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沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター 

指定管理者募集要項 

 

沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター（以下「センター」という。）の管理業務を

効果的かつ効率的に実施するため、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３項

及び沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例（平成 15年条

例第 14号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、次のとおり指定管理者の募集を行

います。 

 

１ 募集の目的 

 現行指定管理者の指定期間が令和４年度で満了することに伴い、令和５年４月から令和９年３月

までの管理運営を行う指定管理者を募集します。 

 

２ 施設の概要 

センターは、バイオテクノロジー等を活用した研究開発を促進し、その成果を県内における魅力

ある製品開発や付加価値の高い新たな産業創出に繋げることを目的として設置されたインキュベ

ート施設です。 

指定管理者は、公の施設の管理だけでなく、センターの効用を最大限に発揮し設置目的の達成を

図るため、適正かつ効率的に施設運営をしていただく必要があります。 

（１）施設の規模等 

 

名  称 

 

 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター 

 

所 在 地 

 

 沖縄県うるま市州崎１２－７５ 

 

建物構造 

 

 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 

 

敷地面積 

 

 17,813.75㎡ 

 

  

 

延床面積 

 

建築面積 

 

供用開始年度 

 

施 設 概 要 

 
合  計 

 

 

 
7,641.99㎡ 

 

 

 
5,358.94㎡ 

 

 

 
平成15年８月 

 

 

 
 地上２階 

 ３棟（管理棟、研究棟、実証棟） 

 

 

（２）開館時間及び休館日 

①開館時間：原則として午前８時 30分～午後５時 

      ただし、知事の承認を得て、開館時間を変更することができます。 

②休館日：次に掲げる日を休館日とする。ただし、知事の承認を得て、休館日を変更することが

できます。 

ア 日曜日及び土曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

ウ 12月 29日から翌日の１月３日までの日 

 



 

 - 3 - 

３ 管理運営の基本的な考え方 

（１）施設の使用許可等「公の施設」の管理に関する権限を指定管理者に委任して管理を行ってい

ただくことから、利用の平等性、公平性、適正なサービス、守秘義務の確保等を含め、これま

で地方公共団体が果たしてきた義務や責任を指定管理者においても同様に果たしていただく

必要があります。 

（２）上記「２ 施設の概要」を踏まえ、センターの利用促進・活性化を図るとともに、設置趣旨

に沿った効果的・効率的な管理運営に努めるものとします。 

（３）指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを利用者に提供すると

ともに、管理運営費の節減に努めるものとします。 

（４）指定管理者においては、施設の現状を正確に把握し、施設の維持・修繕等の業務を適正かつ

効率的に実施していく必要があります。特に分析機器等については専門的なメンテナンスを怠

らず、常に最良の状態を保っていただきます。 

（５）事故等を未然に防ぎ、災害や緊急時の連絡体制、救助等の適切な職員配置体制をとるものと

します。 

 

４ 指定管理者の業務 

（１）業務の範囲 

  指定管理者は次の業務を行うものとします。業務のうち機器操作指導 等の詳細内容について

は別紙の「沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター業務管理仕様書」（以下「管理仕様書」

という。）のとおりです。 

なお、指定管理者は、業務を一括して他の事業者等に委託することはできません。 

ただし、業務の一部を専門業者等に委託することは可能です。 

ア センターの設置の目的を達成するための業務 

（ア） 利用率向上に関する業務（企業誘致、広報 等） 

（イ） 入居企業等支援に関する業務（技術・経営相談対応等）    

 イ センターの利用（施設、附属設備又は機械器具）の許可等に関する業務 

 （ア）センターの利用の許可・取り消し等に関する業務 

 （イ）原状回復命令に関する業務その他の利用の許可に関する業務 

 ウ センターの利用料金の収受等に関する業務 

 （ア）利用料金の収受に関する業務 

 （イ）利用料金の減免に関する業務 

 （ウ）利用料金の返還に関する業務その他の利用料金の収受に関する業務 

 エ センターの施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務 

 オ 研究機器等の操作指導及び保守管理に関する業務 

カ その他センターの管理運営上必要と認める業務 

（２）基本的事項 

ア 常に利用者等の立場に立った管理を行い、利便性の向上を図るとともに、利用者等の意見や

要望を反映し、利用者等サービスの向上に努めること。 

イ 利用者の平等利用が確保され、施設の効用を最大限発揮するとともに、効果的・効率的な運

営を行うこと。 

（３）指定管理者が行う業務の範囲に関する事項 

 ア 施設の効率的かつ効果的な利用の推進 

 （ア）センターの広報を計画的に実施するため計画を策定すること。 

 （イ）入居率の向上を図るため、空き室等の公募については、適切な広報活動により十分な周知
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を図ること。 

  ※情報発信等にインターネットを積極的に活用するとともに、センターのパンフレットを作成

する等利用者を増やすための広報を行うこと。 

 （ウ）入居企業等 

   研究室及び実証室（以下「研究室等」という。）を利用できる企業等は以下のとおりとする。 

・一定以上の技術力を有し、研究成果の事業化を積極的に指向するもの。 

・県、大学、国公立試験研究機関等と共同研究を行うもの。 

・研究室等の利用者が行う研究開発を支援するもの。 

・研究室等で行う研究又は技術開発は、バイオテクノロジー等を活用した健康食品、医薬品等

の分野に関するものであること。 

  ※入居期間は原則として５年です。 

  ※施設の新規利用の承認については、指定管理者が沖縄県、学識経験者、産業関係者等から意

見を聴いた上で決定します。 

イ 入居企業等の支援 

（ア）入居企業等の研究開発、事業化及びその他経営等の相談等に応じるため、インキュベーシ

ョンマネージャーを配置する等、相談体制を整えること。 

 （イ）研究開発に関する支援策、学会等の各種イベントなどの情報を収集し、入居企業に提供す

るとともに、これらを活用した支援を実施すること。 

 （ウ）年に１回入居企業に対して事業進捗及び収支状況を確認し、状況に合わせた支援を行うこ

と。 

ウ サービスの向上 

（ア）センターの設置目的を推進するための利用料金の減免規定について整備し、別途、利用 

    料金減免表を作成すること。 

（なお、利用料金の減免に伴う利用料金収入の減収については、管理運営経費に当該減収分

を見込んでおり、沖縄県からの補填等は行いません。） 

（イ）サービス向上や利用者の増加に繋がる利用料金を設定し、別途、利用料金表を作成する 

    こと。 

（ウ）利用者の申し込みから利用の許可までの手続きを利用者にとって簡便なものにするとと

もに、規程を整備すること。 

（エ）利用者等から寄せられた意見、要望については、調査や分析のうえ管理の業務・サービ

スに反映させるとともに、苦情については速やかに対応すること。 

（オ）その他予約受付開始等に関する利用の規程について整備すること。 

 エ 施設の効用を最大限に発揮させるための維持管理 

（ア）分析機器、実証機器等の操作指導、保守管理 

 ・指定管理者は、機器の利用者にその操作方法について適切な指導を行うものとする。 

 ・機器の保守管理・操作指導を行う者は、機器の取扱いに精通していなければならない。 

 ・保守管理・操作指導を行う者の資格、経歴等を事業計画に明示すること。 

  （詳細については、管理仕様書を参照） 

 （イ）施設の安全管理 

   ①緊急時の対応 

 ・指定管理者は、災害及び事故等の不測の事態（以下「緊急事態等」という。）の発生に対

応できるよう、緊急事態等時に必要な最低限の資機材等の用意を行うこと。 

 ・緊急事態等を想定した危機管理体制の整備及び危機管理マニュアルを作成すること。なお、

危機管理マニュアルは、沖縄県に提出すること。 
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 ・消防署等関係機関からの危機管理マニュアル改善の助言や指導があった場合は、直ちに改

善すること。 

 ・指定管理者は、災害時等に沖縄県が緊急に避難場所として本施設を使用する必要があると

きは、沖縄県の指示により、優先して避難者等を受け入れること。 

   ②予防対策 

 ・危険及び破損箇所の早期発見に努め、発見した場合は迅速に適切な措置をすること。 

 ・緊急事態等を想定した訓練を定期的に行い、危機管理マニュアルを点検整備すること。 

   ・利用者等の安全の確保、事故防止対策を講じること。 

③事後対応 

   ・緊急事態等が発生又は発生の恐れが生じた場合は、危機管理マニュアルに従って、速やか

に適切な措置を行うとともに、沖縄県をはじめ関係機関に連絡すること。 

    （ウ）適切な維持管理計画 

 ・関連法令等を遵守し、施設等を良好に維持管理すること。 

 ・現在の維持管理レベル（別途管理仕様書の基準）を満たすこと。 

 ・管理仕様書と異なる基準で施設等の維持管理を実施する場合はその方法を事業計画書に明

記する。 

 ・建築・工作物・設備等の設置、変更、改築及び修繕（軽微な修繕を除く）を行う際には、

知事の承認を得ること。 

 ・利用者等が安全、安心に施設を利用できるように、危険及び破損箇所、清掃を要する箇所

の早期発見に努め、発見した場合は迅速に適切な対応をすること。 

 ・修繕計画書、見積書及びその他の修繕に必要となる書類について、沖縄県から要求がある

場合は提出すること。 

 ・維持管理及び修繕を実施するにあたり、利用者等の妨げにならないように配慮すること。 

 ・資格、免許が必要な業務にあっては、直営、委託の形態を問わず、有資格者に業務を行わ

せること。 

（エ）その他関連する事項 

①利用の許可にあたって、次のいずれかに該当すると認められるときは、許可しないこと。 

 ・公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

 ・公益を害するおそれがあると認められるとき。 

 ・施設等を汚損し、損傷し、または滅失するおそれがあると認められるとき。 

 ・上記以外で施設等の管理上支障があると認められるとき。 

   ②利用にあたって、次のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消し、または

施設等の利用を制限し、若しくはその停止を命じること。 

 ・条例若しくは条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。 

 ・偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

 ・許可に付した条件に違反したとき 

 ・前記①に該当するに至ったとき 

   ③利用の許可にあたって、施設の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に

立ち入り、関係者に質問し、または必要な指示を行うことを利用者に対して通知すること。 

   ④利用の許可にあたっては、施設の利用を終えたとき、または許可を取り消されときは、原

状回復義務があることを利用者に対して通知すること。 

⑤センターの利用料金の収受等に関する業務 

利用料金の徴収方法、返還、キャンセル等の規程を整備すること。 

⑥センターの光熱水費等の支払い及び入居者等の負担分の徴収について 
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 ・センターの光熱水費等については、指定管理者が、県に代わり一括して電力会社等へ支払

うこと。（施設の管理運営に係る光熱水費等は、指定管理料に含まれています。それ以外

の入居者等が使用する分の光熱水費等については、指定管理者が入居者等から徴収して支

払います。） 

 ・入居者等が使用した光熱水費等は、月毎に金額を算定し、入居者から徴収すること。 

 ・目的外使用許可に係る光熱水費についても、上記同様、入居者等が利用した光熱水費等を

月毎に算定し、入居者等から徴収すること。 

⑦施設賠償責任保険に加入すること。 

⑧見学者・来客者の対応 

見学希望者に対しては、積極的かつ親切に対応すること。 

⑨その他 

・センターの管理に係る各種届出 

 センターの管理に関し、必要な関係機関への届出や手続きを遺漏なく行うこと。 

・年度計画書の策定 

毎年度、センターの管理の業務に関する年度計画書を策定して、沖縄県に提出すること。 

・景観・美観に配慮した取組 

 植木等の植栽、伐採、移動を行う場合、知事の承認を得ること。 

・健康増進法による受動喫煙の防止 

 利用者の受動喫煙の防止に努めること。 

・遺失物、取得物の処置・保管業務 

 施設内での遺失物、取得物を発見した場合は、適切に対応すること。 

・近隣への配慮 

 地域社会の一員として、地域の住民、自治会等へ配慮すること。 

・個人情報保護のための措置 

業務上、取り扱う個人情報（企業等の情報を含む。）について適正な管理を行い、情報漏 

洩が起こらないよう、保護のための措置を講じること。 

・その他知事が必要と認めた業務について、実施すること。 

 （オ）管理に係る経費の縮減効果 

 収支バランスを勘案し、コスト削減に努めること。 

（４）管理を行うための人的、財政的対応 

 ア 収支計画 

  経営システムの導入 

  （ア）事業計画書に基づき実施した事業について評価を行い、その評価結果をその後の事業に反

映させ、事業内容を継続的に改善すること。 

 （イ）経理帳簿事務における計数管理及び事務の合理化に努めること。 

 イ 人的対応 

 （ア）事業計画が実行可能な十分な職員体制を取ること。 

・常駐の総括責任者と管理に必要な人員を配置すること。 

・管理の業務が適切であるかについてチェック体制を確立すること。 

・施設の管理に支障がでない職員の勤務体制とすること。 

 （イ）必要な職員の確保に努めること。 

 （ウ）人材育成 

 サービスの向上を図るため、配置する全職員が業務全般を理解し対応できるよう、職員の研

修を定期的に行うこと。 
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（５）その他、センターの設置目的を達成するための事項 

 （ア）バイオ産業関連の拠点形成に資する取り組み 

・センターの機能を十分に発揮させるため、県内企業、健康食品及びバイオ関連団体、関係

機関との連携を図ること。 

・入居企業等と地域及び県内外関連団体等とのネットワーク構築やバイオ産業人材の育成、

バイオ関連分野の拠点形成につながる取組を実施すること。 

 

５ 自主事業 

（１）指定管理者は、自己の責任と費用により、センターの利用促進・活性化に資する事業（以下

「自主事業」という。）を行うことができます。 

（２）自主事業から得られる収入は指定管理者の収入とします。 

（３）自主事業の実施に当たっては、事前に県に対して提案を行い、承認を得る必要があります。 

（４）事業計画書において提案された自主事業の可否については、県と協定を締結する際に改めて

協議するものとします。 

（５）自主事業の提案については、選定時の評価対象とします。 

（６）自主事業の提案に当たっては、下記の点に留意してください。 

  ①センターの設置目的及び管理運営の基本的な考え方に沿ったものであること。 

  ②指定管理者の管理運営業務に支障を与えるものではないこと。 

  ③入居企業等の事業の不利益とならないこと。 

（７）自主事業実施にあたって県有施設を使用する場合は、県への使用料支払が必要となる場合が

あります。 

 

６ 管理運営の基準 

指定管理者が行う業務の内容、基準及び履行方法等について、条例、規則及びこの要項で定める

ほか、次のとおりとします。 

（１）関係法令等の遵守 

指定管理者は、センターの管理運営を行うにあたっては、次の関係法令等を遵守してくださ

い。 

ア 地方自治法、同施行令、同施行規則、沖縄県行政手続条例、同施行規則（平成８年規則第

６号）ほか行政関係法令 

イ 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターの設置及び管理に関する条例、同施行規則 

ウ 労働基準法（昭和 22年法律第 49号）、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）最低賃

金法（昭和 34年法律第 137号）、ほか労働関連法令等 

エ その他センターを管理するための業務に関連する全ての関係法令等 

（２）沖縄県行政手続条例の適用 

指定管理者は、沖縄県行政手続条例（平成７年条例第 28号）第２条第１項第３号に規定する

「行政庁」に該当するため、処分等の手続きは同条例の規定に基づいて行っていただきます。 

（３）沖縄県暴力団排除条例の適用 

  指定管理者は、当該施設の利用が暴力団の利益になる恐れがあると認められる場合は、沖縄

県警察本部に照会し、必要に応じて排除措置（利用の不承認又は利用の承認の取消し）を講じ

てください。 

（４）業務執行体制 

①文書取扱規程の整備 
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指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、沖縄県文書管理規程、同運用通知

に準じ、別途文書の管理に関する規程等を定めるものとします。 

②情報公開規定の整備 

指定管理者が業務実施にあたり、作成し、又は取得した文書等で指定管理者が管理している

ものの公開について、別途情報公開規程等を定めるものとします。 

③手続規程等の整備 

使用許可の取消しなど行政処分の実施に係る手続規程の整備を行い、適正な執行体制を確保

するものとします。 

また、施設の利用上の利用者指導については、沖縄県行政手続条例の行政指導の規定の趣旨

に則った対応をとるものとします。 

④個人情報保護の取扱い 

指定管理者は、沖縄県個人情報保護条例（平成 17年沖縄県条例第２号）第 11 条第２項の規

定に基づき、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のため必

要な措置を講じるものとします。 

指定管理者が行う公の施設の指定管理業務に従事している者、若しくは従事していた者は、

同条例第 12条の規定に基づき、その職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはいけません。 

個人情報の漏えい等の行為には、同条例第 63 条及び第 67 条に基づく罰則規定があります。 

⑤守秘義務 

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自

己の利益のために使用してはならないものとします。指定管理業務を行う指定期間が終了し

た後も同様とします。 

⑥区分経理・会計体制の確立 

会計帳簿を整備し、区分経理・会計体制を確立し、適正な公金管理を行います。 

また、現金を扱う場合には、その取扱いに係る規程を整備し、事故防止体制を整えるものと

します。 

⑦業務委託の制限 

指定管理の業務の全部を第三者に委託し、請け負わせることはできません。 

業務を第三者に委託する場合には、その内容について、あらかじめ県の承認を得なければな

りません。 

（５）業務に必要な物品の調達 

指定管理業務の実施に必要な県所有の物品等は、指定管理者に無償で貸与します。 

なお、「備品一覧表（別表４）」に記載されていないものについては、業務開始までに別途

指定管理者が用意するものとします。 

指定管理者は、貸与を受けた物品等について、指定期間中、台帳を備えて数量、使用場所、

使用状況等を把握するなどして適正に管理するとともに、常に良好な状態に保つものとします。 

指定期間中に、上記貸与物品の劣化による更新等で新たな物品が必要となった場合は、県が

直接調達又は県が指定管理者に指示して調達させることとし、当該物品の所有権は県に帰属す

るものとします。 

また、施設の集客力向上、サービス向上等のために指定管理者が購入する物品について、当

該物品は指定管理者に帰属するものとします。これらの物品の購入を実施する場合には、事前

に県と協議を行ってください。 



 

 - 9 - 

（６）賠償責任保険への加入 

指定管理者は、施設利用者等の事故等に備え賠償責任保険に加入するものとします。 

（７）指定管理者名等の表示 

当該施設が指定管理者により管理運営されていることを示すため、指定管理者名と設置者であ

る県の連絡先を施設内に表示するとともに、案内パンフレット等に明記することとします。 

（８）特記事項 

会議室の一部及び自動販売機事業者が独占的に使用する部分などについては、別途、行政財

産の目的外使用許可を行っています。 

目的外使用許可については県が手続きを行います。目的使用許可に係る使用料は県の収入と

なります。 

 

７ 指定期間 

令和５年４月１日から令和９年３月 31日までの４年間を予定していますが、その確定は沖縄県

議会の議決によります。 

但し、地方自治法第 244条の２第 11項により、県がセンターの管理の適正を期するために行っ

た必要な指示等に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるときは、県は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は

一部の停止を命ずることができます。 

 

８ 施設利用料の取り扱い、施設管理に要する経費等 

（１）利用料金制の採用 

ア センターの管理にあたっては、地方自治法第 244条の２第８項及び条例第 15条の規定に基

づく「利用料金制度」を採用するため、センターの利用に係る料金は指定管理者の収入となり

ます。 

イ 指定管理者は、条例第 15条第２項の規定に基づき、条例別表に定める基準額に 100分の 70

を乗じて得た額から当該基準額に 100分の 130を乗じて得た額までの範囲内で，利用料金の額

を知事の承認を得て決定します。 

ウ 利用料金収入等の属する会計年度は、センターの施設等を利用する日の属する年度の収入と

します。 

エ 自主事業にかかる収入・支出は、収支計画書の別枠に計上してください。なお、当事業が行

政財産の目的外使用に該当する場合は、知事の許可が必要となります。 

（２）管理運営経費 

ア 沖縄県が指定期間に支払う管理運営のための料金（消費税及び地方消費税を含む。以下「指

定管理料」という。）の４年間の総額は、94,850,000円以内とします。なお、収支計画書を作

成する際、各年度の指定管理料は、指定管理料の４年間の総額から導かれる単年度の平均額

（23,712,500円）の範囲内としてください。 

事業計画書（収支計画書）に記入された４年間の指定管理料の合計がこの限度額を上回る金

額であった場合は、失格とします。 

イ 災害時等の特別な場合を除き、増額は行わないので、事業計画書（収支計画書）を作成の際

には注意してください。 

ウ 指定管理料の支払時期や方法については、協定で定めることとします。 

（３）会計の区分 

センターの管理に関する会計は独立した会計とし、指定管理者が行う他の業務の会計と区分
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してください。 

 

９ 応募資格要件 

（１）応募資格 

指定管理者に応募しようとする者は、次の全ての要件を満たす者とします。 

ア 沖縄県内に主たる事務所又は事業所を有する法人及びその他の団体（以下「法人等」という。）

であること。（共同企業体の場合、代表となる団体は県内に主たる事務所又は事業所を有し、

他の構成員は県内に事務所又は事業所を有すること。） 

 ※主たる事務所又は事業所とは、税等の法令上の用語で、いわゆる本店に当たるものとし、

事務所又は事業所とは、いわゆる支店に当たるものとする。 

イ 国税及び地方税の滞納がないこと。 

ウ 指定期間中に、解散・廃止の恐れがない団体であること。 

エ 施設管理の総括責任者を専任で配置できること。 

オ 現地説明会に参加した法人等であること。 

（２）欠格条項 

次のいずれかに該当する法人等は、応募することができません。仮に、申請が受けつけら

れた場合でも、申請は無効となります。 

① 代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる法人等 

② 会社更生法、民事再生法等による手続をしている法人等 

③ 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者をいう。以下同じ。）が、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項に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である法人等 

④ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている法人等 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与している法人等 

⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している法人等 

⑦ 地方自治法施行令第 167 条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定により、

沖縄県における一般競争入札等の参加を制限されている法人等 

⑧ 地方自治法第 244条の２第 11項の規定により本県又は他の地方公共団体から指定を取り

消され、その取り消しの日から２年を経過しない法人等 

（３）失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、指定管理者の選定審査の対象から除外します。 

① 指定管理者制度運用委員会委員に、選定審査に関する照会や要求を行ったり、個別に接

触をした場合 

② 提出された書類に虚偽の記載があった場合 

③ 募集要項に違反又は著しく逸脱した場合 

④ その他不正な行為があった場合 

（４）共同企業体で応募する際の注意事項 

共同企業体で応募する際には、次に掲げる事項に注意してください。 
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① 代表者又は代表となる団体を決定すること。 

② 指定管理者の選定後、県と指定管理者との間で締結する協定（以下「協定」という。）

は、代表者又は代表となる団体を中心に行うこととなるが、協定に関する責任は共同企業

体の構成員全体で負うこと。 

③ 各構成員が応募資格要件を満たすこと。 

④ 同一団体が複数の共同企業体にまたがり、応募することはできないこと。 

 

１０ 指定管理者選定スケジュール 

    指定管理者の選定は、次のスケジュールを予定しています。 

① 募集要項等の公表              令和４年８月 29日 

② 指定管理者募集に係る現地説明会       令和４年９月 20日 

③ 公募に関する質問の受付期限         令和４年９月 30日 

④ 質問の回答期限               令和４年 10月７日 

⑤ 申請書類等の提出期限            令和４年 10月 28日 

⑥ 指定管理者制度運用委員会による審査     令和４年 11月２日 

⑦ 選定結果の公表               令和４年 11月中旬 

⑧ 県議会への指定管理者指定議案の上程     令和４年 11月定例会予定 

⑨ 指定管理者の指定              令和５年１月下旬 

⑩ 指定管理者との協定締結           令和５年３月中旬 

⑪ 業務開始                  令和５年４月１日（土） 

   

１１ 募集要項の配布・現地説明会等について 

（１）配布期間 

 

配布期間 

 

 

令和４年８月29日（月）から令和４年10月28日（金）まで 

 

（２）配布場所 

 

配布書類 

 

配 布 場 所 

 
募集要項説明書 
申請様式集 
管理仕様書 

 

 
・沖縄県商工労働部ものづくり振興課（沖縄県庁 ８階） 
・沖縄県商工労働部ものづくり振興課ウェブページ上 
【ホームページアドレス】 

https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/shoko/index.html 

 

参考資料 
 

 

・沖縄県商工労働部ものづくり振興課（沖縄県庁 ８階） 
 

※窓口は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する

休日を除く、午前９時から午後５時までです。 

（３）設計図面の閲覧 

ア 閲覧期間 

令和４年９月 20日（火）から令和４年９月 30日（金）まで。ただし、センターの休業日は

除きます。 

イ 閲覧場所 

沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター 
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ウ 閲覧申込 

事前にセンター（電話：098-934-8435）まで申し込んでください。 

エ 留意事項 

センターにはものづくり振興課の担当者は常駐しておりませんので、ご理解・ご協力をお願

いします。 

（４）現地説明会の開催 

現地説明会を下記のとおり実施します。下記の現地説明会以外の日時における施設の見学の希

望は業務に支障があるため、受け付けすることができません。説明会当日には、事前に配布した

募集要項等の資料を持参してください。 

ア 開催日時 

令和４年９月 20日（火）午後１時 30分から午後３時 00分まで 

イ 集合場所 

沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター エントランスホール 

ウ 申込み等 

説明会への参加を希望する法人等は、説明会参加申込書（第９号様式）に必要事項を記載した

用紙を作成し、令和４年９月 15日（木）午後５時までに、19「問い合わせ先」まで、ファック

スまたはメールによりお申し込みください。 

出席者は、１法人等につき、２名以内（共同申請者も１法人等と見なします。）といたします。 

（５）募集要項等に関する質問及び質問に対する回答  

応募者間の公平性及び正確性を確保するため、質問については下記の方法で行います。 

質問の受付期間及び質問に対する回答の期日 

質問の 

受付期間 

 

令和４年９月21日（水）から令和４年９月30日（金）午後５時まで（必着） 

 
受付方法 

 
 
 

 

 
・質問がある法人等は別添の質問票（第８号様式）を19「問い合わせ先」までフ
ァックスまたはメールにより提出してください。 

・電話、口頭等上記に記載する方法以外の方法による問合せには応じません。 

・質問票に記入漏れがある場合は質問を受け付けることができかねます。 

 
質問に対する
回答 
 
 
 
 

 
・質問事項に対する回答は令和４年10月７日（金）までに沖縄県商工労働部 
  ものづくり振興課webページ上にて回答します。 
・他の申請予定者の特殊な技術、ノウハウ等に関する事項で、他の申請予定 
  者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある質問に対 
  しては、回答しません。 
【ホームページアドレス】 
 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/shoko/index.html 

 

１２ 申請の手続き 

（１）申請書類の提出 

  指定管理者指定申請書等は、受付期間内に持参してください。持参する際は、事前に電話連絡

をお願いします。ただし、役員等名簿（第７号様式）は、受付期間内に 19「問い合わせ先」ま

でファックスまたはメールにより提出してください。 

 
 

ア 受付期間 

令和４年10月11日（火）から令和４年10月28日（金）（ただし、日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

を除く。）ただし、役員等名簿（第７号様式）は、令和４年10月３日（月）

から令和４年10月12日（水）。 
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イ 受付時間 午前９時から午後５時まで 

ウ 受付場所  沖縄県商工労働部ものづくり振興課（沖縄県庁 ８階） 

 

（２）提出書類 

書類名 様式番号 

１ 指定管理者指定申請書 

 ・誓約書 

 ・団体概要書 

 ・共同企業体構成員表（複数の法人等で申請する場合に提出） 

 ・共同企業体協定書 

 ・事業計画書 

 

 ・役員等名簿 

 ・説明会参加申込書（沖縄県による参加証明がなされたもの） 

第１号様式 

第２号様式 

第３号様式 

第４号様式 

第５号様式 

第 6-1号様式 

～第 6-10号様式 

第７号様式 

第９号様式 

２ 添付書類 

 ア 法人である団体にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書

（3ヶ月以内のもの） 

 イ 法人でない団体にあっては、定款又は寄付行為に相当する書類及び

代表者の身分証明書（市区町村長が発行するものに限る。） 

 ウ 過去３ヵ年における事業報告書、貸借対照表、収支計算書、財産目

録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類（申請の日の

属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財

産目録） 

 エ 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

(ｱ) 法人である団体にあっては、過去３ヵ年における国税（法人税、消費

税及び地方消費税）納税証明書、沖縄県納税証明書（全税目）及び所在

市町村納税証明書（全税目） 

(ｲ) 法人でない団体にあっては、過去３ヵ年における代表者の国税（法人

税、消費税及び地方消費税）納税証明書、沖縄県納税証明書（全税目）

及び所在市町村納税証明書（全税目） 

(ｳ)団体の組織図や業務執行体制がわかる書類 

 

※ 共同申請の場合は、各構成団体すべてにおいて、上記３の申請に関す

る添付書類をすべて提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）提出書類の様式、提出部数等 

①用紙の大きさは、原則として日本産業規格Ａ４に統一して下さい。 

提出書類に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成４年

法律第 51号）に定める単位に限ります。 

②提出書類は、下欄にページ数を記載して下さい。 

③提出部数は、Ａ４フラットファイルにファイリングしたものを正本１部、副本 10部（正本

の複写可）とします。 
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（４）提出書類の著作権、情報公開 

①提出された事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、沖縄県は指定管理者の

公表等必要な場合は、事業計画書等の内容の全部及び一部を使用できるものとします。 

②提出された書類は返却しません。 

③提出された書類は、沖縄県個人情報保護条例の規定に基づき取り扱います。 

（５）申請にあたっての留意事項 

①申請にあたっては、法人等の名称等、申請のあった事実が公表されることを十分理解した上

で行って下さい。 

②県が提供する資料は、申請に係る検討以外の目的で使用してはなりません。 

③申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。 

④提出書類の差し替え、書類追加は原則として認めません。 

⑤取り下げ後の再提出は原則として認めません。 

⑥必要に応じ追加資料の提出、書類の内容についての説明を求めることがあります。 

⑦申請内容について虚偽等が確認されたときは、選定の対象者から除外します。 

⑧申請書に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理方法等を使用した結果生じた責

任は、申請団体が負うものとします。 

 

１３ 選定及び審査基準 

（１）選定方法 

指定管理候補者の選定は、次のとおり行います。 

①応募資格審査 

指定管理者指定申請書の提出後、沖縄県商工労働部ものづくり振興課において、申請者の応

募資格要件の適否審査を行ないます。資格を満たさない場合又は確認できない場合は、その

時点で失格とします。 

②委員会による審査 

「沖縄県商工労働部ものづくり振興課の公の施設に係る指定管理者制度運用委員会」（以下

「委員会」という。）が、提出書類及び応募者によるプレゼンテーション（11月２日予定）に

ついて審査を行い、点数の高い者を指定管理候補者として選定します。 

※委員会の選定団体は、沖縄県議会承認を経て知事が指定管理者として指定します。 

（２）審査基準 

次の４項目全てを評価する総合評価方式により選考します。審査表は別表３のとおりとします。 

①事業計画書の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであるか。（条例第６

条第１号）【配点５点】 

ｱ 施設の設置目的に合致した管理運営方針 

ｲ 平等な利用を図るための具体的な方法 

②事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させ、効率的な管理がなされるもの

であるか。（条例第６条第２号）【配点 40点】 

ｱ 施設の利用促進を図るための具体的手法 

ｲ 入居企業の支援 

ｳ サービスの向上を図るための具体的手法 

ｴ センターの設置目的を達成するための自主事業の実施 
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ｵ 施設の維持管理の内容、安全性等 

ｶ 管理に係る経費の縮減効果 

③事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な物的及び人的能力を有するもので

あるか。（条例第６条第３号）【配点 35点】 

ｱ 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

ｲ 安定的な運営が可能となる人的能力 

ｳ 安定的な運営が可能となる財政的基盤 

ｴ 類似施設の運営実績 

④その他、センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有するものであるか。（条

例第６条第４号）【配点 20点】 

ｱ 入居企業の支援 

ｲ バイオ産業関連の拠点形成に資する取り組み 

（３）選定結果の通知 

最も効果的かつ収益的な管理が実施できる団体を選定し、選定の結果については、公募者全団

体に通知するとともに、県ホームページで公表します。 

 

１４ 協定の締結 

（１）協定の締結 

指定管理者の指定後、知事は速やかに、指定期間における基本的事項を定めた「基本協定」を

指定管理者と締結します。また、年度ごと(４月１日～翌年３月３１日)に締結する「年度協定」

を別途締結します。 

ア 基本協定 

 

定義 

総則 

目的 

公共性及び民間業務の趣旨の尊重 

本施設の概要 

指定管理者の義務 

業務日程 

基本協定書の関係 

年度別協定書 

所有権 

資金調達 

専念義務等 

改善努力 

土地・施設の使用 

許認可、届出等 

管理運営業務 

保険の付保 

管理運営業務計画書 

近隣への配慮 

業務の第三者による実施 

 

利用料金収入及び経費 

利用料金の決定及び見直し 

自主事業等業務 

業務不適正の場合の措置 

指定管理者の債務不履行による指定の取消し 

県の債務不履行による損害賠償 

基本協定終了に際しての処置 

終了手続の負担 

モニタリング等に関する手続 

法令変更による通知及び協議 

法令変更による増加費用・損害の扱い 

法令変更による指定の取消し等 

不可抗力による通知及び協議 

不可抗力による増加費用・損害の扱い 

不可抗力による第三者に対する損害の扱い 

不可抗力による指定の取消し 

権利・義務の譲渡の禁止 

公租公課の負担 

協議 

事業報告書の提出 
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第三者に生じた損害 

維持管理業務 

模様替え等に係る承諾 

附属設備等の更新 

運営業務 

指定管理料の支払い 

指定管理料の変更 

 

秘密保持 

個人情報の取り扱い 

様式その他 

解釈 

準拠法 

管轄裁判所 

 

 

 

イ 年度協定 

年度協定の目的 

令和○年度の業務内容 

令和○年度の指定管理料 

疑義等の決定 

（２）協定締結ができない場合 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当することとなったときは、知事はその

指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

①正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

②財務状況等の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。 

③著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

④応募資格要件を喪失したとき。 

⑤申請内容について、虚偽等が確認されたとき。 

（３）施設管理開始までの留意事項 

ア センターの管理の引継ぎについては、協定締結後、随時行うものとします。なお、引継ぎに

あたって必要な経費は、新たな指定管理者の負担とします。 

イ 現在、センターの管理に従事している者について、人的ノウハウを継承する必要があること

から、再雇用を希望する者について配慮してください。 

ウ 指定管理者による施設等の管理開始前に、現管理者がすでに受け付けている令和５年４月１

日以降の利用の予約については、新たな指定管理者が引き継ぐものとします。管理者の変更に

より、利用申込者が不利益を被らないように配慮してください。 

 

１５ 指定管理者の留意事項 

（１）モニタリングの実施 

指定管理者は、「公の施設の指定管理者制度に関する運用方針」及び「指定管理者制度導入施

設に係るモニタリングマニュアル」等に基づき、施設の適切な利活用、施設利用者の利便性の向

上等の観点から、アンケート等適当な手段により、意見、苦情等を聴取し、その結果及び業務改

善への反映等について県へ報告するものとします。 

（２）指定管理業務及び自主事業に係る事業報告書等の提出 

指定管理者は、次のとおり、指定管理業務月報、事業計画書及び収支計算書、事業報告書等を

県に提出するものとします。 

① 業務月報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 毎月 

② 上半期報告書（４月１日～９月３０ 日までの事業実績）・・・毎年 10月 10 日 
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③ 年間事業計画書及び収支予算書(翌年度計画)・・・・・・・・ 毎年３月中旬 

④ 事業報告書（４月１日～翌年３月３１日までの事業実績）・・ 毎年４月末 

⑤ その他県が必要と認める書類 

（３）指定管理業務等の評価 

県は、指定管理業務に関して、基本協定書及び年度協定書(以下｢協定書｣という)等に従って適

切に管理運営を行っているかどうかについて、適時、関係書類の閲覧または提出等を求め、若し

くは調査することにより、指定管理業務に関する評価を行います。このとき、指定管理者は、速

やかに報告書等を提出し、または調査に協力して下さい。 

なお、評価の結果、指定管理者の行う指定管理業務が、協定書等の水準(以下｢要求水準｣とい

う)に達していないと県が判断した場合、県は業務の改善等必要な指示を行います。指示に従わ

ず改善がみられない場合は、地方自治法第 244条の２第 11項の規定により、指定管理者の指定

を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を行います。 

①定期評価 

県は、指定管理者から事業報告書の提出があったときは、指定管理業務の内容が要求水準を

満たしているかについて確認を行います。 

②随時評価 

県は、必要があると認めたときは、指定管理業務及び経理の状況に関し指定管理者に報告を

求め、または施設内において指定管理業務の調査を行うことがあります。 

（４）監査 

指定管理者は、地方自治法第 199条第７項、第 252条の 42第１項及び沖縄県外部監査契約に

基づく監査に関する条例(平成 11年沖縄県条例第２号)に基づき、指定管理者が行う管理の業務

に係る出納関連の事務について、監査委員、包括外部監査人、個別外部監査人による監査を受け

ることとなります。 

 

１６ 県と指定管理者のリスク分担 

県と指定管理者の業務区分は別表１、また、県と指定管理者のリスク分担は別表２のとおりと

します。 

ただし、いずれにも定めのない業務やリスクが生じた場合又は疑義が生じた場合は、県と指定

管理者が協議の上、業務区分及びリスク分担を決定するものとします。 

※「リスク」とは、協定締結の時点で想定できない事由によって損失が発生する可能性のこと

を指します。 

 

１７ 指定管理者の取消等 

（１）事業継続困難時の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合またはその恐れが生じた場合は、速やかに県に

報告しなければなりません。 

なお、指定管理者が共同企業体の場合で、その構成団体の一部が倒産等により事業の継続が困

難となった場合は、県と協議するものとします。 

（２）指定管理者に対する実地調査等 

県は、指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難になった場合、またはその恐れが生

じた場合には、指定管理者に対して管理の業務または経理の状況に関し報告を求め、実地につい

て調査し、または必要な指示をすることがあります。 



 

 - 18 - 

（３）指定管理者の取り消し等 

県は、下記のいずれかに該当する場合、地方自治法第 244条の２第 11項の規程に基づき、指

定管理者の指定を取り消し、または期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

場合があります。 

①指定管理者の倒産または指定管理者の財務状況が著しく悪化するなど、指定管理者による管

理運営を継続することができないと認められる場合。 

②社会的信用を損なうなど指定管理者として相応しくないと認められる場合。 

③指定期間中に応募資格要件等の条件を満たさなくなった場合。 

④指定管理業務の内容改善に関する県からの指示に対し、指定管理者が従わなかった場合。 

（４）損害賠償について 

前記(3)の措置により、指定管理者の指定を取り消され、または期間を定めて管理業務の全部

若しくは一部の停止を命じられたことにより、県に損害が生じた場合には、指定管理者は県に対

し賠償の責めを負うこととなります。 

（５）疑義の解決 

業務の遂行に際し、定めがないとき又は疑義が生じたときは、県及び指定管理者は誠意をもっ

て協議するものとします。 

 

１８ 業務の引継 

指定期間の終了又は指定の取消しにより、指定管理業務を引き継ぐ必要があるときは、指定管

理者は円滑な引き継ぎに協力しなければなりません。 

引き継ぎに当たって必要な経費は、新たな指定管理者の負担とします。 

 

１９ 問い合わせ先 

所 管： 沖縄県商工労働部ものづくり振興課（指定管理者公募担当） 

所 在： 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

電子メールアドレス： aa055301@pref.okinawa.lg.jp 

TEL： 098-866-2337 

FAX： 098-866-2447 
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別表１ 

 

県と指定管理者の業務区分 

 

 

業務の種類 業務内容 
区分 

県 指定管理者 

施設の 

維持管理 

植裁管理 樹木、草地、芝生、花壇等の維持・育成  ○ 

工作物管理 
園路、広場、休養施設、管理施設等の維持・小規模修

理 
 ○ 

清掃 塵芥、便所等の清掃  ○ 

点検巡視 植物、工作物の点検巡視  ○ 

整備・改善 建築物等の新築、増築、大規模修繕 ○  

施設の 

運営管理 

安全巡視 パトロール、救護等  ○ 

利用指導 施設案内、利用方法の指導、苦情対応、県民協働等   ○ 

利用増進 広報、催事の実施、利用促進  ○ 

災害時の対応 
待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置  ○ 

本格復旧 ○  

法的管理 許認可等 

行為許可、利用の禁止  ○ 

設置管理許可、占用許可 ○  

有料施設の利用許可、利用料徴収  ○ 
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別表２ 

 

県と指定管理者のリスク分担 

 

 

沖縄県と指定管理者の責任分担の考え方は、原則として次の表のとおりとします。 

詳細については、別途「基本協定書」により、締結します。 

事由 内容 
区分 

県 指定管理者 

法令等の変更 
本事業に直接関係する法令等の変更 

（別途協議を必要とします。） 
○ ○ 

事業の中止・延期 
沖縄県の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、自身、落盤、火災、騒乱、暴動

その他県又は指定管理者のいずれの攻めにも期すことの

できない自然災害又は人為災害）に伴う施設、設備の修

復による経費の増及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 

維持管理基準等、県が責任を持つ書類誤りによるもの ○  

事業計画書等、指定管理者が提案した書類等の内容の誤

りによるもの 
 ○ 

管理費上昇 
管理費の増大  ○ 

急激な物価上昇 ○  

施設、機器の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

指定管理者の責めに帰すべき事由によらない場合（小規

模なもので、50万円未満の修繕費） 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

要求水準の未達 協定により定めた要求水準に不適合  ○ 

施設の利用不能等による利用

料金収入の減少 

沖縄県の責めに帰すべき事由による場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

施設利用者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を

与えた場合（不適切な維持管理による利用者のけが等） 
 ○ 

上記以外の場合（別途協議を必要とします。） ○  

第三者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺住民等に損

害を与えた場合（不適切な管理運営により騒音・振動等

の苦情等） 

 ○ 

上記以外の場合（別途協議を必要とします。） ○  

事業終了時の費用 

 指定管理者の期間が終了した場合、又は指定管理者が

指定期間途中において業務を廃止した場合における事業

者の撤収費用、引き継ぎに要する費用 

 ○ 

注１ ○がリスク分担者である。 
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別表３ 

 

審査表 

 

 

 



№ 品名 品質形状 設置棟 総個数

1 両袖机 両袖机：イトーキCZX147BA 管理棟 10

2 片袖机 片袖机：イトーキCZX-127CA 管理棟 1

3 折りたたみ机 折りたたみテーブル　イトーキTNH-156KN 管理棟等 112

4 講演机 演台　イトーキLCG-301 管理棟 1

5 応接用テーブル センターテーブル　イトーキLSVT-1264MA 管理棟 2

6 その他机類 DTB配線テーブル　イトーキDTB242W 管理棟 4

7 その他机類 DTB配線テーブル　イトーキDTB-242-W-T2W6 管理棟 1

8 その他机類 多目的台　イトーキLCG303 管理棟 1

9 その他机類 プロジェクターワゴン　ライオンLPT-105N 管理棟 1

10 その他机類 テーブル　ライオンNo5071 研究棟等 13

11 肘なし回転椅子 椅子：イトーキKZ-430CG 管理棟 57

12 応接用椅子 コンシストチェア　イトーキLSV-5030DC-Y3 管理棟 4

13 その他椅子類 ベンチ：イトーキLRP-0705N 実証棟 4

14 その他椅子類 椅子　ライオンNo5000 研究棟等 52

15 作業台　 作業台　TTS-WT-150ADNB 実証棟 6

16 実験台 実験用作業台　W1500  D750  H800  SUS 研究棟 7

17 実験台 サイド実験台　SQA-3000 研究棟 2

18 実験台 サイド実験台　SQA-1800 研究棟 2

19 その他台類 ステージ　イトーキLCG-520 管理棟 1

20 戸棚・棚 スチール書架　ライオン619-67 管理棟 20

21 食器戸棚 食器棚：イトーキHAK-0918HS 管理棟 1

22 事務用整理箱 シンキャビ(引き出し型)　イトーキHM-109-AAS 管理棟 4

23 ロッカー ロッカー　コクヨPLK230F11 管理棟 12

24 掲示板 インフォメーションボード　ライオンGP-43N 管理棟 4

25 その他黒板類 電子黒板：プラスM-10SI 管理棟 1

26 その他黒板類 ホワイトボード　　イトーキBBC-1809WS 管理棟 3

27 印刷機 キャノンMF5750 管理棟 1

28 ソフトウェア 培養プロセス制御ソフト　FermExpert 実証棟 1

29 ソフトウェア ChemBioDrawUltra11 SCSPCBD05-0103C委託費 管理棟 2

30 煙草セット スモーキングスタンド　イトーキLRP-24S 管理棟 6

31 煙草セット スモーキングスタンド　YS-79-WN 管理棟 2

32 その他調度品類 アコーディオンスクリーン　コクヨSN-A55KW 研究棟 6

33 ながし 流し台　TTS-LSL-120 実証棟 5

34 ながし 流し台　TTS-LSL-90 実証棟 1

35 天びん 電子天秤　GX-2000 実証棟 2

36 クランプメーター 2413F 管理棟 1

37 その他測定器 水分活性測定装置　ノバシ-ナ社製LabSwift-aw B 実証棟 1

38 その他試験機器類 充填包装機　S-10 実証棟 1

39 その他試験機器類 打錠試験機　FY-SS7-S 実証棟 1

40 その他試験機器類 液体充填機　ナオミ社製RD-703 実証棟 1

41 その他試験機器類 X線異物検出機　アンリツ産機システム社製KD7405AW 実証棟 1

■別表４：備　品　一　覧　表
掲載備品の一部について、令和４年度中に廃棄等を予定しているため、個数

等に変更が生じる見込みです。備品を調達する際は、県へご確認ください
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№ 品名 品質形状 設置棟 総個数

■別表４：備　品　一　覧　表
掲載備品の一部について、令和４年度中に廃棄等を予定しているため、個数

等に変更が生じる見込みです。備品を調達する際は、県へご確認ください

42 その他試験機器類 データロガー　TMI-ORION社製PicoVACQ1 実証棟 1

43 その他試験機器類 電解水精製装置　ホシザキ社製ROX-20TB2 実証棟 1

44 その他試験機器類 急速冷凍装置　菱豊フリーズシステム株式会社製PF-1 実証棟 1

45 その他試験機器類 乳化分散機　プライミクス社製アジホモミクサー2M-2 実証棟 1

46 その他試験機器類 回転ドラム乾燥機　カツラギ業製D-0303型 実証棟 1

47 その他試験機器類 粉体殺菌装置　オーカワラ製作所製KPU-10T-EPH 実証棟 1

48 その他試験機器類 粉末自動充填機　三光機械株式会社製MC101α型 実証棟 1

49 その他試験機器類 超高温液体加熱処理装置　フロンティアエンジニアリング製TP-50 実証棟 1

50 分光光度計 可視・紫外分光光度計　Ubest V-570 研究棟 1

51 分光光度計 蛍光分光光度計　FP-6500DS 研究棟 1

52 分光光度計 超微量分光光度計　サーモフィッシャーサイエンティフィック社 研究棟 1

53 分光光度計 FT-赤外分光光度計　日本分光社製FT-IR4600 研究棟 1

54 蛍光光度計 蛍光マイクロプレートリーダー　テカン社製インフィニットM200PRO 研究棟 1

55 蛍光光度計 蛍光イメージスキャナー　バイオラッド社製ChemiDocTou 研究棟 1

56 質量分析装置 飛行時間型タンデム質量分析装置　4700ProteomicsDiscov 研究棟 1

57 質量分析装置 液体クロマト四重極質量分析装置　API4000 LC/MS/MSシステム 研究棟 1

58 質量分析装置 三連四重極型液体クロマトグラフタンデム質 研究棟 1

59 質量分析装置 GC-質量分析装置　島津製作所製GCMS-QP2010Ult 研究棟 1

60 アミノ酸分析装置 島津製作所NexeraX2 研究棟 1

61 磁気共鳴吸収装置 核磁気共鳴装置　日本電子製JNM-ECZ600R/S3 研究棟 1

62 クロマト装置 高速液体クロマトグラフ　Agilent1100 研究棟 2

63 クロマト装置 光散乱検出高速液体クロマトグラフ　ELSDシステム 研究棟 2

64 クロマト装置 高速液体クロマトグラフ分取システム　島津製作所製Prominrnce 研究棟 1

65 クロマト装置 超高速液体クロマトグラフ　島津製作所製NexeraUCオンラインS 研究棟 1

66 純水製造装置 大型純水製造装置　ROB-0750-OTO 実証棟 1

67 純水製造装置 純水・超純水製造装置　メルク社製Milli-Qreferenc 研究棟 2

68 電気泳動装置 パワーパック、ミニプロティアンセル 研究棟 1

69 電気泳動装置 キャピラリー電気泳動装置　アジレント社製Agilent7100 研究棟 1

70 その他分析機器類 自動細胞解析装置  FAcscaliburHG 研究棟 1

71 その他分析機器類 DNAシーケンサー　ABIPRISM3100-21 研究棟 1

72 その他分析機器類 バイオアナライザー　Agilent2100 研究棟 1

73 その他分析機器類 レオメーター山電社製RE2-33005C(XZ) 研究棟 1

74 その他分析機器類 リアルタイムPCRシステム　ロシュ・ダイアグノスティックス社製Lig 研究棟 1

75 その他分析機器類 試験研究用凍結乾燥機　東京理科器械製FDU-1110型 研究棟 2

76 アンプ レクチャーアンプ　ライオンPA-L301A/T 管理棟 1

77 アンプ ワイヤレスアンプ　ライオンPE-W91 管理棟 1

78 テレビ テレビ　シャープLC20B3S 管理棟 1

79 ビデオテープレコーダー DVD一体型ビデオ　パナソニックNV-VP50S 管理棟 1

80 マイク マイク　ライオンWM-P760 管理棟 3

81 マイク マイク　ライオンWM-P860 管理棟 1

82 マイク マイク　ライオンWT-C62 管理棟 1
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№ 品名 品質形状 設置棟 総個数

■別表４：備　品　一　覧　表
掲載備品の一部について、令和４年度中に廃棄等を予定しているため、個数

等に変更が生じる見込みです。備品を調達する際は、県へご確認ください

83 電話交換機 保安器内蔵　工事請負費 管理棟 1

84 電話機 一般用電話機12ボタン　工事請負費 管理棟 13

85 電話機 多機能電話24ボタン　工事請負費 管理棟 47

86 投影機 ビジネスプロジェクター　(エプソンEB-1776W) 管理棟 1

87 スクリーン スクリーン　VL-S80E 管理棟 1

88 顕微鏡 蛍光顕微鏡　キーエンス社製BZ-X700 研究棟 1

89 顕微鏡 走査型電子顕微鏡　日立製Miniscope  TM3030P 研究棟 1

90 その他光学器具類 円二色性分散計　J-820 研究棟 1

91 その他光学器具類 旋光計　DIP-1030 研究棟 1

92 製麺機 ドラム式製麹装置　処理能力200KG/回 実証棟 1

93 遠心分離器 ディスク型遠心分離機　LAPX404 実証棟 1

94 遠心分離器 遠心分離機　日立工機株式会社製CR21N 研究棟 2

95 加熱機 オートクレーブ　SX-500 研究棟 1

96 粉砕機 粗粉砕機　MKCM-5 実証棟 1

97 粉砕機 微粒粉砕機　MKCA10-15J 実証棟 1

98 粉砕機 ロッキングミックスローター　委託料 研究棟 1

99 粉砕機 粉砕機　日本プランテック社製MP10-550型 実証棟 1

100 化学装置用乾燥機器 送風定温乾燥機　WFO-1001SD 実証棟 1

101 その他化学機器類 殺菌装置　TOCI 600/1000 実証棟 1

102 その他化学機器類 培養タンク　1000L 実証棟 1

103 その他化学機器類 ジャーファーメンター　MSJ-U2型90L 実証棟 1

104 その他化学機器類 クリーンベンチ　CCV-1300E 研究棟 2

105 その他化学機器類 凍結保存容器XT20　委託料 研究棟 1

106 その他化学機器類 乾燥滅菌器　NDS-500　委託料 研究棟 1

107 冷水機 冷却水循環装置　CA-1112 実証棟 1

108 フリーザー MDF-236 実証棟 1

109 製氷機・製氷装置 製氷器　MF-120F-50 研究棟 2

110 ポンプ ツルミLB-250 研究棟 1

111 乾燥装置 実証用凍結乾燥機　REL-100L 実証棟 1

112 乾燥装置 小型凍結乾燥機　(RLEⅡ-103) 実証棟 1

113 乾燥装置 試験研究用凍結乾燥機　FDU-1100 研究棟 2

114 乾燥装置 低温乾燥機　八尋産業社製BCD-2000U型 実証棟 1

115 脚立 ハセガワXAM-360 管理棟 1

116 培養器 ジャーファーメンター　丸菱バイオエンジ製MPF-U 600L 実証棟 1

117 その他 掃除機NT-361 実証棟 2

118 その他 椅子専用台車　イトーキLCE354 管理棟 1

セット備品内訳

119 その他試験機器類 打錠試験機　　ＦＹ－ＳＳ７－Ｓ 実証棟 1

120 その他試験機器類 ニ－ダ－　　ＦＹ－ＮＳ－５ 実証棟 1

121 その他試験機器類 顆粒機　　ＦＹ－ＫＳ－２ 実証棟 1
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