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Ⅰ 法人の概要 

 １ 名称 

 ２ 所在地 

 ３ 設立年月日 

 ４ 設立目的 

 ５ 資本金の状況 

 ６ 組織 

 ７ 業務 

 

Ⅱ 平成〇〇年度における実績報告 

 １ 法人の総括と課題 

 ２ 大項目ごとの特記事項 

  ２－１「住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上」に関する特記事項 

２－２「業務運営の改善及び効率化」に関する特記事項 

２－３「財務内容の改善」に関する特記事項 

  ２－４「その他業務運営に関する重要事項」に関する特記事項 

 ３ 小項目ごとの業務実績と自己評価 
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平成〇〇年度 業務実績報告書 

 小項目評価 

 

 

平成〇〇年〇月 

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 
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小項目１ 

 

中
期
目
標 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

産技総研は、産技ＣとＫＡＳＴの強みを融合し、「研究開発」、「技術支援」、「事業化支援」の３つの柱で事業を推進する。また、中小企業等の技術力の底上げなどを図る「人材育成」や、企業支援ネットワ
ークを構築し、様々な連携活動を行う「連携交流」に取り組むことにより、県内産業の発展及び県民生活の向上に貢献することを目指す。 
１ 新技術や新製品の開発を促進する研究開発 

基礎研究、応用研究、実用化研究の各段階に切れ目なく取り組み、大学等の研究シーズの育成から実用化まで見据えた「橋渡し」を行う研究を推進するとともに、中小企業等の開発ニーズを基に、大学等
の研究シーズとの「橋渡し」を行う研究を推進することなどにより、イノベーションの創出に貢献する。 
(1) プロジェクト研究 

大学等の有望な研究シーズを育成するプロジェクト研究を推進することにより、大学等の有望な研究シーズを企業等による新技術や新製品の開発に結び付ける。 
(2) 事業化促進研究 
中小企業等の開発ニーズと大学等の研究シーズをつなぐ新たな共同研究を行うことにより、中小企業等の開発ニーズの短期間での事業化を図る。 

(3) 経常研究 
技術相談等により把握した、産業界に共通する技術的課題の解決に寄与する経常研究を行うことにより、中小企業等の技術力の向上を図るとともに、研究開発を促進する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 神奈川県評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

第１ 住民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向上に関
する目標を達成するためとるべき
措置 

 
１ 新技術や新製品の開発を促進
する研究開発 

大学等の有望な研究シーズを企業
等への技術移転等につなげるプロ
ジェクト研究、中小企業等の開発

ニーズを基に研究テーマを設定
し、中小企業等・大学等・産技総研
が共同研究を実施する事業化促進

研究を行うことにより、大学等の
研究シーズと中小企業等の開発ニ
ーズの双方向から「橋渡し」を推進

する。また、産業界に共通する技術
的課題の解決に資する経常研究を
実施する。 
重点研究分野としては、「神奈川県
科学技術政策大綱」において、成長
産業と位置付けている「最先端医

療産業」、「未病産業」、「ロボット産
業」、「エネルギー産業」に取り組
む。 
また、研究成果については、学会発
表や論文掲載を通じて広く公表す
るとともに、権利保護を図るため、

特許出願を行う。 

第１ 住民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の向上
に関する目標を達成するためと
るべき措置 

 
１ 新技術や新製品の開発を促
進する研究開発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

実績に対する評価    
 

課題 

 

・取組の過程、成果の内容などを記
載する。 

・数値目標を定めている取組につい
ては、必ず実績数値を記載する。
記載にあたっては、過年度実績と
比較ができるように記載する。 

・数値目標を定めていない項目につ
いては、評価の参考となる具体的
な計画や取組、成果等を記載する。 

・過年度に「課題」欄に改善方策を
記載している場合はその実施状況
を記載する（実施が完了したこと
を過年度の実績報告書に記載した
ものを除く）。 

・業務実績に対して評価を行い、評価
理由とともにその内容を記載する。 

・評価にあたっては、数値目標を設定
しているものは目標の達成状況を
重視するものとし、設定していない
ものは、困難度や外部・内部要因等
を明らかにした上で、評価するもの
とする。 

 

・次年度以降に取組を実施していく
上での課題及び改善方策を記載す
る。 

 

ＳＡ 
ＢＣ 
Ｄを 
記載 
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【学会発表等件数】 
中期計画期間中 1,340 件 
【論文等掲載件数】 
中期計画期間中 460 件 
【特許出願件数】 
中期計画期間中 155 件 
【橋渡しに係る共同研究件数 
中期計画期間中 310 件 
 
(1) プロジェクト研究 
大学等の有望な研究シーズを育成

するプロジェクト研究を推進する
ため、３段階のステージゲート方
式により、長期間にわたる研究の

進捗管理を適切に行う。 
ア 戦略的研究シーズ育成事業
（第１段階） 
県の科学技術政策や産業振興政策
に沿った研究テーマを公募し、研
究シーズを育成する基礎研究を実

施する。 
 
 
 
 
イ 有望シーズ展開事業（第２段

階） 
前ステージの研究プロジェクトの
中から、成功の目途が得られたも

のについて、実用化に向けた応用
研究を実施する。 
 
 
ウ 実用化実証事業（第３段階） 
前ステージの研究プロジェクトの

中から、早期実用化の可能性の高
いものについて、企業等との共同
研究の実施、提案公募型の競争的

資金の活用等により、成果展開を
図る実用化研究を実施する。 
 
 
 
 
 
 
(2) 事業化促進研究 

中小企業等の開発ニーズと大学等

【学会発表等件数】 
平成 29 年度中 265 件 
【論文等掲載件数】  
平成 29 年度中 91 件 
【特許出願件数】  
平成 29 年度中 30 件 
【橋渡しに係る共同研究件数】 
平成 29 年度中 42 件 
 
(1) プロジェクト研究 
下記のプロジェクト研究を推進

する。また、次のステージへの移
行判断や進捗管理のため、外部委
員による課題評価を実施する。 
 
ア 戦略的研究シーズ育成事業 
・ 平成 29 年度戦略的研究シー

ズ育成事業として採択した研究
テーマについて、研究の立ち上
げ、共同研究先の発掘支援、研究

育成、知的財産権の確保等を行
う。 
・ 平成 30 年度戦略的研究シー

ズ育成事業に係る研究テーマに
ついて、公募・審査・採択を行う。 
イ 有望シーズ展開事業 
下記の研究テーマについて、実用
化に向けた応用研究を実施する。 
①力を感じる医療・福祉介護次世

代ロボット 
②革新的高信頼性セラミックス
創製 
③腸内細菌叢 
ウ 実用化実証事業 
下記の研究テーマについて、提案

公募型の競争的資金の活用等に
より成果展開を図る実用化研究
を実施する。 
①光触媒（材料、抗菌・抗ウイル
ス）  
②人工細胞膜システム 
③高効率燃料電池開発 
④食品機能性評価 
⑤革新的血小板創製技術の確立

と医療応用 
 
(2) 事業化促進研究 

・ 中小企業等の開発ニーズと
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の研究シーズをつなぐため、中小
企業等の開発ニーズに基づく技術

分野を設定し、製品化を目指す中
小企業等と、研究シーズを持つ大
学等を公募し、産技総研との３者

による共同研究を実施する。 
共同研究の実施に当たっては、産
技総研内に産学公による共同研究

を行う場を設け、産技総研が保有
する技術・ノウハウや施設・設備機
器を活用するとともに、中小企業

等による事業化を促進するため、
提案公募型の競争的資金の獲得を
目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 経常研究 
技術相談等により把握した、産業

界に共通する技術的課題の解決に
資する経常研究を行うため、中長
期的な視点で研究テーマを設定

し、チームを編成して取り組む。 
研究結果は、産技総研内に設置す
る審査会で評価を行うとともに、

必要に応じて外部有識者による評
価、助言を得る場を設け、その後の
研究活動に反映させる。 
なお、研究により蓄積された技術・
ノウハウは、技術支援に活用する。 

大学等の研究シーズのマッチン
グをコーディネートし、産技総研

との３者で製品化を目指す「橋渡
し研究」を実施する。 
・ コーディネーター等の配置

により、研究機関や大学等とのネ
ットワークを強化して、中小企業
等の技術的課題の解決に結び付

く研究シーズを広く収集する。 
・ 技術担当者がより積極的に
研究開発支援を行い、実現可能性

研究（FS）を推進し、必要に応じ
て提案公募型の競争的資金の獲
得、事業化までの一貫支援を行

う。 
・ 上記の目的のため、製品開発
室として使用した実験室を、共同

実験室として活用する。 
・ 橋渡し機能の強化を図るた
め、科学研究費補助金等による独

自性のある研究も推進する。 
(3) 経常研究 
・ 中小企業等への技術支援を

効果的に行うため、技術相談、試
験計測、技術開発等を踏まえ、職
員の技術資産の充実につながる

研究テーマを設定する。 
・ 年度当初に産技総研内で研
究テーマを募集し、審査会を実施

する。研究担当者は、年度中間に
は進捗の報告、年度末には結果の
報告を行う。 
・ 年度末には外部有識者によ
る研究課題評価を実施する。 
・ 研究成果は、試験計測等の業

務に積極的に活用するとともに、
ものづくり技術交流会（仮称）等
において成果の情報発信に努め

る。 
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小項目２ 

 

中
期
目
標 

２ 県内企業が直面する技術的課題を解決する技術支援 

製品開発に向けた応用研究や実用化研究の段階における技術的課題に対して、産技総研が保有する技術・ノウハウを駆使した最適な支援を提供することなどにより、迅速な解決を図る。 
 (1) 技術相談 
寄せられる相談に対して最適な提案を行うことにより、中小企業等の技術的課題の解決を図る。 

また、相談体制の充実に努めることにより、利便性の向上を図る。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 神奈川県評価 

自己 
点数 

評価 
点数 

コメント 

２ 県内企業が直面する技術的課題
を解決する技術支援 
中小企業等が抱える製品開発や、故
障解析等における技術的課題に対し
最適な解決方法を提案する技術相

談、高精度な試験データや設備機器
を提供する試験計測、中小企業等が
単独では解決できない技術的課題に

関し、技術・ノウハウを活用し、解決
に向けて支援する技術開発を実施す
る。 
また、有望評価技術のデファクトス
タンダード※１となる評価法を駆使
して、売れる製品づくりを支援する。 
※１ デファクトスタンダード 
公的な標準として認められたもので
はないが、市場の中で事実上の標準

とみなされるようになったもの。 
(1) 技術相談 
寄せられる相談に対して最適な解決

方法を提案するため、ワンストップ
の総合相談窓口の設置、全職員の担
当技術内容を容易に検索できるシス

テムの整備、外部機関や他の試験研
究機関との連携強化に取り組む。 
また、相談体制の充実のため、従来か

らの来所相談やメール相談に加え、
現地相談にも積極的に取り組む。 
さらに、利用者アンケートを実施し、

業務に反映させることにより、継続
的なサービスの質の向上に取り組む
とともに、関係団体等を通じて産技

総研の取組を周知することにより、
未利用企業の利用を促進する。 
【技術相談件数】中期計画期間中 

114,240 件 

２ 県内企業が直面する技術的
課題を解決する技術支援 
 
(1) 技術相談 
・ 総合相談窓口を本所に設置

し、中小企業等からの相談内容に
最適な担当者へ迅速かつ適切に
つなぐ。 
・ 全職員の担当技術内容等を
網羅した技術相談手引書（仮称）
を作成するとともに、産技総研内

のネットワーク上からも閲覧可
能とする。 
・ 相談内容、対応結果などを整

理し、職員間で情報共有を行う。 
・ 外部機関との連携により、幅
広い技術相談に対応可能な体制

を構築する。 
・ （公財）神奈川産業振興セン
ター等と連携した企業訪問によ

る技術相談に積極的に取り組む。 
・ 利用者アンケートを実施し、
中小企業等のニーズと課題を把

握し、継続的なサービスの質の向
上に取り組む。アンケート項目等
については適宜見直しを行う。 
【技術相談件数】平成 29 年度中 
21,759 件 

 
 
 
 
 
 

実績に対する評価    
 

課題 

 
 

ＳＡ 
ＢＣ 
Ｄを 
記載 

・取組の過程、成果の内容などを記
載する。 

・数値目標を定めている取組につい
ては、必ず実績数値を記載する。
記載にあたっては、過年度実績と
比較ができるように記載する。 

・数値目標を定めていない項目につ
いては、評価の参考となる具体的
な計画や取組、成果等を記載する。 

・過年度に「課題」欄に改善方策を
記載している場合はその実施状況
を記載する（実施が完了したこと
を過年度の実績報告書に記載した
ものを除く）。 

・次年度以降に取組を実施していく
上での課題及び改善方策を記載す
る。 

 

・業務実績に対して評価を行い、評価
理由とともにその内容を記載する。 

・評価にあたっては、数値目標を設定
しているものは目標の達成状況を
重視するものとし、設定していない
ものは、困難度や外部・内部要因等
を明らかにした上で、評価するもの
とする。 
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