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平成 28年度第２回 

神奈川県地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所評価委員会 

議事録 

 

議題１ 中期目標の素案について 

産業労働局から資料１、２、３を説明した。 

 

○田中委員長 

資料２の中期目標について、議会の議決に向けたスケジュールはどのように想定

しているのか。 

○産業労働局 

本日のご議論を踏まえ、次回９月の議会に素案を報告する。その後、８月に実施

するパブリックコメントの意見等も踏まえ、12 月の議会に議案を提案することを考

えている。 

○橋本委員 

素案には５年間の最終的な目標が書かれているが、５年間の期間中にどのような

経緯やステップを経て目標を達成しようとしているのか。 

○産業労働局 

知事が指示をする中期目標をもとに、法人がその内容をブレイクダウンして中期

計画、年度計画を定めることになるが、法人の設立時に５年間を見通すことはなか

なか難しい。中期計画期間の道程については、改めて議論していく必要がある。 

○橋本委員 

それぞれ特色が異なる二つの組織を一つにするということで、これまで以上の効

果や新しい可能性を期待しているが、素案中にどのように織り込まれているのか分

かりにくい。 

○産業労働局 

産技センターの強みは中小企業に対する技術支援とネットワーク、ＫＡＳＴの強

みは研究開発、大学等と、あるいは研究機関との連携にある。事業化分野に強い組

織と研究開発分野に強い組織を統合することで、前文の５段目にあるように両組織

を融合したイノベーション創出支援機関として基礎研究から事業化まで一貫して行

うことができ、これが大きな要素になると考えている。 

また、研究開発では、研究開発を出発点として事業化に結びつける川上のプロジ

ェクト研究と中小企業の開発ニーズを大学のシーズに橋渡しする事業化促進研究が

融合した一貫支援が期待できる。 

さらに、それぞれの得意分野とネットワークが一つになることによって、情報共

有が促進、強化され、より連携が進み、企業支援ネットワークの中心的機関として
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ハブ機能を発揮することができるのではないかと考えている。 

このほか統合による人材育成の促進等、さまざまな分野における効果の発揮も期

待したい。 

○ＫＡＳＴ 

二つの組織が一つになる以上、１＋１＝２を上回る効果を生み出す責務があると

認識している。そのためには、中期計画における具体化が最大のポイントである。 

中小企業への事業化の展開はＫＡＳＴの弱点だったが、同じ組織になり一貫支援

ができるようになる点は大きな成果を生むものと期待している。 

中小企業のニーズと大学のシーズを結びつける橋渡し研究については、産技セン

ターが中小企業のニーズを把握しており、我々は県内を中心に首都圏の大学の状況

を日常的に調査している。お互いの持つネットワークを合わせれば、より良い組み

合わせができるのではないかと期待している。 

この統合が成功するよう、一生懸命努めたい。 

○産技センター 

橋渡し研究については、我々が把握している中小企業のニーズと、ＫＡＳＴが持

っている大学のシーズをうまくマッチングさせて、短期間で事業化まで持っていく

ことができるであろうという点が大きな特徴になると思う。 

ネットワークという点は、我々には経産省系のネットワークがあり、ＫＡＳＴに

は文科省系や大学とのネットワークがある。双方の持つネットワークを拡大して企

業支援に役立てることができる。職員がその点をうまく意識して、それぞれ自分の

役割を自覚した上で進めていけば、これまでとは違った新しい取組ができ、企業支

援をより厚くすることができると考えている。 

○國分委員 

国立大学が独立行政法人化された時に、この組織はこのような方向を目指すとい

うような大学憲章を作成したが、産技総研にも憲章のようなものがあった方がよい

のではないか。 

また、革新的な技術を開発した後、世の中に実装するときの標準化、レギュレー

ションについては一つの機関ではなかなかできないことだと思う。しかし、新組織

がイノベーションに深く関わって成果を上げるという目標を達成するためには、幅

広く情報を集めて連携する、あるいは標準化に関する機関と連携するといった連携

の取組が非常に重要になってくると思う。 

○産業労働局 

基本的な理念については、それぞれの組織の職員が考えたうえで、両組織が一緒

の場で議論するというプロセスが大切である。前回の評価委員会でもご指摘をいた

だいたので、現在、検討を進めている。 

連携については、統合による機能強化はもちろんだが、それぞれの機関の持つネ
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ットワークを融合させるということも大切である。コーディネート機能も向上させ

ながら取り組んでいきたい。 

○堀委員 

質問でもあり、お願いでもあるが、機能が総花的に並んでいるという印象を受け

る。５年間でここまで達成するという目標ではあるが、機能の中には、すでにある

機能、まだない機能、あるけれども不足している機能が混在しているはずである。 

全ての機能を同等の重みで進めていくことは不可能なので、目標の作成に当たっ

ては、優先順位をつけるべきだと思う。 

優先度の視点として、公的機関としてどのような機能を発揮すれば中小企業に有

益かという視点から、現状で十分な機能、達成されている機能と足りない機能、そ

れから、これから作っていく機能というレベルと、項目の優先順位を確認した上で、

重点的な計画と工程表を作成してはどうか。 

○産業労働局 

中期目標は知事から指示するという性格であることや法定の項目に沿って記載す

る必要がある以上、どうしても総花的にせざるを得ない制約がある。体系化するに

当たって五つの柱を立て、「新たな研究を行う」などできるだけ記述を工夫したが、

確かにご指摘のとおり、新規、拡充、継続の別が分かりにくい面はある。 

○田中委員長 

五つの柱のうち大きな三つの柱が基礎となっていて、その三つの柱を人材育成や

連携交流が取り巻いているイメージだと思うが、毎日忙しい県内企業の方が、パッ

と見たときに目を引くことができるかというと、少し心もとない印象を受ける。 

中期目標の本文はこれでよいと思うが、対外的に分かりやすい資料の作成も必要

だと思う。 

○朝日委員 

堀委員と同様に総花的な印象を受けた。競争相手が誰なのかということと、それ

に対して産技総研の強みは何かいうことが明確になっていたほうがよいと思う。 

職員の方々がビジョンの作成に取り組んでいることは素晴らしい。ビジョンとい

うものは誰かから与えられるものではなく、自分たちで作ることによって、自分た

ちのものになる。そのような意味で素晴らしい取組である。 

○産業労働局 

何が強みなのかということは大切な視点である。一つの試験研究機関がそのまま

独法になるわけではなく、二つの組織の良いところを一つにして、一貫支援等に幅

広く取り組むこととしている。こうした点を強調していくことになると考えている。 

競争相手という視点は今まで無かった。広域連携により手を結ぶことを記載させ

ていただいたが、競争なのか、協調なのか、改めて整理したい。 
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○田中委員長 

産技総研になじむかどうかは別にして、企業戦略立案における強み、弱み、機会、

脅威というＳＷＯＴ分析の視点を参考に、新組織の強み、少し心もとない部分、活

かせるチャンス、競合他社や競合組織の存在といった視点で見ておくと、新組織と

して補強すべき部分、押し出せる部分のメリハリがつくと思う。 

○遠藤委員 

全ての項目が並列で記載されているので、重要なポイントが分かりづらい。 

研究開発のうちプロジェクト研究について、どのような視点でプロジェクトを選

定するのか定かでなかった。 

また、組織の運営に当たっては、財務内容の改善や財務面の健全性が必要である。 

事業収入の確保の視点からは、研究はなかなか収益に結びつかない分野だと思う

が同時に事業収入の確保も目指していく。この点を運営に盛り込んでいくことは少

し難しい課題との印象を受けた。 

競争的資金の獲得を目指すことは分かるが、事業収入として見たときに、例えば、

特許使用料収入でまかなうのか、基礎研究はしたけれども使えない技術になってし

まっては、県が設立した独法の使命として疑問符が付いてしまう。 

○ＫＡＳＴ 

プロジェクト研究は、現在ＫＡＳＴが主に行っている研究である。 

基本的には社会に役に立つ研究をしなければいけない。それからもう一つは、県

の政策と連動する研究をする必要があるということ。基礎研究と記載してあるが、

純粋な意味での基礎研究ではなく、この研究が成功した暁には、産業界や県民の皆

さんに効果があるという目的を明確にした目的基礎研究の視点から選定している。 

現在は３段階方式で、まず戦略的研究シーズ育成事業として目的基礎研究のレベ

ルからスタートする。ここで良い成果が出て、応用研究レベルに入ってよいものを

選んで有望シーズ展開プロジェクトという応用研究フェーズに入る。そこで実用化

に向けてさらに取り組むべき研究を実用化実証事業という形で行っており、これが

基本的な流れである。 

選定時には、身内だけでは視野が狭くなってしまうので、外部の有識者に加わっ

ていただく。特に戦略的研究シーズ育成事業については、外部の専門家にも加わっ

て論議していただき、議論を踏まえた答申をいただいた上で県と相談してテーマ化

している。自分勝手に選定するわけではなく、県の政策との連動性であるとか、こ

の成果が出たら産業界に貢献でき県民の皆さんに役に立つというような判断をいた

だいて選定している。 

研究の特性上、全てがうまくいくわけではない一方で、ＫＡＳＴ在籍中に優れた

成果を収め、その後に国の大規模プロジェクトのリーダーを務めたような研究者も

おり、社会の役に立つ研究成果を世の中に提供してきたという自負はある。 
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また、成果の指標として特許が挙げられることが多いが、非常によく売れて収入

に結びつくホームラン特許が取れるのはごく一部であり、特許で経営が成り立って

いる企業はほとんどない。 

収益の部分で、最も大きい要素は産技センターの依頼試験、受託研究で、二つ併

せると３億円弱である。また、ＫＡＳＴは、高度計測センターで依頼試験を受けて

おり、収益が約１億円あるので、合計して４億円程度の事業収入がある。そういっ

た収益を今後も活用していくことになる。 

競争的資金も一定程度確保しており、例えばＫＡＳＴでは、昨年度は６億６千万

円程度の外部資金を確保している。自主事業収入と競争的資金の確保に努めつつ、

財務的な安定性をいかに確保していくかが重要なポイントだと認識している。 

一方で、高すぎる目標値を設定すると職員のモチベーションを損なうおそれがあ

るので、適切な水準を産技センター及び県と相談しながら、中期計画の目標値を設

定したい。金額の目標値は内部目標としてはよいかもしれないが、容易には設定し

づらく、抵抗も予想されるため、今後、論議させていただきたい。 

○田中委員長 

先ほど説明のあった基礎研究は、どうしても研究期間が長くなり、どのような成

果に結びついたかという効果測定が難しいが、どのように進捗管理しているのか。 

○ＫＡＳＴ 

目的基礎研究レベルの戦略的研究シーズ育成事業は、基本的に２年で判断するこ

ととしており、可能性がありそうな案件は有望シーズ展開プロジェクトへ移行する

が、とても判断に迷う場合もある。 

打ち切りとすべきか、継続したほうがいいのか、判断が難しい案件については、

もう少しターゲットを絞り込んだ上で、更に発展的なターゲットに変えて再提案し

てもらい、評価委員からもう１回継続して構わないとの判断が得られた場合に、さ

らに２年間研究を継続している。 

応用研究のうち、有望シーズ展開プロジェクトの研究期間は基本的に４年間とし

ている。実用化実証事業は２年ごとに見直しを行っており、１回でなかなか実用化

まで至らずにもう２年、計４年というケースが多く、最も長いケースで合計 10 年と

いうケースがあるが、そこまで継続するテーマはかなり限られているのが実情であ

る。 

○田中委員長 

橋渡しを効果的に行うため、大学等の研究シーズと中小企業等の開発ニーズの双

方向から研究開発を行うことについて、方向性としてはそのとおりだと思うが、ど

のように開発し、拡大させていくかということが非常に大切ではないか。 

このあたりの具体論については、中期計画に記載することになると思うが、大学

との距離を縮めたり、あるいは、中小企業には産技総研の専門家が足繁く通ってい
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くような、前垂れ商法的な姿勢を持ったりするようになると、信頼関係が築かれて、

顧客のニーズが自然と把握できるようになるのではないか。そういった距離の縮め

方を工夫していっていただきたい。 

次に、効果的・効率的な人事制度の運用について、職員の人材育成研修にも力を

入れていただきたい。 

ぜひこのような機会に、外部機関との人事交流、たとえば経済産業省や文部科学

省、ＮＥＤＯといった機関との人事交流を進めていくことによって、先方との人的

ネットワークができたり、また、研究計画の進捗状況を共有できたりすることにつ

ながるのではないか。 

それでは、このあたりで議題１の審議を終了し、今の議論を踏まえて、中期目標

の検討を進めていただきたい。 

 

 

議題２ 中期計画の骨格について 

産業労働局から資料４、５を説明した。 

 

○國分委員 

事業化促進研究に関する計画として、「産技総研が有する大学等の研究成果や技

術等を活用し」とあるが、「産技総研が有する」という文言がどこにかかるのかわ

かりづらい。産技総研が有するのは、大学なのか、それとも研究成果なのか。 

大学等とのネットワークを産技総研が有していて、大学等が挙げた研究成果や技

術等を活用するという意味なのか。 

○産業労働局 

共同研究を実施するにあたり、産技センターとＫＡＳＴが持っている研究成果だ

けではなく、大学における研究成果に関する情報等も活用しながら共同研究に活か

していこうという趣旨だが、わかりやすい文章に工夫させていただきたい。 

○國分委員 

文章に関してもう一点指摘したい。拠点と機能に関する中期計画について、「川

崎市川崎区の川崎生命科学・環境研究センターでは、他の拠点では実施困難な研究

開発機能を担う」と記載されているが、他の拠点では実施困難な機能は全部ここに

集約するように読めるが、実際には他の拠点では実施困難な機能のうち、ライフサ

イエンス関係が集約されるという趣旨ではないか。 

○産業労働局 

 委員の指摘のとおりなので、文章を見直したい。 

○堀委員 

社会的責任に関する中期計画の内容で、「遵守すべき規範の明確化、着実な実施
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のための体制整備に取り組む」との記載があるが、コンプライアンスや情報セキュ

リティは組織が設立されるときにすでに整備されている必要があり、中期計画にお

いてゼロから体制整備に取り組む性格のものではない。 

書き方の問題だとは思うが、設立の際に最低限の機能は確保した上で、今後の５

年間で改善を進めていくというような内容にすべきではないか。 

続いて、試験計測について、試験計測は中小企業にとって非常にありがたい機能

だと思う。一方で、産技センターで全ての試験装置を賄うことはできないので、こ

この施設に行けばこのくらいの料金でこのような試験ができるという情報を適宜集

めていただき、ユーザーに試験に関する情報をワンストップで提供できる機能があ

ると望ましいのではないか。可能であれば、中期計画に追加していただきたい。 

○田中委員長 

後半の話はぜひ、何らかの形で、表記も含めて具体化していただきたい。 

○朝日委員 

デジタルものづくり支援について、ＩｏＴのフォーラムを開催するとか、製品の

運用を推進するといった非常に重要な要素が入っているが、こういったＩｏＴ関係

の専門性を産技総研としてどのように確保していくのかということが重要ではない

か。 

データサイエンス的な視点や、ＩｏＴ、あるいはＡＩといった、動きの大きい技

術分野の専門性の確保が課題になると思うが、中期計画の５年間のうちに技術は著

しく変化するだろう。ハードのものづくりから、ソフトを含めたものづくりに変わ

ってきていることを考えると、産技総研の強みであるコーディネート機能について、

今後はハード的な専門性だけではなく、ハードとソフト両方の専門性を持った人材

が目利きとしてコーディネートすることが期待される。ハードのものづくりの強さ

に加えて、ソフトに対応できる人材が必要になると思う。 

○産技センター 

委員ご指摘のとおり、産技センターではソフト系が弱い。それは我々も重々承知

しており、今回中期計画を検討する中で、ソフト系に強い人材、即戦力になる人材

を、５年の中期計画期間中の早い時期に確保し、この事業を確実に進めていきたい

と考えている。 

○橋本委員 

中期計画は、中期目標よりはブレイクダウンされた感じはあるが、相変わらず、

具体的に何を目指していくのか明確ではないと感じる。 

前回示された中期目標の骨格で、中心的に書かれていたのが中小企業の事業化支

援だと思う。事業化支援は研究開発の技術支援よりもはるかに難しいので、これを

目玉として取り組むにあたって、どのような方向を目指し、どのような仕組みを作

ろうとしているのか、それがまだ見えてこない。 
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例えば、産学連携や橋渡しといった機能では、研究機関と中小企業、大学と中小

企業の橋渡しが重点的に記載されているが、それは今までもある程度実施してきて

いることで、今やろうと思えばやれることである。 

そこから先、今研究していることが実際に事業化される局面をどう支援するかは

難しいところで、それを公設試験研究機関、あるいは現在のＫＡＳＴのような機関

でどこまでフォローしていくことができるのか、少々疑問である。 

実際に中小企業が産学連携して研究を進めていく場合、経営者の立場としては、

研究成果がいつ売上につながるのかということが常に頭の中にある。 

売上がなかなか具体化しない状況で、人材と資金を投入して研究開発を続けるこ

とは、かなり資金力のある中小企業でないと難しい。 

例えば、すでにＫＡＳＴでも実施されているが、一つの視点として、研究シーズ

と中小企業の技術開発という橋渡しに加えて、「大企業と中小企業の橋渡し」とい

う視点がほしい。 

大企業が様々な開発をしていく過程で、大企業自身は持っていないが、専門性の

ある中小企業なら持っているような技術はある。そのような技術ニーズをできるだ

けオープンに引き出して、共に研究していける中小企業をマッチングさせるという

視点が入ってほしい。 

大企業と中小企業の橋渡しがなされた場合の良いところは、大企業のニーズが明

確になっている分、中小企業からすると買い手が見えていることになる。つまり、

買い手さえ満足してくれれば、売上につながるという安心感がある。 

事業化支援にあたり、そのようなマッチングをしてもらえれば、大企業における

買い手を先に見つけておいて、必要な技術を中小企業の中から見つけてマッチング

させていくことができる。これが中期計画のレベルで記載することが適当なのか分

からないが、事業化支援を一つの目玉にするのであれば、ぜひそのような視点を入

れてほしい。 

○産技センター 

これまで、神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会を県が組織し、その中で大企業と中小企業の

マッチングに取り組んできている。しかし、マッチングは簡単ではなく、成功率は

高くない。大企業がなかなかニーズを積極的に開示しないためだが、オープンイノ

ベーションの流れの中で、大企業にもマッチングの仕組みを使っていきたいという

意見がないわけではない。 

これまで産技センターは、神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会の事務局として参画してきて

おり、多少なりとも経験、ノウハウの蓄積があるので、橋本委員から意見のあった

視点を、中期計画の中に項目として盛り込めるよう検討を進めたい。 

○ＫＡＳＴ 

ＫＡＳＴでも、橋本委員から意見のあった視点からの支援を行っている。 



- 9 - 

 

大企業が持っているニーズを聞き、中小企業の方々にそれを伝えてマッチングさ

せるという企画を実施してきている。 

最も成功した事例として、三洋電機を買収したハイアールが、求める技術を開示

して商談会を行い、マッチングにつながった例が挙げられる。 

ただし、大企業の中には、自社のニーズを開示することは敵に塩を送るに等しい

という意識があるようで、開示する企業は非常に限定的である。何とか掘り起こそ

うと努力はしているが、苦労しているのが実情である。 

それと、産技センターと一緒になるメリットとして、中小企業が製品開発を行う

際の資金面の支援が挙げられる。これまでに顧客の満足度が高かった事業は、国の

研究開発助成の仕組み、例えばサポーティングインダストリーの助成が名高く、こ

れが経済産業省の中小企業支援の保守本流のような形で、今も継続している。 

この事業を産技センターだけで行おうとしても、今までの公設試験研究機関は管

理法人になれない。中小企業は自ら管理法人役を担えるが、力がある中小企業でも

体制的に難しいため他の機関に管理法人を頼むことになる。ＫＡＳＴでも担えるの

だが、自分たちの事業で精一杯で中小企業までは手が回らなかった。 

地方独立行政法人化すると、法人が自ら管理法人になれるので、特に経済産業省

系の中小企業の研究開発助成を積極的に獲得していくという姿勢を示すことができ

る。プレッシャーにはなるが、成功すれば統合したメリットの一つとしてアピール

できる部分になると思う。 

○橋本委員 

技術ニーズの引き出しが難しいことは承知しているが、その難題にぜひ力を発揮

して欲しい。新しく設立する産技総研がそれだけの力を持っていること、新たな能

力を持った機関であることを示すことができれば大きな売りになる。 

また、大企業が技術ニーズの開示を躊躇することは分かるが、一方で中小企業に

とっても自社の技術を開示していくことがリスクであることは変わりがない。 

中小企業は、散々試作させられ、一生懸命要求にキャッチアップしようとして頑

張り、何とかものになったと思ったら量産化は大企業に引き揚げられてしまうこと

がある。これは中小企業が最も恐れるリスクだが、両者の間に産技総研が監視的な

立場で介入することにより、橋渡しを行うと同時に、両者の情報の機密性を確保し

ながらコーディネートをしていくような機能があれば、イノベーティブな、新しい

産技総研と評価されるようになるのではないか。 

○産技センター 

ＴＡＭＡ協会がそういった仕組みを確立しており、我々も日頃から情報交換して

いる。大企業と中小企業のマッチングについて非常に参考になる取組であり、この

ような事例を参考にしながら、橋本委員の意見に応えられるよう努力していきたい。 
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○橋本委員 

中小企業では５年は待てない。待てるのは３年である。目の前に大企業という買

い手がいて、大企業が欲している技術であれば、短期間で売上につながるため意欲

が違ってくる。大企業と中小企業のマッチングという視点での事業化支援を検討し

て欲しい。 

○田中委員長 

市場ニーズの把握は、確かに容易ではないかもしれない。しかし、そのニーズに

どこまで肉薄できるかということは、日頃の付き合いを通じて、連携していくこと

にかかっているのではないか。秘策は無いので、日頃から足繁く通うほかないと思

う。 

公益財団法人神奈川産業振興センターでは、取引あっせんや海外商談会など、川

下の分野でマッチングする取組を行っているが、今後は川上の開発部分でのやりと

りがあってよいと思う。 

○遠藤委員 

事業収入の確保について、今ある設備を貸して収入を得ていく上で、老朽化した

設備を更新する必要がある。そうした場合、設備更新のための資金手当も必要とな

るが、貸しているだけでは収入としては厳しくなってくるのではないか。 

ロイヤリティは収入に結びつかないという説明が先ほどあったが、もう少し収入

に結びつくような努力をした方がよいのではないか。 

○産業労働局 

産技総研は、必ずしも独立採算を前提としていない。 

地方独立行政法人法上、設立団体である県が運営に必要な資金の一部を運営費交

付金という形で交付することが予定されている。運営のベースとなる部分について、

県がどの範囲まで運営費交付金で措置するかということについては、今後議論を詰

めていかなければならない。 

また、地方独立行政法人になると、必ずしも運営費交付金だけではなく、依頼試

験や受託研究に関する収入を伸ばしていくことができれば、県として法人の努力を

認定し、法人の余剰金として積み立てていくこともできる。 

○田中委員長 

先ほど遠藤委員から設備について言及があった。中期計画においても、土地建物

の維持管理、有効活用、施設の計画的な改修と省エネ技術の導入と記載されている

が、施設の老朽化が進んでいるという印象を受けている。 

新組織への衣替えの際に、施設の大幅な改修作業が必要ではないかという気がす

る。 

その際、ただ単に器だけを改修するのではなく、一例ではあるが、空いたスペー

スに、ものづくり系のベンチャー企業に向けたインキュベーションルームを 10 から
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20程度作ってはいかがか。 

県では、神奈川起業家育成教育支援事業という優れた事業が進行している。この

事業は県内大学の学生に直接働きかけて、起業家マインドを育てるよう仕掛けるも

のだが、意欲ある学生が、そのようなインキュベーションルームを活用できるよう

になれば、シームレスな連携につながっていくと思う。 

ただ単に改修するだけでなく、併せて一歩踏み込んだ取組ができれば望ましい。

県の政策との連携という視点で、産技総研がその受け皿になれれば良い。 

○國分委員 

設備を更新する際に、地方独立行政法人の会計システムが単年度会計になってお

り、引当金を計上しづらい点が支障になってはいないか。 

10 年以上前の法人法改正以前には、学会の経理には事務職員の退職引当金のほか

に国際会議引当金や事務局棟建築引当金等が公認会計士による経理監査で認められ

ていたが、法人法改正以後は認められなくなってきて、かつ内部留保金を減らすよ

う要請もあって、内部留保金が減り続けて将来の存続が危ぶまれる学会もある。 

また、国立大学法人においても、法人化後の一定期間は目的積立金が認められて

いたが、近年はいくら努力しても目的積立が困難なほど運営費交付金が削減されて

おり、自助努力によるさまざまな改善の工夫が困難になってきている。 

会計上、引当金を計上できるか否かは、これからの設備計画を立てるにあたり重

要な要素となるが、地方独立行政法人法上、どのような仕組みになっているか。 

○産業労働局 

引当金が想定されるのは、退職金と設備機器の更新についてだが、引当金は計上

できるものと認識している。 

例えば一定の事業収入があって、努力認定をし、それを法人で活用できるという

ことになれば、一定年度繰り越してある時期に機器を更新できると考えている。 

ただ、例えば退職金の引当金となると、毎年度積立をし、貸方と借方に計上され

るので、実態が見えにくくなるという話を聞いたことがあるので、できるできない

の判断と、引当を行った場合にどのような影響があるのかということを確認したい。 

○政策局 

地方独立行政法人の会計基準では、引当金は計上できることになっている。 

ただ、県からの交付金で措置されるものは、引当金は計上できないことになって

おり、建物をどうするのかは法人の収支体系がどうなのか、改修できるのかできな

いのか、できないのであれば交付金で措置されなければいけないということになる

ので、交付金で措置される場合には引当金は計上できない仕組みになっている。 

○田中委員長 

今の点はかなり重要なポイントであり、確認をしてもらうと同時に、私見として

は、新しい組織に移行するときの持参金として、施設改修費を措置すべきではない
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か。今後、運営費交付金が増額されていくことは常識的には考えられず、厳しい査

定がなされるのだとしたら、県全体の優先順位はあろうかとは思うが、良いスター

トを切るためには、何かしらの持参金があってしかるべきではないか。 

今日も、委員から多くの意見があった。國分委員からは、標準化の話をいただい

た。中期計画にデファクトスタンダードという記載があったように、一企業が開発

した企業の製品基準、仕様、スペシフィケーションがローカルスタンダードとなり、

それが広まって事実上の業界標準、デファクトスタンダードとなり、さらにそれが

世界中に広まってグローバルスタンダードとなる過程において、何が一番大きな争

点になるかというと、どの企業のスタンダードが世界標準になるかであり、一企業

の手には負えない話になる。 

このような場面において、情報の収集、仕切りを新しい法人が担えることが重要

で、従来の特許を守るという意味での知財という狭い範囲の定義づけではなく、ル

ール形成という大きな枠組みにおける知財の活用・管理を考えていくことが必要な

のではないか。 

○産技センター 

国はトップスタンダードという制度を開始している。従来は一企業が作った製品

や技術を上部団体の協会が、同業他社等との調整をするうちに、時間が経過してし

まうことがあったが、現在は、大企業に限らず中小企業でも良い製品であれば国が

トップスタンダードとして短期間で世界標準を目指すという制度があるので、その

ような制度も活用しながら支援することができると考えている。 

○田中委員長 

ぜひ、新組織が旗振り役になると望ましい。 

本田宗一郎の言葉で、「技術は人の役に立つこと」という言葉がある。役の立ち

方には様々あると思うが、組織が培った技術が、人の役に立つという形で活かされ

ると、県内企業の底上げにつながると思う。 

それでは、本日はこのあたりで審議を終了し、今の議論を踏まえて、中期計画の

検討を進めていただきたい。 

 

 

議題３ その他 

  事務局より、次回に予定している議題（中期目標の案、中期計画の素案）につい

て報告した。 


