

○ 施設利用者等の満足度を数値的に把握するため、採点式のアンケートを実施すべきではない

か。

（答）施設全般に関する要望を把握するため、入居者を対象としてアンケート等を実施し意見の

集約を図っているが、今後は採点式のアンケートを実施することについて必要性を検討して

いきたい。
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３ 収支関係

○ 収支面は余力があるため、効果的に予算を配分して広報活動を強化していくべきである。

（答）効果的な予算配分を行っていく。

○ 機器類の利用料金収入に関して、計画値を低くすることなく目標を高めに設定し、大きな実

績を出してもらいたい。

（答）機器類の利用料金収入の増大に努めていきたい。

４ その他

○ 分析については、ほとんどが県外委託により実施されており、県内企業にとって高いコスト

が生じているため、バイオセンターにおいて分析業務を実施することはできないのか。

（答）ＧＬＰ対応の施設で実施された分析についてはデータの信頼性が高いが、バイオセンター

はＧＬＰに対応していないため、県内の分析業務を引き受けることは困難である。

○ 中小零細規模の県内製造業者をリストアップし、それらの企業を対象として広報活動を行い、

施設の周知を図っていくべきである。

（答）利用者の掘り起こしを行うため、ＰＲ活動の幅を広げていきたい。



別紙４－Ⅰ

Ⅰ．履行確認

１．維持管理業務

(1) 清掃

(2) 保守・点検

空気環境測定 定期検査：毎月

貯水槽点検

定期点検：２回/年

消防設備点検
作業点検等：１回/年
総合点検　：１回/年

業務仕様書に基づき委
託業者による点検が実
施され、問題箇所は特
になし。

整合性の検証

整合性の検証

（定期清掃）
床面ワックス塗布、
構内除草等

業務日報などの関係書
類はきちんと整理・保
管されている。

定期点検：　 毎月
年次点検：１回/年

定期点検：３回/年
遠隔点検：　 毎月

業務改善に向けた分析

ワックス塗布：３回/年
除草：３回/年（外部委
託）、適宜スタッフ対応

ロビーやトイレ、通路
等の共用部分及び事務
室について、清潔さが
保持されている。
業務日報などの関係書
類はきちんと整理・保
管されている。

計画のとおり
実施されてい
る。

現在の体制で清掃業務を遂
行していくことは、十分可
能である。

平成２１年度　沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター

事業計画

事業計画

現在の体制で各種保守・点
検業務を遂行していくこと
は、十分可能である。

４－１０月：４人体制
１１－３月：３人体制

定期点検：１回/月
定期清掃：１回/年

水質検査
定期検査：　　２回/年
簡易水道検査：１回/月

計画のとおり
実施されてい
る。

（日常清掃〉
床面清掃、窓清拭、
トイレ清掃、ゴミ処
理など

分析機器・実証機器
の日常保守管理、特
殊実験室の保守管理

昇降機点検

空調設備点検

受変電設備点検

（現地確認）

（現地確認）

実施内容

（事業報告書）

業務仕様書に基づき委
託業者による点検が実
施され、問題箇所は特
になし。
当該業者からの業務完
了報告書は適正に受理
され、整理・保管され
ている。

業務仕様書に基づき委
託業者による点検が実
施され、問題箇所は特
になし。
委託業者からの業務完
了報告書は適正に受理
され、整理・保管され
ている。

土日を除き、２名の清掃員
が１日交代で実施。セン
タースタッフも参加。

指定管理者　モニタリングシート

業務改善に向けた分析
実施内容

（事業報告書）

- 1 -



別紙４－Ⅰ

(3) 施設監視・保安・警備

(4) 小規模修繕

(5) 備品購入

※維持管理業務については、必要に応じて項目を追加して記入して下さい。

人的警備と機械警備（セコ
ム）を併用し２４時間体制
で実施。９月に機械警備強
化を図る為、未設置部分に
も機械警備を導入。

機械警備装置の稼働に
より２４時間体制で警
備が実施されている。
機械警備記録などの関
係書類はきちんと整
理・保管されている。

事業計画

中央監視装置等によ
る設備管理、防災、
空調、その他設備機
器の保守管理

現在の体制で施設監視・保
安・警備業務を遂行してい
くことは、十分可能であ
る。

修繕の実施に際しては業者
との事前打ち合わせや入居
者との連絡調整を行ってお
り、特に業務改善は要しな
い。

整合性の検証

現在の体制で保守・点検業
務を遂行していくことは、
十分可能である。

計画のとおり
実施されてい
る。

整合性の検証

業務改善に向けた分析
実施内容

（事業報告書）

業務改善に向けた分析

業務仕様書に基づき委
託業者による点検が実
施され、問題箇所は特
になし。
当該業者からの業務完
了報告書は適正に受理
され、整理・保管され
ている。

○ＮＭＲ本体及び液体窒素
製造装置定期点検
（１回/年）
○ＮＭＲヘリウム充填
（３回/年）
○飛行時間型タンデムＭＳ
年間保守・点検
（１回/年）
○その他質量分析装置点検
（１回/年）
○オートクレーブ点検
（１回/年）
○遠心分離機年間保守・点
検（１回/年）

業務改善に向けた分析

事業計画

分析機器及び実証機
器の保守・点検

事業計画

（事業報告書） （現地確認）

実施内容

（現地確認）

実施内容

（事業報告書）

整合性の検証

（現地確認）

計画のとおり
実施されてい
る。

施設の修繕を実施
雨漏り防止、電気設備、空
調設備の部品取替等を実施

小規模な防水工事や計
器類等の部品取り替え
など、施設の不具合箇
所については適切に修
繕が行われている。
業者からの作業完了報
告書は適正に受理さ
れ、整理・保管されて
いる。

１件５０万円
未満の修繕に
ついては、指
定管理者の予
算の範囲内で
実施されてい
る。

分析機器及び実証機
器の修繕を実施

機器の部品取替、修繕等を
実施

○総合設備管理
○空調点検
○消防用設備点検
○自家用電気工作物の保安

業務仕様書に基づき委
託業者による点検が実
施され、問題箇所は特
になし。

火災及び盗難の防止
巡回点検
施錠、鍵の保管
来訪者等の確認
駐車場の整理
機械警備
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２．運営業務

(1) 利用実績

１) 利用者数

２) 施設稼働率

３) 教室・イベント等参加者実績

４) 視察・見学対応実績

実施内容

（事業報告書） （現地確認）

インキュベート施設
の特性の周知を目的
として、視察見学に
対して専属の技師が
対応

県内外を含め、７８団体、
３０３名の視察に対応

視察者に対しパンフ
レット等を用いた説明
並びに施設内の案内を
行うことで対応してい
る。
視察者のリストを整
理・保管している。

特に業務の改善を要
せず、今後も入居率
１００％の維持に努
める必要がある。利用者数

入居率１００％を維持す
る。

業務改善に向けた分析

特に業務の改善を要せず、
今後も引き続き、視察者に
対して丁寧な対応を実施し
ていく必要がある。

イベント
等

計画のとおり
実施されてい
る。

消防訓練
消防訓練
１回/年

平成２２年２月２４日
参加者：約６０名

事業計画 整合性の検証

施設の円滑な運営を
行うために必要な事
項であるため、今後
も継続して実施すべ
きである。

平日・土日祝日別
稼働率

土日祝日：閉館

企業入居率
(対象１６室中)

教室・イベント
参加者数

整合性の検証
(計画達成率　％)

業務改善に
向けた分析

交流会開催
２回/年

平成２１年８月２８日
参加者：約５０名

平成２２年１月２９日
参加者：約５０名

実績

平成２１年６月１８日
参加者：１２名

平成２１年６月２４日
参加者：６名

土日祝日：閉館

講習会開催
２回/年

業務改善に
向けた分析

３）参照

(施設）
年間平均稼働率：８０％
（入居者：１０団体）

入居者だけではな
く、外部者の機器利
用の促進を図り、効
率的なサービスの提
供に努める必要があ
る。

機器講習
会

機器利用説明会

実績
整合性の検証

(計画達成率　％)

ＨＰＬＣ講習会

事業計画

平均稼働率

(機器)
年間平均稼働率：１３％

計画のとおり
実施されてい
る。

入居者からのニーズ
があれば、引き続き
実施を検討すること
が望ましい。

内容 事業計画

入居者連絡会
入居者連絡会開催

１回/年

随時実施され
ている。

平成２１年８月２８日
参加者：約２０名

交流会

計画のとお
り、目標が達
成された。
（１００％）

事業計画
業務改善に
向けた分析

整合性の検証
(計画達成率　％)

入居率１００％が維持さ
れ、目標が達成された。
（平成２１年度末日現在：
入居室数１６室：満室）

実績
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(2) 運営企画

(3) 受付・接客

(4) 広報

(5) 情報管理

３．自主事業

業務改善に向けた分析

計画のとおり
実施されてい
る。

ニーズは十分に存在すると
思われるため、事業の周知
活動を強化し、利用者の増
大に努める必要がある。

①コーディネート業
務の実施
②受託加工試験の実
施

相談件数：６５件
実施件数：１４件

（実施例）
①天然酵母の培養について
のアドバイス等
②地域特産物の粉末・
ピューレ加工・島ニンジン
を用いたふりかけ、スープ
の試作やノウハウの提供等

実施内容を取りまとめ
た関係書類の作成及び
保管はきちんとなされ
ている。

計画のとおり
実施されてい
る。

特に業務の改善を要せず、
今後も引き続き、個人情報
に関する書類等は慎重に管
理を行うべきである。

事業計画
実施内容

整合性の検証
（事業報告書） （現地確認）

個人情報書類等はセ
ンター長代理が管理
する。

個人情報書類等は施錠可能
なキャビネットに保管して
いる。

個人情報に関する書類
等はキャビネットに保
管されており、セン
ター長代理が責任を
もって管理を行ってい
る。

特に業務の改善を要せず、
今後も引き続き施設のＰＲ
活動を積極的に行い、普
及・啓発に努める必要があ
る。

事業計画
実施内容

整合性の検証 業務改善に向けた分析
（事業報告書） （現地確認）

ＨＰ、チラシ等を利
用した広報活動

各種セミナー等への参加。
受託加工用のチラシ等を作
成しＰＲ活動を行った。

各種イベントへの出展
等を通し、施設のＰＲ
が行われている。

計画のとおり
実施されてい
る。

特に業務の改善を要せず、
今後も引き続き、施設利用
者とのコミュニケーション
の維持、並びに外部からの
訪問者等に対して丁寧な対
応に努める必要がある。

事業計画
実施内容

整合性の検証 業務改善に向けた分析
（事業報告書） （現地確認）

入居企業からの相談
や苦情に真摯に対応
する。また、入居を
検討している企業や
見学者に対しても、
丁寧な接客を行うよ
う十分配慮する。

入居者連絡会や交流会、ヒ
アリング等を行い、相談や
苦情等に対応した。日常的
にコミュニケーションをと
るよう心掛け、良好な関係
を保つよう努めた。

計画のとおり
実施されてい
る。

事業計画
実施内容

整合性の検証

〈開館時間〉

普段から入居者とのコ
ミュニケーションは十
分に図られていると見
られる。
外部からの訪問者等に
対しては、丁寧な接客
が行われている。

業務改善に向けた分析
（事業報告書） （現地確認）

事業計画
実施内容

〈開館日数〉

整合性の検証 業務改善に向けた分析
（事業報告書） （現地確認）
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Ⅱ．サービスの質の評価

〈平均満足度〉
施設・設備の維持管理業務全般に
わたり概ね良い評価を得ている。

〈改善要望〉
居室近くにパネルやポスターを展
示する場所を確保したいとの要望
があった。

〈平均満足度〉
常時連絡を取れる体制が整ってお
り、相談しやすい環境がつくられ
ていると高い評価を得た。

〈改善要望〉
実証棟の一部に内線電話が通じて
いないため、全部屋に設置して欲
しいとの要望があった。

〈平均満足度〉
特に問題はなく、良好な評価で
あった。

〈改善要望〉
退去年数が不明瞭なため、適正な
設定が求められている。また、機
器の使用料が高く利用しにくいた
め値下げしてほしいとの要望が
あった。

〈平均満足度〉
概ね良好である。いずれは入居者
参加型のセミナー等も開催できれ
ば尚良くなると思われる。

〈改善要望〉
研究機器の取り扱い講習会をおこ
なってほしいとの要望があった。
また、商品開発や知財などのセミ
ナーについても同様に開催してほ
しいとの要望があった。

〈平均満足度〉
問合せの増加や、リピーターの増
加等概ね良い評価を得ている。

〈改善要望〉
周知をもっとしてほしい、メ
ニューを増やしてほしい等の要望
がある。

自主事業開始初年度で
あり、周知がまだまだ
ではあるが、自社でチ
ラシ等を作成したり各
種セミナーで案内した
事で問合せや利用者が
増加している。今後
は、周知活動の強化や
加工メニューの増加
等、利用者のニーズに
対応していきたい。

要望の多い機器につい
ては、講習会を開くこ
とができた。今後も引
き続き様々な機器の講
習会を開ければと考え
ている。
また、入居企業、県内
企業の人材育成の観点
からも、様々なセミ
ナーを催せるか検討を
行っていきたい。

入居者からの要望に対し、適切
な対応が行われており、特に業
務改善の必要はない。

評価項目 第三者（利用者等）評価
指定管理者
自己評価

業務改善に向けた分析

維
持
管
理
業
務

施設の効用を発揮できる内容と
なっており、利用者の増大が見
込まれる。
今後は事業の周知を徹底し、利
用者のさらなる掘り起こしを行
う必要がある。

自主事業

運
営
業
務

接客対応

利用条件
会議室の利用も増えて
きていることから、手
続き簡略化の効果が見
られている。利用料金
の見直しについては、
以前から相談もあり、
外部利用者も増加して
いることから利用率等
を鑑みて検討を行いた
い。

施設・設備
管理

イベント等

修繕については適切な対応がな
されているため、特に業務改善
の必要はない。
また、入居者からの改善要望に
ついては、実現可能性を十分か
つ慎重に検討する必要がある。

入居者、訪問者に対し
て、丁寧な接客に努め
た。また、内外問わず
相談事項に対しては、
素早い対応を心掛け
た。
改善要望についても適
切に対処した。

入居者とのコミュニケーション
は十分に図られており、特に業
務改善の必要はない。
今後も引き続き、施設利用者と
のコミュニケーションの維持、
並びに外部からの訪問者等に対
して丁寧な対応に努める必要が
ある。

機器の故障等、利用者
に影響の出る修繕業務
に関しては、事前調整
やメンテナンスのスケ
ジュールを作成し、可
能な限り稼働日を削ら
ないように努めた。ま
た、入居者からの要望
に対しては、現在設置
場所等を検討してお
り、要望に応えるよう
に取組んでいる。

入居者からの要望に対し、規程
の整備等を含め、利用条件につ
いて見直し等の検討の余地はあ
る。
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〈平均満足度〉
入居企業の収納スペースの確保、
機器の新設等簡単には解決できな
い相談も見られるが、施設を運営
していく上で発生する細かな相談
内容に対して迅速に対応を行った
ため、指定管理業務全般にわたり
良い評価が得られている。

入居企業の相談対応や
機器の修繕に対して
は、迅速に対応する事
ができた。今後は施設
自体の老朽化も考慮に
いれ、雨漏り等の修繕
に事前に対応可能なよ
うに準備を行って行き
たい。

全般的に入居者等からの評価は
高く、指定管理業務については
適切に実施されているものと推
察される。
施設の修繕要望については、県
と指定管理者で調整を行い、早
期に対応していくことでサービ
スの向上を図っていく必要があ
る。

※評価項目については、施設の態様に応じて適宜設定して下さい。

総合評価
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Ⅲ．サービスの安定性評価

１．事業収入

(1) 収入

対計画比

（％）

32,357,070 32,362,145 100.02%

13,182,930 13,130,616 99.60%

336,000 365,012 108.63%

1,980,000 2,649,281 133.80%

32,300,000 31,539,836 97.65%

180,000 186,720 103.73%

39,700,000 39,700,000 100.00%

300,000 425,879 141.96%

120,336,000 120,359,489 100.02%

(2) 支出

対計画比

（％）

27,442,146 26,914,665 98.08%

194,800 195,885 100.56%

876,000 794,284 90.67%

60,000 77,172 128.62%

198,676 218,166 109.81%

3,605,000 3,731,610 103.51%

7,000,000 5,685,049 81.21%

39,000,000 38,629,720 99.05%

140,000 123,341 88.10%

173,890 168,615 96.97%

417,000 396,000 94.96%

63,270 63,270 100.00%

33,516,000 31,483,740 93.94%

30,000 52,200 174.00%

716,436 716,436 100.00%

113,433,218 109,250,153 96.31%

自主事業収入（依頼分析・受託加工費）

合計（Ａ）

〈業務改善に向けた分析〉

支出項目

備考事業計画 実績

　支出については、全体として計画範囲内の実績であり、おおむね良好な執行状況である。今後も引き続き、提
供するサービスの価値が低下しない範囲でコストの縮減に努めていく必要がある。

修繕費

水道光熱費

新聞図書費

支払手数料

委託費

利用料
金収入

機器類

収入項目

研究室

実証室

会議室

謝金

合計（Ｂ）

リース料

機器購入費

〈業務改善に向けた分析〉

租税公課

保険料

会議費

旅費交通費

消耗品費

水道光熱費（入居者使用分）

塵芥料

通信運搬費

　収入についてはおおむね計画どおりの実績となっており、今後とも安定した収入の確保に努めていく必要があ
る。

人件費

指定管理料

事業計画 実績 備考
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２．経営分析指標

事業計画 実績 対計画比 備考

※経営分析指標の評価の考え方

97.53%28.82%

事業収支

利用者あたり自治体
負担コスト

　利用料金の確実な徴収や経費の節減等、指定管理者の経営努力により事業収支は黒字を達成している。
　利用料金収入が収入全体の約４０％を占め、指定管理者の主たる収入源となっているため、今後とも安定した
収入の確保に努める必要がある。
　支出面について、人件費比率は適正な範囲内であると思われる。また、清掃や施設の法定点検などの維持管理
にかかる業務に関しては外部委託を行っているが、支出全体に占める委託費の割合は３０％弱であり、日常の機
器メンテナンス等の主な業務ついては指定管理者自身で行っている。
　全般的に経営状況は良好であり、特に業務改善の必要はない。

利用者あたり管理コスト

（支出(Ｂ)／利用者数）

〈業務改善に向けた分析〉

外部委託費比率

利用者あたり管理コ
スト

（利用料金収入／収入(Ａ)）

人件費比率

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

利用料金比率

6,902,782 11,109,336 160.94%

人件費比率

利用料金収入／収入

利用者あたり自治体負担コスト

（指定管理料／利用者数）

（人件費／支出(Ｂ)）

利用料金比率

24.19%

29.55%

評価指標 計算方法

外部委託費比率
（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

１人あたりの利用者に対してどれだけの県による財
政負担がなされているか。前年度との比較、類似施
設との比較により、当該施設の効率性を確認する。

人件費／支出

外部委託費合計／支出

支出／利用者数

指定管理料／利用者数

指定管理者の主な収入源がどこにあり、それが安定
したものであるのかを確認する。

支出の中で人件費が減らされすぎていないか、それ
により効率が低下していないかを確認する。

外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。

１人あたりの利用者に対してどれだけのコストが費
やされているか。コストが少なくても利用者が少な
い、あるいは利用者は多いがコストがかかっている
など、前年度との比較、類似施設との比較により、
当該施設の効率性を確認する。

事業収支がマイナスの場合、継続性の面で課題とな
るため、県、指定管理者で協力して黒字化のための
方策を協議する必要がある。

事業収支 収入－支出

○設備の維持・管理に
関する委託業務（空
調・機械警備等）
○機器年間保守・点検
整備に関する委託業務
等

評価指標

評価の考え方

39.77% 40.30% 101.34%

24.64% 101.83%
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