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１．維持管理業務

(1) 清掃

(2) 保守・点検

機器点検：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
検が実施されている。点検時の指摘箇
所についても随時対応しており問題は
ない。

定期検査：　　２回/年
簡易水道検査：１回/月

定期点検：１回/月
定期清掃：１回/年

定期検査：　　２回/年
簡易水道検査：１回/月

定期点検：１回/月
定期清掃：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。
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。

（日常清掃〉
床面清掃、窓清拭、トイレ清
掃、ゴミ処理など

（定期清掃）
床面ワックス塗布、構内除草等

定期点検：２回/年

前年度実績

昇降機点検

空気環境測定

定期点検：４回/年
遠隔点検：１回/月

機器点検：１回/年
総合点検：１回/年

定期検査：１回/月

消防設備点検

業務改善に向けた分析

業務改善に向けた分析

ワックス塗布：２回/年
カーペット清掃：２回/年
除草：５回/年
窓ガラス清掃：２回/年
適宜スタッフ対応

実施内容

整合性の検証

整合性の検証

（事業報告書）

実施内容

土日祝祭日を除き、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。

事業計画

事業計画

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

（現地確認）

（現地確認）（事業報告書）

ロビーやトイレ、通路等の共用部分が
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。

土日祝祭日を除き、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。

ワックス塗布：２回/年
除草：３回/年
窓ガラス清掃：２回/年（外部委
託）　　　　　　適宜スタッフ対応

前年度実績

事業計画書のとおり実施されている。 館内の清潔を保つために、適正に対応している。

　４－３月：５人体制

事業計画のとおり実施されている。
各種保守・点検業務の内容、実施回数については妥
当である。

職員でグループ別に目視、日常、定期
点検を実施している。点検日報などの
関係書類をきちんと整理、保管してい
る。

定期点検：１回/月

定期点検：２回/年
業務仕様書に基づき委託業者による点
検が実施されている。指摘箇所につい
ては、随時対応している。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。

定期検査：１回/月

貯水槽点検

水質検査

　４－９月：６人体制
１０－３月：５人体制

定期点検：１回/月受変電設備点検

空調設備点検

定期点検：４回/年
遠隔点検：１回/月
定期検査：１回/年

平成２４年度　沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター

指定管理者　モニタリングシート
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(3) 施設監視・保安・警備

（現地確認）

業務仕様書のとおり点検業務を実施し
ている。報告書等関係書類は適切に整
理・保管されており、指摘箇所につい
ても、随時対応している。

業務改善に向けた分析

施設監視、保安、警備において、適正に対応してい
る。

各種機器装置において専門知識を有する
スタッフの日常的な保守管理を行った。
また、下記の装置においてはメーカによ
る保守点検を実施した。
○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
（４回/年）
○質量分析装置（三台）定期点検
（１回/年）
○第一種圧力容器点検
（１回/年）

業務仕様書どおりに委託業者による点
検が実施されている。当該業者からの
業務報告書は適正に整理、保管されて
いる。併せて、各種機器装置において
専門知識を有する職員による日常的な
保守点検を実施している。

（事業報告書）

事業計画のとおり実施されている。

消防訓練の実施及び報告書の作成、人
的（職員により毎日巡回を実施）及び
機械稼働により２４時間体制で警備を
実施。巡回業務日報、機械警備の記録
など、関係書類は適正に整理・保管さ
れている。

整合性の検証

事業計画のとおり実施されている。

事業計画のとおり実施されている。 分析機器等の保守、点検は適正に行われている。

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

○防火管理者主導による消防訓練実施。
○設備管理者・職員により毎日の開館・
閉館時に巡回点検の実施。
○来訪者に対しての入口での確認の実
施。
○年度初めに、安全管理リストを提出頂
き駐車場使用車両の確認。不審車両や放
置車両対策の為の職員による巡回確認を
実施。
○閉館時間帯を含む２４時間体制で機械
警備（セコム）を実施し非常時対応でき
る体制を整えている。

前年度実績

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

来訪者は、入口で確認を行ってい
る。また、各棟への入口はカードを
持った登録者のみが解錠出来るシス
テムを採用し、開館・閉館時には職
員が巡回確認を行っている。さら
に、閉館時間帯を含む２４時間体制
で機械警備（セコム）を実施してい
る。また、不審車両や放置車両の対
策の為、駐車場の職員による巡回確
認を行っている。

実施内容
事業計画

○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
(フルメンテナンス）（１回/年）
○その他質量分析装置定期点検（１
回/年）
○第一種圧力容器点検
（１回/年）

分析機器及び実証機器の保守・
点検

○総合設備管理（監視用パソコンの更
新）
○空調点検
○消防用設備点検
○自家用電気工作物の保安

業務改善に向けた分析
（事業報告書） （現地確認）

事業計画 前年度実績
実施内容

整合性の検証

○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
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(4) 小規模修繕

※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。

（現地確認）

建物の老朽化が少しずつ進行し、雨漏り等の小規模
修繕が増えている。
指定管理者又は県の予算の範囲内で適正に対応して
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。

業務改善に向けた分析
（事業報告書）

事業計画 整合性の検証

雨漏り対策、空調設備、防災設備・特殊
ガス配管、ボイラー設備配管等を実施 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。分析機器及び実証機器の修繕を

実施
各種機器の部品取替、修繕等を実施各種機器の部品取替、修繕等を実施

雨漏り防止、空調設備・防災設備・
ボイラー設備の部品取替、トイレ・
シャワー室のタイル張替等を実施

実施内容

施設の修繕を実施

前年度実績
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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

前年度実績より入居率は下がったが、依然
として高い入居率を維持しており問い合わ
せも多い。今後も、一層周知活動に力を入
れる必要がある。利用者数

入居率１００％を目標・維持する。
企業入居率
(対象１６室中)

事業計画

平均稼働率

３）参照

(施設）
年間平均稼働率：７２％
（入居者：１４団体）

平日・土日祝日別
稼働率

土日祝日：閉館

整合性の検証
(計画達成率　％)

外部の機器利用者を増やすため、産業まつ
りへ参加しPRを実施した。
また、利用者に分かりやすいようホーム
ページを更新した。
今後も新たな施策を検討し、機器利用の促
進を図る必要がある。

業務改善に
向けた分析

業務改善に
向けた分析

整合性の検証
(計画達成率　％)

88%

土日祝日：閉館

(機器)
年間平均稼働率：２４％
《内訳》
研究機器：４６％（１０２．８回/月平均）
実証機器：２％　（６．８回/月平均）

(施設）
年間平均稼働率：７０％
（入居者：１３団体）

(機器)
年間平均稼働率：２１％
《内訳》
研究機器：４０％
（８８．５回/月平均）
実証機器：１％
（４．２回/月平均）

入居率８８％
（平成２４年度：入居室数１４室（3月末））

事業計画前年度実績

実績

実績

入居率９３％
（平成２３年度：入居室数１５
室）

３）参照

前年度実績

教室・イベント参加者数
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３) 教室・イベント等参加者実績

４) 視察・見学対応実績

消防訓練
消防訓練
１回/年

平成２５年２月２７日
参加者：約４０名

内容
整合性の検証

(計画達成率　％)

事業計画のとおり実施され
ている。

入居者連絡会開催
３回/年

沖縄の産業まつり
１回/年

平成２４年６月２１～２２日
参加者：９名

防災訓練
１回/年

平成２４年６月７～８日
参加者：１４名

業務改善に
向けた分析

平成２４年６月１２～１３日
参加者：１０名

平成２４年４月１９～２０日
参加者：１１名

実績

事業計画以上に実施してい
る。
参加者計：７８名

新規の分析機器の導入等、必要に応じて実
施している。また入居者からの問い合わせ
には、随時対応している。
前年度と比較して、回数、参加者も増えて
いる。

平成２５年３月１４～１５日
参加者：１１名

広報活動、防災危機管理、施設の円滑な運
営等、必要な事項であるため、今後も継続
して実施する。

平成２５年２月２０日
参加者：約１８名

平成２５年１月１８日
参加者：約８５名

平成２４年６月１５日
参加者：約１３名

平成２４年９月２１日
参加者：約２７名

平成２４年１１月５日
「うるま市　地震・津波訓練」への参加。
地震・津波発生時の避難経路の再確認。

平成２４年９月２１日
参加者：約１６名

事業計画

平成２４年６月２７～９日
参加者：６名

前年度実績

講習会開催
５回/年

参加者計：４５名

交流会

イベント
等

地震・津波防災訓練 平成２４年１月２０日

平成２４年３月７日
参加者：約２３名

イベントへの参加

入居者連絡会

交流会開催
１回/年

講習会開催
２回/年

沖縄の産業まつり
１回/年

交流会開催
２回/年

平成２４年１０月２６～２８日
展示内容（実証機器を用いた加工品等）に多
くの方が興味を持って頂き、好評頂いた。

入居者連絡会開催
３回/年

平成２４年４月１７～１８日
参加者：１２名

平成２４年７月３１～８月１日
参加者：５名

機器講習
会

機器利用説明会
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適正に運営されており、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。

事業計画のとおり実施されている。
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
して随時対応を行う。

県内外個人を含め、７１団体、４２９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。

県内外個人を含め、６０団体、４１
４名の視察に対応

（現地確認）
前年度実績

実施内容
事業計画 業務改善に向けた分析

（事業報告書）
整合性の検証
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(3) 受付・接客

(4) 広報

(5) 情報管理

事業計画のとおり実施されている。

業務改善に向けた分析

事業計画のとおり実施されている。

今後も引き続き、個人情報に関する書類等は慎重に
管理を行う必要がある。

業務改善に向けた分析
（事業報告書）

入居者連絡会や交流会、ヒアリング等を
行い、相談や苦情等にも随時対応した。
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。

実施内容

事業計画 業務改善に向けた分析

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思われる。
視察等の外部からの訪問者等に対して
も、案内に対する苦情等がないことか
ら、丁寧な接客が行われていると思わ
れる。

事業計画のとおり実施されている。
今後も引き続き、施設利用者とのコミュニケーショ
ンを図り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 整合性の検証

整合性の検証

個人情報書類等は適正な情報管
理に努める。

（現地確認）

実施内容

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。

アンケートを２回実施し、入居企業の要
望に答える体制を取った。

視察や見学についても受入れ体制を整
え、４２９名の視察者に対応した。

ＨＰ、チラシ等を利用した広報
活動

「沖縄の産業まつり」や市町村や商工会
が主催するセミナー等で、センターの紹
介・自主事業（受託加工)のＰＲ活動を
行った。

ホームページの更新、イベント等への
出展を通し施設のPRを行っている。

整合性の検証

今後も引き続き施設の広報を積極的に行い普及、啓
発に努める必要がある。

（事業報告書） （現地確認）
事業計画

個人情報書類等は施錠可能なキャビネッ
トに保管し、情報漏洩がないように努
め、取扱いには細心の注意を払った。

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、必要な時以外は
施錠されている。

入居者連絡会や交流会、ヒアリング
等を行い、相談や苦情等にも随時対
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。視察や見学につい
ても受入れ体制を整え、４１４名の
視察者に対応した。

利用者にわかりやすいＨＰに更新し
た。また、「沖縄の産業まつり」や
市町村や商工会が主催するセミナー
に参加し、センターの紹介・自主事
業（受託加工)のＰＲ活動を行っ
た。

個人情報書類等は施錠可能なキャビ
ネットに保管し、情報漏洩がないよ
うに努め、取扱いには細心の注意を
払った。

（事業報告書）

高度分析器・実証機器の専門知識を有す
るスタッフによる、技術サポートを行っ
た。

前年度実績
（現地確認）

前年度実績

前年度実績

実施内容
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３．自主事業

自主事業に係る相談件数等は、年々増加しており、
今までの周知活動の成果が見えてきている。
今後も一層、事業の周知を図り利用者の更なる掘り
起こしを行う必要がある。

①コーディネート業務の実施
②受託加工試験の実施

整合性の検証
（事業報告書） （現地確認）

相談内容等は、書類として作成、保管
されている。内容によっては企業との
マッチングや適切な部署へ繋ぐプラッ
トフォームとしての役割も適切に行わ
れいる。

事業計画のとおり実施されている。

事業計画 業務改善に向けた分析

これまで試作品や一次加工しか出来
なかった実証棟Ｅ-03，04で営業許
可を取得し、販売製品の製造が可能
つなった。そのため利用者の幅広い
要望に答える事が出来るようになっ
た。

相談件数：７５件
実施件数：２２件
実施例
①技術・商品開発へのアドバイスや
情報等の提供
②地域特産物の乾燥・粉末・ピュー
レ加工、サンプルの作成等

前年度実績

相談件数：１１３件
実施件数：３３件
実施例
①技術・商品開発へのアドバイスや情報
等の提供
②地域特産物の乾燥・粉末・ピューレ加
工、サンプルの作成等
③微生物検査・解析
④理化学試験

実施内容
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Ⅱ．サービスの質の評価

〈平均満足度〉
・施設としての満足度
上半期:満足50%、普通50%
下半期:満足58%、普通42%
・設置機器に関しての満足度
上半期:満足50%、普通50%
下半期:満足92%、普通8%
 ( アンケート回収率：約84％）

〈改善要望〉
・休日後に研究室の蛇口をひねると錆が混入した水が出て
くる。
・研究室のセコムキーがセットしにくい。
・カードキーシステムが不便。
・換気が悪い。
・雨漏りが多い。
・高額機器が多く、利用頻度が高くない。１台30～50万円
の汎用機器も取り揃えて欲しい。
・マイクロプレートリーダーのフィルターなど、付属品を
充実させて欲しい。
・冷水器が欲しい。
・屋外での作業があった場合に、車や機材を洗うのに不
便。〈平均満足度〉
上半期:満足80%、普通20%
下半期:満足75%、普通25%
( アンケート回収率：約84％）
〈改善要望〉
特になし。

〈平均満足度〉
上半期:満足80%、普通20%
下半期:満足83%、普通17%
( アンケート回収率：約84％）

〈改善要望〉
・会議室の利用料金を１時間単位から30分単位に変更して
欲しい。
・動物実験室を共同利用する際の利用方法を改善して欲し
い。

維
持
管
理
業
務

施設・設備
管理 早急に対策が可能な改善要望に関しては素早く対応し、ある

程度予算が必要となる改善要望に関しても随時対応した。ま
た、雨漏りや台風による被害など、大規模修繕が必要な改善
要望に関しては、専門業者との現場確認や原因究明を行い、
修繕の優先順位をつけながら計画的に対応している。
今年度は草刈・剪定や窓ガラス洗浄、実証棟E-03、04重点清
掃の回数を増やし、衛生環境管理にも力を入れた。
・研究室内のシンクの配管が鋼管であったため、塩ビ管に変
更し、錆の混入防止に努めた。
・セコムキーに関しては随時、セコムの担当者と連絡を取り
不具合を改善して頂いている。
・換気の悪い箇所は排煙設備を開き空気を入れ替える等し環
境改善に努めた。
・雨漏りに関しては随時、原因究明と修繕対応を行った。
・比較的価格が安く、汎用性が高いと思われる機器・関連す
る付属品等については、バイオセンターの予算で購入可能か
検討する。
・施設的に対応が難しい要望に関しては、入居者連絡会など
で入居者に説明し、ご理解とご協力をお願いしている。

入居者からの改善要望に対し適切な対応がなされて
いる。今後も改善を要するものについては、迅速な
対応に努める必要がある。

入居者、訪問者に対して、丁寧な接客に努めた。また、相談
事項に対しては素早く的確な対応を心掛け、当施設では対応
出来ない内容の案件に関しては対応が可能であると思われる
機関や企業等の紹介も行った。

入居者とのコミュニケーションは十分に図られてい
る。
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。

利用者の意見を聞きながら、効率の良い施設管理を
実施している。今後もニーズの把握に努め講習会の
内容を検討する必要がある。

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

運
営
業
務

接客対応

評価項目

利用条件

入居者からの意見も随時、取り入れながら利用しやすいルー
ル作成に努めている。社員の増加により、研究室の事務ス
ペースが不足している企業には利用率の低い会議室を提供出
来るようにした。
改善要望のあった利用料金や利用方法については条例や物理
的・倫理的な問題もあり、指定管理者のみでは対応が難しい
ため、沖縄県とも相談しながら対応していく。
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〈平均満足度〉
機器や研究開発に関する講習会・セミナーを増やして欲し
いという入居者が多い。

〈改善要望〉
・既存機器の定期的な講習会を開催して欲しい。
・もう少し、入居者やスタッフと交流できる機会が欲し
い。

〈平均満足度〉
リピーターの数も増えてきており、相談者・利用者からは
概ね良い評価を得ている。

〈改善要望〉　　　　　　　　　　　特になし

〈平均満足度〉
どの評価項目についても概ね高い評価を得ることが出来て
おり、総合的にみても良い評価が得られている。

施設維持管理・運営業務の評価については、不満の評価がな
いことからも一定の評価を頂いている。今後も入居企業から
の意見も参考に取り入れより満足度の高い評価が得られるよ
うに努める。
施設の経年劣化に伴う建物・機器の不具合等については、今
後も発生することが考えられることから、不具合箇所の早期
発見や改善等、迅速な対応を心がけ、入居者へより良い利用
環境を提供するように努める。
自主事業向上については、引き続きの周知活動に加え、新規
顧客開拓に向けた関係者・機関との連携強化、新規依頼獲得
に向けた、現在までの相談者や利用者への再アプローチ、
フォローの実施等更なる向上に努める。

県の基本協定に基づき、指定管理業務について適切
に実施されている。全般的に入居者等からの評価も
高く、コミュニケーションも図られているものと思
われる。
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。

イベント等 入居者からの希望が多かったＮＭＲや前年度、新規導入機器
に関する講習会を開催した。また、新規導入機器を利用する
上でも大きく関わってくる液体クロマトグラフィーの講習会
も開催した。
企業によって希望する講習会やセミナーが大きく違ってくる
ため、大学やその他の機関で開催される講習会等がある場合
はメールでの案内の他、案内用パンフレットを各企業のポス
トに投函したり、ポスターをセンター入口に貼ったりして情
報提供を行っている。

自主事業

自主事業（受託加工・試験）について、沖縄の産業まつり
や、各市町村、商工会が主催するセミナー等でちらしを配布
するなどし周知に努めた。また、営業許可取得により利用者
に安心と安全面でサービスを提供することができ、相談件
数・受託加工の実施回数ともに増加傾向にある。関連して営
業許可関連のＯＥＭについての相談等も出てきている。
相談者に対しては、内容等確認し対応の難しい案件について
は他の公設試等の専門機関や民間企業を紹介するなどし相談
しやすい環境づくりを心がけている。

自主事業の相談件数は前年度比約１５０％となって
おり、施設の認知度が上がってきているのが伺え
る。
今後も周知活動及び顧客ニーズの高いメニューの検
討を行う必要がある。

総合評価

入居者からの希望の多い要望について、適切に対応
している。今後もニーズの把握に努め講習会の内容
を検討する必要がある。
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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

（％）

36,392,405 34,791,750 38,663,100 111.13%

6,924,240 6,950,400 6,814,640 98.05%

223,509 228,000 359,170 157.53%

2,459,275 2,424,000 3,134,016 129.29%

21,259,650 21,000,000 16,286,354 77.55%

216,540 213,000 251,540 118.09%

31,473,000 31,473,000 31,473,000 100.00%

394,244 1,000,000 2,296,286 229.63%

1,200 0 5

99,344,063 98,080,150 99,278,111 101.22%

(2) 支出

対計画比

（％）

21,530,122 25,548,000 24,480,719 95.82%

286,821 280,000 282,894 101.03%

21,810 50,000 14,827 29.65%

0 12,000 0 0.00%

65,570 85,900 58,594 68.21%

207,420 357,500 285,750 79.93% 旅費・交通費

3,624,478 3,000,000 2,780,461 92.68%

7,299,005 7,270,000 10,575,394 145.47%

28,904,983 29,016,000 25,196,749 86.84% 車両燃料費込み

121,366 176,000 124,356 70.66%

20,200 74,000 15,000 20.27%

207,050 156,000 136,222 87.32%

0 200,000 0 0.00%

576,000 585,000 558,000 95.38% 顧問料込み

72,010 72,010 73,610 102.22%

28,055,205 23,550,765 24,575,395 104.35% 施設管理費・ネットワーク管理費込み

7,000 13,000 10,400 80.00%

349,972 326,608 320,040 97.99%

23,890 23,890 23,890 100.00%

7,428,720 7,263,734 7,263,734 100.00%

98,801,622 98,060,407 96,776,035 98.69%

水道光熱費（入居者使用分）

指定管理料

雑収入

保険料

租税公課

合計（Ｂ）

消耗品費

支出については、一部の項目を除き全体としては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。

雑損失

収入項目

機器利用料

委託費

新聞図書費

謝金

会議室利用料

印刷製本費

支払手数料

修繕費

研究室

実証室

自主事業収入（依頼分析・受託加工費）

広告宣伝費

接待交際費

諸会費

リース料

利用料
金収入

前年度実績

旅費交通費

人件費

水道光熱費

通信運搬費

一般管理費

〈業務改善に向けた分析〉

合計（Ａ）

〈業務改善に向けた分析〉

概ね計画どおりの実績であり、安定した収入を確保している。

実績 備考

前年度実績

塵芥料

会議費

支出項目

事業計画 備考実績

事業計画
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２．経営分析指標

前年度実績 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

外部委託費比率

評価指標

  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、概ね計画どおり執行している。
　利用料金収入が収入全体の約４９％を占め、指定管理者の主たる収入源となっているため、今後とも安定した入居者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、高度な専門的技術が要求され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２５％であり、ほとんどの業務を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る。

26.05%

事業収支

25.39%

○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

24.02%

人件費／支出

25.30%

指定管理料／利用者数
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。

105.74%

（利用料金収入／収入(Ａ)）

利用者あたり自治体
負担コスト

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。

利用者あたり管理コ
スト

49.33%

人件費比率
97.09%

45.26%

評価指標

外部委託に過度にシフトしていないかを確認する。

（人件費／支出(Ｂ)）

事業収支

（収入(Ａ)－支出(Ｂ)）

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。

利用料金収入／収入

外部委託費比率
（外部委託費合計／支出(Ｂ)）

支出／利用者数

計算方法

収入－支出

28.40%

利用料金比率

2,502,076

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。

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。

評価の考え方

19,743

〈業務改善に向けた分析〉

外部委託費合計／支出

542,441

46.30%

21.79%

人件費比率

利用料金比率

108.98%

12673.23%


