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平成 28年度第３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 中期目標の案について 

 産業労働局から資料１～４を説明した。 

 

○國分委員 

一つめの意見は、中期目標の記載が行動計画、活動計画のようであるということであ

る。 

中期目標は、全般的に、何々をするため何々を行う、推進する、支援すると記載され

ているが、中期計画も何々の活動を行うと記載されているので、目標と計画との違いが

分かりにくくなっている。 

文章の流れを入れ替えれば、目標であることが分かりやすくなる文章が多いようであ

る。例えば、資料３の３ページの中央に「県内企業の技術力の底上げやイノベーション

の創出を担う人材育成を行うため、蓄積してきた技術・ノウハウや広範なネットワーク

を活用した効果的な研修等を実施する」とあるが、蓄積してきた技術・ノウハウや広範

なネットワークを活用した効果的な研修は、手段、活動である。順番を逆にして「蓄積

した技術・ノウハウや広範なネットワークを活用した効果的な研修を行い、県内企業の

技術力の底上げやイノベーションの創出を担う人材育成を目指す」とすれば、何を目指

しているかより明確になる。 

二つめは、神奈川県が中期目標を産技総研に指示し、産技総研は目標に応じた中期計

画を立案するという関係になっているが、両者は、単に目標を設定してその達成を指示

する者と指示される者という関係であってはならないのではないかということである。 

国立大学でも中期目標に対して大学が中期計画を立て、目標達成状況を所管省庁が評

価している。国立大学は複数あるためそのような仕組みで構わないが、産技総研は神奈

川県内で中小企業支援、産業振興、学術振興を一体的に行う数少ない機関なので、県が

中期目標をただ伝達し、達成状況を淡々と評価するだけではなく、県と産技総研が同じ

立場に立ち、県民に対して責任を持って改善を図っていくことが本来あるべき姿だと思

う。 

○田中委員長 

國分委員からの重要な指摘に対して、県の考えはどうか。 

○産業労働局 

まず、地方独立行政法人制度において、中期目標は法人の達成すべき目標であり、ま

た法人が中期計画を策定する際の指針として、設立団体が法人に指示するものと位置付

けられている。 
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一方、中期計画は、法人が目標を達成するための具体的な計画であり、法人は、必ず

実施される必要がある公共性の高い業務を実施する一方、目標を達成する手段について

は自主性、自立性が尊重されている。 

このような制度の趣旨を踏まえ、中期目標については、前文の最後の段落に「設立団

体である神奈川県は、中期目標を策定し、産技総研に対しこれを指示する。」と記載し、

設立団体から法人に指示するものであることを明示した上で、各項目については何々を

するため何々を行うという表現に統一した。 

中期計画については、中期目標に示した各項目について具体的にどのような内容にど

のような方法で取り組むのか示し、代表的な項目には数値目標を設定した。 

○田中委員長 

前文で「指示する」と記載することにより中期目標全体に係ることになるとのことだ

が、國分委員の指摘は、可能な限りそれが各項目で明確になるとよいという趣旨である。 

中期目標を目にする人が、前文から順を追って読むか分からないという点を考慮する

と、拾い読みしたときでも目標の内容が明確に分かる記載であることが望ましい。全て

の項目でなくとも、國分委員の発言の趣旨に沿って、例えば前後を入れ替えて記載する

ことにより、メリハリがついたり趣旨が明確になったりする箇所については修正を検討

していただきたい。 

他の委員から何か意見はあるか。 

○橋本委員 

中期目標の段階では、この程度が限界だろうと思う。このあと中期計画について審議

するが、現段階では、計画の記載は目標の記載と大差ないので、計画をいかに具体的に

表現するかということがより重要ではないか。 

○堀委員 

中期目標で注意すべきは、その内容が到達点としてのｔｏなのか、それとも向かう方

向としてのｆｏｒなのかということではないか。全てを到達点としてしまうと、その達

成が難しいものも見受けられる。 

例えば、人材育成については、育成ができたかどうかが大事なのか、それとも育成を

推進していくことが大事なのか。５年間の中期計画期間内で到達できそうな内容もあれ

ば、そうでないものもあると思うので、到達点を掲げることができる項目は目標を明確

に記載し、向かう方向とする項目はもう少し小さな単位にブレイクダウンするか、もし

くはその方向に向かっていく際の手段の達成状況を評価していくという整理にしてはど

うか。 

○田中委員長 

たしかに人材育成は、この期間内にここまで到達するということを明確に設定するの

は難しいと思う。他の委員はいかがか。 
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○朝日委員 

自分がイメージする目標と産技総研の中期目標に違和感があったので、國分委員の意

見を聴いて納得できる部分があった。 

また、前回指摘したＩｏＴについて、今回「デジタルものづくり支援」から「ＩｏＴ

技術導入支援」に変更されているが、ＩｏＴは流行り言葉になっているので、言葉を変

えるだけではなく、導入支援ができる実態を備えることが最も重要である。特に昨今の

技術変化は激しく、設備にしても一定のコストがかかると思うが、導入支援できる人材

の確保が喫緊の課題である。 

○田中委員長 

これまでの意見について、県の考えはどうか。 

○産業労働局 

國分委員からの指摘については、考慮する必要がある。中期目標策定にあたっての当

初からの作業方針は、分かりやすい内容とすることである。そのため、実施する内容を

掲げた後に目指す方向を示すのではなく、まず目指す方向を掲げ、その後に実施する具

体例を挙げる方が分かりやすいのではないかと考えた。 

ただ、資料５のように、中期目標と中期計画とを並べてみると、たしかに両者が同じ

ような表現になっている箇所がある。そうすると、國分委員の指摘のように、目標はま

ずは具体例を掲げた上で、その後に目指す方向を記載し、計画は目指す方向性を実現す

るためにこのようなことを具体的に行う、と記載した方が分かりやすい。 

目標の中身自体はこの内容でご理解いただくとして、追って記載の方法を調整させて

いただきたい。 

○田中委員長 

了解した。また、橋本委員からの指摘に関連して、中期目標に記載した内容に沿って、

具体の活動を中期計画に記載する過程で、計画の項目として自発的に取り組もうとした

取組が、目標に記載されていないため実行できないということがないよう、目標にはあ

る程度の柔軟性があってもよいと考えるがいかがか。 

○産業労働局 

中期目標を、例示的な取組をまず記載し、その後に目指す方向性を記載する構成に見

直す際に、例示部分はあくまで例示であることを明確にすれば、そのような事態は回避

できると思う。 

今後、社会情勢の変化により、今想定していない状況に対応するための取組を行うこ

とは十分に予想されるので、中期目標の記載に縛られすぎないよう工夫したい。 

○國分委員 

国立大学の場合、中期計画を上回る取組を行うことは評価される傾向にあるので、そ

のくらいの意気込みで進めればよい。 

 



4 

 

○田中委員長 

局長の前向きな提案を評価したい。 

委員からひととおり意見が出されたが、中期目標案については一部の表記をより明確

にした上で、内容的には適当と認めることにしたいがいかがか。 

（委員、了承） 

追って事務局から委員あてに中期目標の修正案を送り、委員から意見をいただいた上

で、最終的には委員長一任の取り扱いとさせていただく。 

 

議題２ 中期計画の素案について 

 産業労働局から、資料５～６について説明した後、産業技術センターとＫＡＳＴの職員

の意向状況について報告した。 

 

【産業技術センターとＫＡＳＴの職員の意向状況】 

 ・ 産業技術センターの職員については、原則は新法人に承継されるとしつつ、「職員

自らが承継、非承継を選択することにより、モチベーションの維持が期待できる」と

の判断から、研究職等の職員 97 名については、本人の意向を確認した上で決定する

こととした。 

 ・ 本年８月に職員全員への説明を行い、９月に職員の意向を確認した。その結果、97

名中 83名の職員が承継を、残りの 14名の職員が非承継を選択した。 

・ ＫＡＳＴの職員については、設立団体である県の職員ではないため、地方独立

行政法人法に定める承継の対象とはならない。 

・ そのため、ＫＡＳＴから新法人へ事業譲渡を行う中で、新法人の職員として引

き継ぐことを想定している。 

 

○田中委員長 

現在の産技センターの職員のうち、産技総研の職員になることを選択した職員が 83

名、県職員としての身分を保持し続けることを選択した職員が 14 名いるとのことだが、

14名は来年４月以降、どのように処遇されるのか。 

○産業労働局 

現時点では、県職員としての身分を保持するという意向だけを確認した段階なので、

今後、具体的な意向を確認していきながら、県の人事のルールの中で決定していく。 

○田中委員長 

身分に関することはとても大切なので、一人一人の意向を尊重しながら、大きな不利

が生じないよう配慮いただきたい。 

ＫＡＳＴの職員についても、様々な意見があったのか。 
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○ＫＡＳＴ 

これまでの月例会で、プロパー職員全員に対して地方独法化の進捗状況や趣旨の説明

はしてきており、基本的には新組織に移る職員が大多数である。 

ただし、家庭の事情や、海老名に転勤する場合の通勤の問題などがあるので、正式な

意向打診はこれから行う。 

また、ＫＡＳＴでは非常勤職員やパートタイム職員が大変活躍している。溝の口は優

秀な人材を集めやすい場所だが、海老名となると難しくなることが想定されるため、継

続の依頼などもあわせて人材確保に努めていく。 

○田中委員長 

では、中期計画の素案について委員から意見をいただきたい。 

○堀委員 

中期計画については、策定した後でも適宜見直すことが重要である。半導体やデジタ

ルメディアの分野は環境が変わりやすく、１年単位での見直しが求められることもある。 

産技総研の事業は、中長期的に、安定的に実施できるものが多いとは思うが、技術環

境は大きく変動するので、変化に柔軟に対応する姿勢が求められる。 

この中期計画は、策定後の定期的な見直しは予定していないのか。 

○産業労働局 

堀委員の指摘のとおり、産技総研では研究開発、技術支援など、一定の期間をかけて

取り組む事業が多くあるため、法律上定められている期間のうち最も長い５年間を中期

目標期間として設定している。 

なお、中期計画をさらにブレイクダウンした年度計画も策定するので、年度ごとに実

績評価を行い、状況変化があれば、中期計画の内容を改めて検討することも考えられる。 

○堀委員 

必要に応じて、その都度、目標値の見直しなど合理的に是正していただきたい。 

○國分委員 

大学で最近気を配っているのが研究倫理である。 

ＫＡＳＴでも大学と連携しながら研究を進めているが、問題が起きたときにはどちら

が責任を負うか問われるので配慮した方がよい。 

○ＫＡＳＴ 

委員ご指摘のとおりであり、最近は研究員向けの勉強会を行ったり、規程を作ったり

するなどして研究倫理の遵守を徹底している。 

○田中委員長 

被験者が必要となる研究については、きちんとした体制整備が必要である。 

また、安全衛生の確保にあたっては、安全衛生委員会など、必要な制度設計を今後検

討していく必要があるだろう。 
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○橋本委員 

資料では、計画の実行を実際に担う人材が確保されているのかよく分からなかった。

先ほどの説明では、産技総研に移行する産技センターの職員は減る。そのような状況に

もかかわらず、中期計画では現状よりも高いレベルの目標が掲げられている。これをど

のような人材で担っていこうとしているのか。 

また、ＫＡＳＴと産技センターが統合し、具体的にどのような組織づくりをしようと

考えているのかという点も不明確である。 

さらに、時間軸も分からない。具体的には年度計画に記載するようだが、５年の中期

目標期間で考えるのであれば行程表は必要なのではないか。人材、組織形態、時間軸の

裏付けが分からないと、具体的な計画として実効性、妥当性があるのか判断しづらい。 

○田中委員長 

先ほど県から県職員の身分を保持し続ける職員が 14 名という話があった。懸念され

るのは、来年４月１日以降、減員した状況で事業を無事に進めていくことができるのか

どうかということである。 

○産技センター 

14 名のうち、技術支援を担当している研究職員は 10 名である。これらの職員が欠け

ることにより企業支援が停滞してはいけないので、中堅職員の採用といった制度も活用

しながら、できる限り専門知識を持った職員を確保していきたい。 

また、設立から一定期間、県職員の派遣を求めるという選択肢もあると思うので、そ

のような選択肢も勘案しながら力の落ちない体制づくりを進めていきたい。 

○田中委員長 

産技総研に承継されない職員もいるものの、中核となる事業が実施できなくなるほど

の影響はないとの説明なので安心したが、参考までに他の地方公共団体では新法人に移

籍しない職員は多かったのか。 

○産技センター 

東京都では承継されなかった職員が３割程度いたと聞いている。青森県では相当数い

たが、派遣として新法人に勤務する期間があったと聞いている。 

○田中委員長 

新しい組織になるにあたり、きちんと組織が機能するための適切な人員配置をお願い

したい。他に意見はあるか。 

○朝日委員 

数値目標は、経営状況を見える化するために設定するものなので、ただ作るだけでは

なく、それをそれぞれの部署、個々の職員にどのように意識させるかということが大事

である。どのように考えているのか。 

また、それぞれの事業の柱について具体の数値目標を設定して進めていこうとしてい

ることは分かったが、産技総研全体としての経営目標や目指すところは何なのか。 
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さらに、セキュリティーや情報漏えいについて、それが重要であるということであれ

ば、数値目標として掲げるべきではないか。 

○産業労働局 

各項目について、どのように各部署に意識させるかということについては、先ほど橋

本委員から指摘のあった組織づくりと並行して検討していく必要がある。管理部門、企

画部門、事業の５本柱があるので、これに沿った組織の構成を考えており、それぞれの

目標達成についても、組織にひもづけられていくものと考えている。 

続いて、組織として目指すものは何かということについて、中期目標や基本理念に示

すもののほか、端的には「実用化支援件数」を目標に設定していることに表れている。

地方独法の先行事例では、一般的に論文掲載数や技術相談件数などを目標に設定してい

るが、最終的に実用化に結び付いた件数を目標としている法人は見当たらなかった。し

かし、我々としては、実用化までの一貫支援を目標としている以上、数値目標を掲げる

ことにした。 

セキュリティーに関しては、到達点と捉えて数値目標を設定した方がよいのか、それ

とも目指す方向性として位置付けるべきか検討させていただきたい。 

○田中委員長 

実用化支援件数は、かなり高いハードルかもしれない。 

○堀委員 

ＫＰＩを設定し、見える化して実績を把握することがよくあるが、気を付けなければ

いけないことは、現場というものは数字を追いかけ始め、最終的に辻褄合わせをしてし

まう傾向があるということである。ＫＰＩとして把握した結果が、本来のパフォーマン

スを表す数字だったのかどうかは常に注意深く確認し、また反省すべきで、量的側面だ

けではなく、質的側面からも分析することが重要である。数値目標の達成状況はあくま

でも間接的に見るための手段であって、実際に目標が達成できたかどうかについては内

容を分析しないと分からない。モニタリングするには有効な手段であるため、ぜひとも

数値目標は設定しつつ、反省する段階では質的側面を見るべきことを意識しながら、設

立目的に沿った本質的な運営をしていただきたい。 

○田中委員長 

とても大切な指摘だと思う。公益財団法人神奈川産業振興センターの場合でも、相談

件数が一つの指標になって評議員会で報告されるが、相談件数が伸びることが一概によ

いとは言い切れない。最小限の相談で解決に至ることが望ましいこともある。したがっ

て、いたずらに数値だけを追いかけないよう留意しなければならない。 

○遠藤委員 

人材育成について、研修会や教室の開催が掲げられており、数値目標として人数が設

定されているが、質的側面に着目するのであれば、例えば研修会後にアンケートを行い、

その満足度を目標値に設定してみてはいかがか。 
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○ＫＡＳＴ 

研修会や教室を開催後、現在でも満足度調査は行っており、結果も分析しているが、

大半が５段階評価の上位２つに集中している。したがって、これを指標にしてもＰＤＣ

Ａの改善に貢献しないのではないかと考え、数値目標から除外した。 

もう一度検討してみるが、今後も内部データとしては集計していくので、仮に数値目

標として設定しないとしても本委員会には集計結果を報告していきたい。 

○田中委員長 

アンケート評価を行う場合は、選択肢を５段階ではなく４段階にすると評価結果にメ

リハリがつきやすい。また、パブリックコメントで「小中学生等を対象とした科学技術

の普及啓発は、子供たちも楽しみにしており、人材育成にも役立つと思うのでぜひお願

いしたい」という意見があったが、ＫＡＳＴでの実績があるにもかかわらずこのような

意見が出てしまうのは十分に周知できていないことの裏返しなので、より周知を図って

いただきたい。 

○橋本委員 

まだ先の話かもしれないが、人材に加えてこの中期計画を推進していくためのインフ

ラがどの程度期待できるのか。パブリックコメントにもあったが、様々な設備が老朽化

していたり最新の設備が整っていなかったりといった状況があるようだ。従来の設備を

使い続ける場合、新たに投資していく場合など、どの程度のインフラ整備が期待できる

のか、この計画との結びつき具合は課題だと思う。 

また、ＫＡＳＴ、産技センターとしては、事業の広報は十分に行っているという認識

かもしれないが、情報を受ける立場からはまだ不十分と感じている。メルマガ等で広報

に努めるとあるが、せっかく様々な機能や実績があるのに十分認知されないことは非常

にもったいない。広報のあり方については工夫する余地があるので、そのようなことを

中期計画に盛り込んでもよいのではないか。 

○田中委員長 

新組織が様々な技術サービスを提供して収入を得ることができた場合には、得た収入

の全額を運営に充当してもよいのか。 

○産業労働局 

設立団体が法人に交付する運営費交付金のあり方には大きく二つの考えがある。 

一つは、法人の自主運営に任せ、不足が生じたら県が補填するという考え方。もう一

つは、一定の業務について最低限必要な積算を行い、それを上回る収入があれば法人の

収入として認めるという考え方。基本的には後者の考え方に立ち、必要な予算措置をし

ていきたいと考えている。 

○堀委員 

重点テーマの一つにＩｏＴ技術導入支援とあるが、私の感覚ではＩｏＴは定義がまだ

定まっていない流行り言葉であり、向き合い方がかなり幅広になると思う。その際、ど
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のような人材や外部機関を活用して対応していくのか、考えている展望があれば教えて

ほしい。 

また、デザイン支援も掲げられているが、デザインについても最近は非常に広くとら

えられており、単に意匠の側面ではなく、モノの機能のあり方やユーザーがどう感じる

かというエクスペリエンスの視点からモノを設計するという考え方まであり、デザイン

をどの範囲までイメージしてとらえているのか。 

○産技センター 

ＩｏＴについては、たしかに言葉の捉え方がまちまちであることを実感している。ま

ずは幅広く知っていただくことが大事と考え、すでに立ち上げた研究会などを通じて、

ＩｏＴとは何かという基礎から始めていきたい。 

次に、ＩｏＴの製品にはどのようなものがあるのかを知ってもらう、それから製品を

実際に使ってもらうという３段階の取組を考えている。すでに、国の地方創生加速化交

付金を活用し、テストベット等の準備をしているところであり、幅広に案内して、企業

の実情に合った導入支援を進めていきたい。 

デザインのうち、意匠については、公益社団法人かながわデザイン機構と連携しなが

ら支援を進めていきたい。 

さらに、商品企画まで含めた広義のデザインについては、一部の職員がすでに支援を

スタートさせており、こうした分野の人材を確保しながら幅広く支援していきたい。 

○朝日委員 

ＩｏＴ技術導入支援における橋渡しの対象として、スタートアップのようなベンチャ

ー企業も含まれているのか。 

○産技センター 

特に範囲を限定せず、ベンチャー企業、大学などを含めたマッチングが進むよう支援

していきたい。 

○田中委員長 

県内では、インキュベーション施設の需要は相模原市あたりに多いのか。 

○産技センター 

たしかに相模原市にはインキュベーション施設があり、連携を深めていければよいと

思っている。 

また、相模原市以外の他の機関でもいくつか運用されているので、そうした機関との

連携も強化していきたい。 

○田中委員長 

その意味では、ＫＡＳＴが入居しているＫＳＰはその中心地といえる。 

○ＫＡＳＴ 

今後の日本の産業、神奈川県の産業を考えると、ベンチャー企業の創出は大きな成果

につながると理解している。ＫＡＳＴでは、ベンチャー企業の創出数を一つの指標とし
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て実績を把握しているが、これまでの実績が 10 件程度で、新法人において指標化する

のは難しいと判断したが、徐々に成果は上がってきている。今後この流れを加速してい

きたい。 

ベンチャー企業向けのインキュべーションルームに関しては、ＫＡＳＴはＫＳＰに入

居しており、また、ライフサイエンス系の施設も集積しているので、そのような機関と

連携を進めたい。 

○堀委員 

ＩｏＴは今後各社から様々な提案が出てくると思うが、大きく変貌する分野なので、

随時最新の技術に目を配っていただきたい。 

最近、大企業がベンチャーと組む事例が増えてきている。ベンチャーの持つ機動力が

大きな理由だと思うが、実は、非常に先端的な技術を有しているベンチャーは大企業と

の相性が良い。ベンチャーはどちらかというと資金が潤沢ではないので、資金を集めな

がら非常に早いスピードで成長する。それを支援する母体が単にエンジェルと呼ばれる

投資家だけでなく、大企業にも広がっているという大きな流れがある。中小企業もベン

チャーと組む機会が増えていくと思うので、そのあたりを上手に橋渡しする機能もある

とよい。 

○國分委員 

中期計画の実現は運営次第である。また、運営にあたっては、事業継続にも留意すべ

きである。 

○産業労働局 

中期計画における数値目標の設定にあたって、県は設立団体として運営費交付金を支

出する以上、中期目標に位置付けられた主な事業や取組について、一定程度の水準や規

模感を担保してほしいという思いがある。 

  その上で、産技総研には自主性を発揮して数値目標を設定し、中期目標の達成に向け

た運営を進めてもらいたい。 

次に、橋本委員からの組織の形、時間軸を意識する必要があるという指摘については

そのとおりであり、中期目標期間の目標を均等に５分割すれば、初めのうちは達成でき

ない年度もあるとは思うが、最終的にはそれを上回る実績を目指すという考え方で、全

体的にメリハリがついている。 

最後に、ベンチャー支援についてであるが、しばらく前はインキュベーション施設を

使ったベンチャー企業の創出が流行りだったが、現在はインキュベーション施設の稼動

状況に空きがある状況で、産技総研を含めた県全体として、今後テコ入れを図る必要が

あると考えている。 

○田中委員長 

法人は設立すればよいだけではない。どのように運営していくのかということが重要

であり、関係団体とも連携しながら、事業を進めていただきたい。 



11 

 

また資料１－３については、引き続き見やすさを追求してほしい。資料で表現されて

いるように、ＫＡＳＴと産業技術センターとの間の溝が今後埋まっていくことを願って

いるが、誰もがパッと見てわかるようなイメージ図となるよう、適宜意見をいただきた

い。 

 

議題３ その他 

事務局より、次回の日程、議題等について報告した。 


