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平成 30年度第１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　委員長及び副委員長の選出について

委員の互選により委員長に田中 則仁委員を、委員長の指名により副委員長に國分 

泰雄委員を選出した。

（会議の公開・非公開の決定、傍聴人の入室について）

運営要綱、傍聴要領に基づき、今回の会議は公開、傍聴人の入室を許可した。

議題２　今年度の評価委員会開催スケジュール等について

　事務局から資料 1－1、1－2、2、参考資料 1、2を説明した。委員からの意見や質問

はなかった。　

議題３（前半）　業務実績報告書について

　地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（以下「ＫＩＳＴＥＣ」）が資料

3－1から 3－4を説明した。

【質疑応答】

○國分委員

全般にＳ評価が大変多く、初年度は統合してすぐに目標値を達成できるのか、

徐々に上がっていけばよいのでは、というのが独法化前の議論だったので、当初の

目標をこれだけ上回っていることは凄いことであると思う。

色々な工夫をされているようだが、例えば、科学技術理解増進事業について伺い

たい。財源確保のため、パートナーシップ制度を創設したと記載があるが、団体と

個人、それぞれの会員から会費をいただき、教材等に充てるということか。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

団体は一口 5万円、個人は一口 3千円の会費をいただいている。昔は科学技術理

解増進事業も、県からの財政的支援が充実していたが、どんどん減となった。大変

人気がある事業だが、開催回数を増やしたくても、なかなか増やせなかったところ

であったが、パートナーシップ制度の導入で増やすことができた。

非常に熱心なボランティアの方も多く、1件当たり 3万円の教材費を設定してい

るが 3万円では収まらず、持ち出しいただくボランティアの先生がいる。そういう

ことができるだけないようにというのも含め、仕組みをうまく活用させていただい

た結果、参加者数が大幅に増えた。
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○國分委員

来ていただくボランティアの先生は、どういう方か伺いたい。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

大体が 60歳以上の OBであり、例えば東工大等の大学 OB有志が多い。毎年先生を

公募しているが、熱心な先生は毎年応募くださる一方、先生の高齢化が進んでいる。

ボランティアの先生方の若返りをどのように図っていくかが大きな課題である。

○橋本委員

初年度から本当に素晴らしい成績であり、最初から息切れするのではないかと心

配になるが、1人当たりの収入額という形で数値化されており、非常に分かりやす

い。しかし、以前と比較すると、あまりに数値が大きくなっているが、例えば、時

間という観念で言うと、1日 8時間なのか、1日 15時間なのか、つまり、時間で割

った時に幾らという見方であると、どうなんだろうと思っている。

自社の例で恐縮だが、アメーバ経営というものを行っており、基本は、全て時間

当たりで、人数に定時間を掛け、残業時間を加える。つまり、その収益を得るため

に、総時間は幾らかかったのか、という観点で見た時、余りにも以前と数字が大き

くなっているが故に、相当残業が増えたのではないか、休日出勤が増えていないか

等、懸念も出る。凄い成果ではあるが、時間当たりであるとどうなのかは少し疑問

である。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

まず一つは、かつて産業技術センターでは収入等を 3年で 3倍増させる 3年 3倍

増活動を行っていたが、今、橋本委員がおっしゃったように、私自身、あの頃はか

なり頑張っていて、特に最後の年は、これ以上、上げるのはなかなか難しいという

状況だった。ただ、今回いろいろやってみると、結果的に 1.5倍ぐらいになったの

だが、3年 3倍増をやってたときには、例えば工芸や繊維の部隊がおり、こういう

ところは顧客が中小企業が多いので 1人当たりの売上高が非常に少なかった。とこ

ろが、だんだん職員の人数も減って、繊維は閉じざるを得なかったり、独法化にあ

たり工芸技術所は県に残したことなどもあり、1人当たりの売上高が高い部門が残

った形になっているのが一つの要因である。

もう一つは、やはり中小企業支援なので、値段はなかなか上げられないため、付

加価値の高いことをやろうということで、例えば、受託研究の件数が非常に増えた

と先ほど大屋部長からも説明があったが、依頼試験だと決まった金額になるが、受

託研究という形にすると、いろいろな知恵が出た部分を付加価値としてオンできる。

そういうもので一人当たり単価をお客様が受容していただける範囲で上げてきたこ

とに加え、職員が頑張ってくれている。

もう 1点、先ほどの時間当たりという考え方について、働き方改革が大変話題に
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なっているが、我々としても、これは 1年目からきちっとやりたいという意識があ

り、職員にお願いをしたことは、サービス残業だけはやめて欲しいということだっ

た。これをされるとマネジメントが利かなくなるため、時間外手当を全部申請して

もらうよう伝えた。そうすると、どこが大変なのか、誰が大変なのかが一目瞭然の

ため、そこを平準化するなり、業務の仕方を変えてもらうなどにより対応した。加

えて、労使協定のこともあるので、月 30時間から年間 300時間以内に抑えて欲しい

ということでお願いしているが、それでもやはり 1年目は多くなってしまう傾向は

あった。

ただ、今年度については大分減っており、残業も大幅に増やしてやっているとい

う事ではないと認識している。特定の人にまだ負担が掛かっている状況はあるが、

年間の 300時間は厳守するよう努力している。

○ＫＩＳＴＥＣ柳瀬部長

國重理事をトップに働き方改革検討会議を立ち上げているが、昨年度１年間の経

営管理により、いろいろ課題も見えてきた。やはり特定の人に残業が偏ってきてお

り、今年度は個別のそういった課題をつぶしながら、業務の平準化を行うことで、

組織力・総合力が必ずアップすると信じているので、これからしっかりと取り組ん

でいきたい。

○田中委員長

先ほど話が出た平成 17年度の 3・ 3活動当時は馬来理事長が産業技術センターの

所長であったが、その時に所長には大変頑張っていただいており、神奈川方式とし

て、全国にとても大きな影響を与えたということも聞いている。さらに今回は、1.5

倍になるような実績だったが、橋本委員が仰ったようにマンアワーで見たときにど

うなるのかということ、また、現行の働き方改革の中で、特定の部署、特定の方に

無理や負担がかかることを極力避けなければいけないということは、重要である。

この委員会メンバー全員が独法化の準備段階から関わっているので申し上げると、

これまでには産業技術センター職員の身分承継のことについても議論があったと思

う。非承継となった職員の欠員も生じていたかと思うが、依頼試験数などが増えて

くるとなると、当然、人員配置も、無理が生じるという心配がある。その辺りにつ

いて、理事長に伺いたい。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

非承継の方とその他欠員により 14名のマイナスとなったが、設立時点で補充した

職員等がその半数程度いた。その後も多少人員数が前後したものの、平成 30年 4

月 1日付けで２名を採用するなどしたため、今のところ、技術系職員については 6

名の欠員状況である。

優秀な人を採用するために、3年間の任期付で採用し、その後どうしても継続し

て採用することは難しいという人以外はプロパーとして採用するという方法で行っ
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ている。私としてはもっと早く欠員を埋めたいという気持ちがあったが、現場から

の声として、最初からきちっといい人を採りたいという意識が強いこともあったの

で、まだ欠員が生じている。

事務職については、技術職ほど採りにくいということはなかった。県からの派遣

職員が戻ったときには、基本的にある程度そのまま補充していただけるのだが、欠

員になって補充してもらえなかった部分については、採用をかけた。結果的には、

平成 30年８月 1日付けで、なかなか確保できなかった経理の職員がようやく採れて

事務職の方は欠員なしになった。今後、県からの職員を徐々にプロパー化していか

なければならないので、そこをどう対応していくかが課題。

なお、後ほど説明させていただくが、平成 29年度の人件費の残余が有効活用でき

るかどうかは、今後、県サイドとの論議になるところである。我々としては、これ

だけ少ない人数で、優秀な人を採る方針のもと人件費を抑え、業績は全てＡ評価以

上という形で目標値をすべてクリアしたので、これは努力として認めて欲しいと主

張している。

〇田中委員長

優秀な方を採用することはなかなか難しいことだとは思うが、是非、職員の方々

の負担にならないような、適切な人員配置をお願いしたい。

○堀委員

異なる組織を統合したわけだが、両組織が持ってる資産をうまく有効活用し、か

なり効率よく統合を行った上で初年度の運営を効果的に進められたという印象であ

り、ご努力に対し敬意を表したい。個々の取組を見ても、契約の簡略化など、組織

と顧客の双方にとってメリットがある改革をやられていて、非常に参考になるやり

方だと思った。一方、初年度だからこそいろいろ工夫できたとも思うので、少し気

になるのは次年度の伸びしろの部分で、どういう目標値とするのかが逆に難しくな

るかと思った。

また、私どもの会社でも、働き方改革が非常に重要なテーマになっており、平均

残業時間はそんなに多くはないが、できる人に仕事が集中する事象が発生している。

ここに人を雇う、もしくは何とかシェアリングするという工夫をしていかなければ

ならない、というのが結構難しい。

こうしたところを、次年度はどうするかが重要ではないかと思うが、できるだけ

間接業務の効率化を図ることが有効だろうと思う。先ほどの契約の簡略化などのほ

か、IT化などが有効ではないか。IT化は投資がかかるので、バランスシート的には

最初はキャッシュアウトになるが、今後はこうしたことを考えていかなければなら

ない。いずれにしても、短期に成果を出せたというのが正直な印象である。

この 23項目中９項目がＳ、それ以外がＡなので、問題ないとは思うが、ここはも
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う少し何とかした方がよいという部分があったら教えていただきたい。また、来年

度、どういう方針で目標を立てるのか教えていただきたい。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

基本的には、5ヵ年の計画が決まっている。かなり高い目標値を設定していると

ころもあるので、1年目に上手くいったから、２年目も大丈夫かと言われると、結

構苦しいところもあるというのが正直なところである。29年度は、最後の 3ヶ月ぐ

らいは、私や副理事長、理事 2人も、それぞれの担当のところに発破をかけた。達

成が難しい項目も幾つかあったが、職員に、1年目というのは、いろいろなステー

クホルダーの方々が注目してるということで、1年目に胸が張れるような成果をき

ちっと出せば、後の発言力が増すから頑張ろうと随分発破をかけた。

そのおかげで、今日ご報告ができるような形になったが、少々発破をかけ過ぎた

が故に、今年度の 4月、5月、6月と、数値目標になっているものが息切れして下が

るのではと心配したが、真面目な職員が多いため、一生懸命、頑張ってくれて、第

1四半期もほぼ計画通りであった。若干、落ち込んでいるものもあるが、それは時

期的なもので後で挽回できると考えており、まず、順調に立ち上がってると思う。

理事長、役員の立場は大変ではあるが、部長も優秀で、職員が基本的に真面目で

あるため、ありがたい組織である。中小企業支援を行っている職員は、中小企業の

役に立ちたいと本音で思って職務に励んでおり、任期付きの研究員は、成果を出さ

ないと次がないので、危機感をもってやっている。

また、首都圏の著名な先生方に我々のプロジェクトリーダーをやっていただいて

おり、その研究員になって成果を出すと実績が残せるということで、優秀な人に研

究員の公募に応じてもらえている。そういう意味では、やはりありがたい組織であ

ると思う。

間接業務の効率化も仰るとおりやらなければならない事であり、他の公設試に比

べると、統合を伴ったということで少し間接部隊の大きい部分があるため、全体と

してどう効率化していくかというのは大きな課題として残っている。

○田中委員長

今の話であるが、二つの組織が一緒になり、新しいＫＩＳＴＥＣになったことに

より、中期計画に対して、成果が最初に出るケース、45度線で成果が出るケース、

当初 1・ 2年ではなかなかいかないが、3年目から急に上がるケースがある。最初

のところで成果が出ると、どうしても収穫逓減になっていく傾向があるし、そこか

らさらにまたもう一段というのは難しいところもあると思う。項目によってのメリ

ハリがきっとあるであろうと思うが、いかがか。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

高い目標値になってる重点実施分野、例えば IoT、橋渡し研究、評価技術センタ

ーの項目数、そういうところがこれから大変になると思う。しかし、目玉事業であ
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るから、他のとこができてここがダメであると、本当にまじめにやっているのかと

いう話になるので、そこはやっていかなければならない。また、Ａ評価は付けたが、

研究開発の部分、論文数と特許件数の目標達成が厳しい。今回は、目標を何とか越

えたので、他のところと全部トータルでＳ評価を付けさせていただいたが、そこが

一つ、二つＢ評価があれば、Ｓ評価は付けられない。やはり、良くてＡ評価、Ｂに

近いＡ評価という話になるであろう。ここが大変に厳しい。ライフサイエンス系の

テーマが多くなり、どうしても論文数と特許の数が出しにくい。

○田中委員長

いわゆるサラミ論文のように、部分部分だけで論文を出すと件数を上げることは

できるが、通用しないだろう。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

特にライフサイエンス系はそういう出し方ではだめである。査読はまとめて出さ

ないと通らない。

○朝日委員

この 1年で大きな成果を上げられたということは本当に皆様のご努力以外の何も

のでもないと思っている。数値目標を置いて、それに向けてどのように達成してい

くかというのを真摯に考えられて、本当にいろいろな工夫をされているなと実感す

るような内容であったと思う。

成果を上げているのであえてだが、数値目標の気をつけなければいけないところ

は、数を追うことだけに注力してしまうところである。質が悪いということはない

のだと思うが、質的なところを評価されるように取り組んでいく必要がある。そう

した観点からすると、組織としての課題が全くないという訳ではないと思うが、そ

の辺りをどう浮かび上がらせていくのかについて伺いたい。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

質をどのように上げていくかということについて、アウトプットではなくアウト

カムにしなければいけないというお話しだと思うが、そこは気をつけたい。また、

我々の組織の一番の大きな課題は、人員構成のアンバランスである。先ほど申し上

げたように、非常に優秀でやる気のある真面目な職員が多い。それもかなりベテラ

ンの職員が多い。いろいろなことをこなしてくれる。ところが、将来を考えると、

例えば 30代はほとんどおらず、20代も少ない。40代ぐらいからある程度いるが、

それもそこまで多くはない。今、一生懸命、若い人を採って入れ替えようとしてい

る。

ただ、人件費が人員の定数によって与えられるというような形であるため、ベテ

ラン職員が居る間に、若い人を入れて、引き継ぎの様な形で人材育成を任せ、戦力

化していく事をやりたいのだが、なかなかやりにくい状況である。このような中で、
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どのように技術伝承するか、支援レベルを下げずにやっていくのかというのが大き

な課題である。今はよいが、50代半ばぐらいの職員があと 10年すると 65歳で退職

をしてしまう。その時に向けて、支援レベルを落とさないような形で、どのように

運営をしていくのかについて、あと 10年しかないが、検討していかなければならな

い。

○田中委員長

職員数の頭数だけではなく、年齢構成、いわゆる年齢ピラミッドの部分はとても

重要で、これに関しては、10年後のことは今からやらないと間に合わない。ただ、

もどかしいのは、ご退職になった方の席が空いて初めて補充できるというケースが

基本となっていることである。そうすると、リレーゾーンがないためバトンタッチ

しにくいという難しさがある。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

技術支援をしている部隊は、業務にキャリアが必要である。正直、ベテランの対

応レベルと、入って 3年 4年ぐらいの新人が対応できるレベルはやはり全然違って

きてしまう。どうやって繋いでいくか本当に真剣に検討が必要になっている。委員

長がおっしゃっているように、すぐに年齢構成を変えることができないため、課題

として今からやらないといけない。せっかく維持して上げてきた支援レベルが下が

ってしまう懸念があることを県に納得いただいて、繋ぎを行うための人員配置の部

分だけは予算に積んでいただくというのが、我々としてできる一番の方策ではない

か。組織としての検討レベルではないが、私個人としてはそのように思っている。

○田中委員長

大切な部分であり、県側とも課題として共有しておくことは、とても重要なことだ

と思う。

さて、資料 3－1から 3－4までの質疑応答は、ここで終了させていただきたい。続

いて、議題 3の後半部分、財務諸表と利益処分案について説明願いたい。

議題３（後半）　財務諸表等・利益処分案について

　ＫＩＳＴＥＣが資料 4－1、4－2、4－3、5－1、5－2を説明した。

【質疑応答】

○遠藤委員

人件費の抑制と伺っているが、実際には 6人の研究職が足りないわけである。本来欲

しい人達を採らないでおいて費用節減という主張は、一般的な人に理解できるのか。ま

た、繰り越すお金についても、人件費に使うのではなく、企業支援の充実強化のためと

なっているが、そうすると、実際には 6人足りない状態で仕事をまわすことになる。中

には 1人で 1.5人分の仕事をやらなければならない人が出てきているかもしれない。そ
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こら辺の配慮は、利益処分案から見えてこないので、それでよいのかなと思う。先ほど、

将来退職者が出た場合に、高い技能を持った人たちがいなくなり、その継承に問題があ

ると言っていたわけだが、そういったところにお金を使うような利益処分の方法でなく

てよいのかなと感じてしまう。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

まず、人を採れなければ支援レベルが落ちるところを、皆で頑張った。妥協して人数

だけをそろえるような採用はせずに、優秀な人を採ろうというのが皆の総意であったが、

その分、実績は出せませんでしたという言い訳はできないので、自分たちの経営努力な

り、マネジメントの強化でカバーしたのでお認めいただきたいという主張である。

ただ、地方独立行政法人というのは、交付金でいただいたお金は基本的に配分を理事

長判断で自由にできることになっている。そのため、今年度人件費で余った部分を、設

備等に使用するという経営判断もできた。

それをしなかった理由の一つに、決算を見据えた対応を行ったということがある。Ｋ

ＩＳＴＥＣは、県の公設試と公益財団法人を統合した法人であり、監査法人であるトー

マツにとっても初めての経験だったということから、期日までに決算を打てないリスク

があった。そのため、決算を円滑に処理するために、年度末の発注期限などを厳しく設

定した。このような努力で目的積立金にしたものを自分たちが胸を張って使わせていた

だく方が、職員も頑張れるし、モチベーションも上がるだろうということで、一生懸命、

県にお願いをしている状況である。

○遠藤委員

企業支援のための団体なので、余剰金を設備に使いたいという気持ちは分かるが、働

いてる方たちの仕事を軽減するような投資などに使うということはないのか。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

もちろん、そういった視点も入れている。例えば、システム関係について IT化を進

めているが、お客様のためにいいことはもちろん、職員も間接的に楽になる。また、設

備投資も、お金が稼げるということだけではなく、効率が上がって従来だと例えば 5時

間かかった実験を、3時間でできるような工数削減の視点なども入れて考えている。職

員のことも十分考えながら、投資をしていかなければならないということはおっしゃる

とおりである。

○遠藤委員

今、整備を想定している設備は、そういう観点のものが多いのか、それとも、従来あ

る機械が古くなったから入れ替えるのか、どちらか伺いたい。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

平成 7年に産業技術センターができて、23年経っている。その時に新しい設備を結構

入れているが、多くが古くなってきている。当然、途中で入れても 10年経てば使えな

くなるため、やはりメインは古い設備を更新する方だと思う。ただし、昔の設備に比べ
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るとすごく使い勝手が良くなっている。先ほど申し上げたように、例えば 5時間かかっ

たものが 3時間でできるようになっているなど、昔は手で一生懸命やらなければいけな

かったことが、自動化できたりもするため、かなり効率化を図れる。

ただし、効率化の視点だけでは、売上げが上がらず経営の自由度が高まらないので、

魅力のある設備を入れて、企業の皆様にお使いいただくという視点も入れなければ

いけないので、そこら辺のバランスを取りながらやるということになると思う。

〇遠藤委員

実際に新しい設備に入れ替えた場合、どれだけ働く人達の時間が節約できるか等、

そういった効果分析みたいなことはしているのか、それを基にこういうものを入れ

たい等、計画は立てているのか伺いたい。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

残念ながらきちっとはやっていない。お金を遣う訳だから、その効果、売上が上

がるのか、精度が上がるのか、楽になるのはどの位なのかといった論議はする。た

だ、数値できちっと出してそれを指数化して評価を付けることにはなっていない。

○ＫＩＳＴＥＣ大屋部長

生産設備であれば、これを入れると何倍に効率が上がるとか工数を何割削減とか

ある程度明確だが、試験研究設備というのは、効果を数値で出しづらい装置もある。

ただし、例えば先日、古い装置を修理して検出器を更新した事例になるが、検出器

を交換しただけで感度が 7倍に上がったと、職員から聞いた。つまり測定時間が 7

分の 1でデータが取れるというような、技術的な進歩が著しい部分もある。

また、先ほど IoT化という話があったが、私どもが保有している措置は、平成 7

年に設立した時に購入した、PC‐98全盛時代の機器で、ネットワークに繋がらない

など、そういったものはまだ多々残っている。しかし、最新のものは、ネットワー

ク対応、データレポートの自動編集機能などが付いているので、そういう点では、

担当職員の労務負荷も軽減できると考えている。ただ、一律にこれぐらいというも

のを申し上げられないのが実態である。

○田中委員長

高度計測機器でも、最新型の場合だとそれに要する計測時間も短くなる。当然、

投下労働量も軽減されるということもあるわけだから、何かそういった工夫につい

ても考える必要があると思う。個々の機械のことは門外漢ではあるが、そういう事

を工夫しながら、優先順位と緊急度を考えていった方がよいのかと思う。

なお、先ほど遠藤委員がご心配だった点だが、これからも、本当に有為な人材が

いらっしゃったら、それは適宜、きちっと充足していこうというで、その部分は変

わらないということでよろしいか。

○ＫＩＳＴＥＣ馬来理事長

それは変わりない。人が足りないということは、ラインからも強く言われている。
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採用は公募で行っているが、黙って待っているだけではなく、もっと優秀な人がい

ないか自分たちでも探せと、みんなで優秀な人材探しをやろうと言っている。

また、新卒採用について、時間的に平成 31年 4月には間に合わないが、平成 32

年 4月には是非やりたいと思っている。マスターの一年生は、今年の 12月とか 1月

ぐらいで大体行き先が決まってしまうと思うので、大学の先生方には今からアプロ

ーチをしようという話はしている。

○國分委員

先ほど、コンピューターが古いという話が出てきた。装置本体が動くときに、パ

ソコンだけ入れ替えると、市販のパソコンは 10万ぐらいで買えるが、装置を付ける

と、少し高くて 50万ぐらいかかったりする。そのような装置を何千万もかけなくて

も、少し延命できる。だから、あまり大きな予算が取れないときにそういう形でも、

やりくりしていけるのではないかと思う。

○田中委員長

それでは、委員の方々へお諮りしたい。財務諸表、利益処分案についてご議論い

ただいたが、その上で、もし委員各位から、特段の大きなご異議がなければ、また、

この後、県がＫＩＳＴＥＣの提出した内容のとおりに承認した場合には、評価委員

会としても、県が承認することについて異議なしということにしてもよいか。

（異議なし）

○田中委員長

また、評価委員会として作成する、意見書文案等について、委員長にご一任いた

だきたい。

議題４　その他

　事務局より、追加意見の受付及び次回評価委員会の開催予定日（平成 30年 8月 20

日）を報告した。


