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○地方独立行政法人の中期計画 記載項目比較表 
地方独立行政法人 

東京都立産業技術研究センター（第１期） 

地方独立行政法人 

大阪府立産業技術総合研究所（第１期） 

Ⅰ. 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

達成するためにとるべき措置 

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. 新製品・新技術開発や新規事業分野への展開のための事業化支援の推進  

(1) 製品化支援  

(2) 産学公連携等の推進  

(3) 助成、融資及び表彰等に関する評価支援  

(4) 知的財産権の取得及び活用の促進  

２. 試験・研究設備と専門的知識等を活用した技術協力の推進 

(1) 依頼試験  

(2) 技術相談  

(3) 業界団体等への技術協力  

３. 東京の産業の発展と成長を支える研究開発の計画的な実施 

(1) 基盤研究  

(2) 共同研究  

(3) 外部資金導入研究・調査  

(4) 研究評価制度  

４. 研究成果の普及と技術移転の推進  

(1) 技術セミナー、講習会及び研究発表会等の開催 

(2) 職員の派遣  

(3) 各種広報媒体を活用した情報提供  

(4) 展示会等への参加  

５. 情報セキュリティ管理と情報公開 

(1) 情報セキュリティの管理 

(2) 情報公開 

１ 「提案型」の企業支援と「つなぐ」取組の推進 

(1) 「提案型」の企業支援による支援の強化 

(2) 「つなぐ」取組の推進 

２ 技術支援機能の強化 

(1) 新たなサービスの実施 

(2) 既存サービスの充実 

(3) 企業の新技術・製品開発のニーズに応える設備機器の整備 

(4) 基盤技術や成長分野の技術者育成等 

(5) インキュベーション施設を活用した起業家・中小企業等への成長支援 

(6) 技術支援のフォローアップ 

３ 研究開発の推進 

(1) 戦略的テーマに関する研究開発 

(2) 研究開発成果の提案と技術移転 

４ 連携の促進 

(1) 行政機関、金融機関等との連携による多様な支援 

(2) 産学官連携の推進 

(3) 広域連携の着実な推進 

(4) 地域との連携と社会貢献 

Ⅱ. 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１. 組織体制及び運営  

(1) 機動性の高い組織体制の構築  

(2) 職員の能力開発  

(3) 職員の能力向上につながる業績評価及び任用・給与制度の導入  

(4) 企画調整機能の強化  

(5) 業務改善に係る利用企業調査結果の反映  

２. 業務運営の効率化と経費節減  

(1) 業務の適切な見直し  

(2) 情報化の推進  

(3) 業務運営全体での効率化  

(4) 資産の適正な管理運用 

(5) 剰余金の適切な活用 

１ 自主的、自律的な組織運営 

(1) 組織マネジメントの実行とＰＤＣＡサイクルの確立 

(2) 予算執行や人事制度の効果的な運用 

(3) 積極的な営業展開等を実現する組織体制 

２ 職場・職員の士気を高め、職員の能力を向上させる取組 

(1) 人事評価の人事・給与への反映 

(2) 職員へのインセンティブ 

(3) 職員の人材育成 

３ 業務の効率化 

‐ 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

‐ 

１ 事業収入の確保 

２ 外部資金の獲得 

３ 予算の効果的な執行等 

Ⅲ. 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

Ⅳ. 短期借入金の限度額 第５ 短期借入金の限度額 

Ⅴ. 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

Ⅵ. 剰余金の使途 第７ 剰余金の使途 

‐ 第８ その他業務運営に関する重要事項の目標を達成するためとるべき措置 

‐ 

１ 施設の有効活用等 

(1) 施設の計画的な整備・活用等 

(2) 設備機器の整備 

(3) 安全衛生管理等の徹底 

(4) 環境への配慮 

２ 法令遵守に向けた取組 

(1) コンプライアンスの徹底 

(2) 情報公開 

(3) 個人情報保護と情報セキュリティ 

(4) リスク管理 

Ⅶ. その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 第９ 大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成１７年大阪府規則第３０

号）第４条で定める事項 

１. 施設・設備の整備と活用  

２. 安全管理  

(1) 安全衛生管理体制の整備 

(2) 災害時に対する危機管理体制の整備 

３. 社会的責任  

(1) 環境への配慮  

(2) 法人倫理  

 

 

 

１ 施設及び設備に関する計画（平成２４年度～２７年度） 

２ 人事に関する計画（平成２４年度～２７年度） 

３ 中期目標の期間を超える債務負担 

４ 積立金の処分に関する計画 

資料５ 
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地方独立行政法人 

大阪市立工業研究所（第１期） 

地方独立行政法人 

京都市産業技術研究所（第１期） 

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

を達成するために取るべき事項 

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

を達成するためにとるべき措置 

１ 大阪産業の持続的発展のための研究開発の推進 

(1) 産業界の技術開発動向や企業ニーズの的確な把握 

(2) 独創的で先進的な研究開発の推進 

(3) プロジェクト研究の推進 

(4) 大学・研究機関、企業等との連携強化及び企業間連携の促進 

２ 独自開発の研究成果等の活用による技術支援サービスの強化 

(1) 技術相談サービスの充実 

(2) 依頼試験分析等の利便性の向上 

(3) 受託研究の高度化 

(4) 企業における技術者養成の充実 

３ 研究成果等の普及推進及び知的財産の活用 

(1) 研究成果等の広報 

(2) 特許の出願及び開発技術の積極的な活用 

１ 企業活動の技術支援 

(1) 技術相談 

(2) 試験・分析 

(3) 人材育成 

(4) 研究開発 

(5) 研究会活動 

２ 新産業創出支援 

(1) 知恵産業の推進 

(2) 伝統産業分野への支援 

(3) 新成長分野への支援 

３ 連携の推進 

(1) 地域連携の推進 

(2) 広域連携の推進 

４ 設備・機器の整備及び利用 

(1) 設備・機器の計画的な整備・更新 

(2) 保守点検 

(3) 設備・機器の利活用向上の推進 

(4) 外部資金の活用 

５ 情報発信・情報収集の強化 

(1) 中小企業等に対する情報発信・情報収集 

(2) 研究成果の発表 

(3) 市民に対する情報発信 

(4) 新技術・新製品の情報発信力の強化等 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 経営企画や業務調整の機能強化 

２ 柔軟な研究体制及び多様な雇用形態の導入 

３ 組織及び職員の能力向上に向けた取り組み 

(1) 適正な評価制度の確立及び研究員の意欲の喚起 

(2) 外部機関への研修派遣等による人材育成 

４ 管理業務の効率化及び情報化の推進 

(1) 民間への業務委託等による管理業務の効率化 

(2) 情報システムの導入による事務処理の迅速化 

１ 組織運営の改善 

(1) 組織・体制の強化拡大 

(2) 職員の確保・育成 

(3) 技術の継承 

２ 業務の評価・検証 

(1) 業務実績評価の実施 

(2) 評価・アンケート結果の反映 

(3) インセンティブ制度の導入 

‐ 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

‐ 

１ 経費の効果的・効率的な執行 

(1) 予算の弾力的かつ効果的な執行 

(2) 経費の節減 

２ 収入の確保 

(1) 自己収入の確保 

(2) 外部資金の有効活用 

３ サービス向上等に向けた剰余金の有効活用 

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画、資金計画 第５ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

第４ 短期借入金の限度額 第６ 短期借入金の限度額 

‐ 
第７ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込ま

れる財産がある場合には，当該財産の処分に関する計画 

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 第８ 第７に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し，又は担保に供しよう

とするときは，その計画 

第６ 剰余金の使途 第９ 剰余金の使途 

‐ 第４ その他業務運営に関する重要事項の目標を達成するためにとるべき措置 

‐ 

１ 法令遵守の徹底 

(1) 行動指針・行動基準の策定・遵守 

(2) 組織的な取組 

２ 情報セキュリティ管理と情報公開の徹底 

(1) 情報セキュリティ管理 

(2) 情報公開 

３ 環境・安全衛生マネジメントの徹底 

(1) 環境管理 

(2) 安全衛生管理 

(3) 安全対策 

４ 施設及び設備・機器の維持管理 

第７ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 第１０ その他市の規則で定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備の活用及び整備 

２ 安全衛生管理対策 

３ 環境に配慮した取り組みの推進 

４ 情報公開の推進及び個人情報の保護 

５ 法令等の順守 

１ 施設及び設備に関する計画 

２ 人事に関する計画 

３ 積立金の処分に関する計画 

‐ 第１１ 数値目標 

 


