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小項目２３項目の自己評価 一覧
●=小項目（２３項目）

項目No. 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目標を達成するためとるべき措置 評価
1 ● １　新技術や新製品の開発を促進する研究開発 【数値目標】 S

２　県内企業が直面する技術的課題を解決する技術支援
2 ● （１）技術相談 【数値目標】 A

3 ● （２）試験計測 【数値目標】 A

4 ● （３）技術開発 【数値目標】 S

5 ● （４）評価法開発 【数値目標】 A

３　県内企業による製品開発や商品化を促進する事業化支援
6 ● （１）製品開発支援 【数値目標】 S

7 ● （２）ＩｏＴ技術導入支援 【数値目標】 A

8 ● （３）デザイン支援 A

9 ● （４）知的財産支援 A

４　県内企業の技術力の底上げなどを図る人材育成 【数値目標】

（１）中小企業技術者育成
（２）研究人材育成

11 ● （３）科学技術理解増進 【数値目標】 S

５　技術面を中心とした大学、研究機関、県内企業等の連携交流
12 ● （１）コーディネートによる支援 【数値目標】 S

13 ● （２）産学公連携 A

14 ● （３）広域連携 A

15 ● （４）技術情報提供 【数値目標】 A

第３　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
16 ● １　効果的・効率的な組織運営 A

17 ● ２　効果的・効率的な人事制度の運用 S

18 ● ３　効果的・効率的な業務運営 S

第４　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
19 ● １　収入の確保 S

20 ● ２　財務運営の効率化 A

第５　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
21 ● １　社会的責任 A

22 ● ２　施設等の有効活用 A

23 ● ３　広報の強化 A

S10 ●

S（学会）、A（論文）、A（特許）、S（橋渡し）
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項目１ 第２-１ 研究開発 自己評価 Ｓ
実績概要 自己評価と課題

＜数値目標＞
【学会発表等件数】

372件（目標：265件）

【論文等掲載件数】
98件（目標：91件）

【特許出願件数】
34件（目標：30件）

【橋渡共同研究件数】
61件（目標：42件）

(1) プロジェクト研究
ア 戦略的研究シーズ育成事業

Ｈ29課題3件立上
Ｈ30課題採択（3件/36応募）

イ 有望シーズ展開事業
Ｈ29課題2件立上（うち1件は海老名本部）

ウ 実用化実証事業
5課題実施

（うち1件はH28有望シーズ課題）

(2) 事業化促進研究
H29課題採択（8件/15応募）

(3) 経常研究
H29課題34件実施（うち共同研究6件）

【実績に対する評価】

学会発表件数では、研究プロジェクトの人工細胞グループや革新的高信頼性セラミックス創製プロジェクトの成
果のほか、電子技術部のグラフェンの新しい生成方法の成果について広く成果報告できたことが高実績につながった。

論文等掲載件数は、食品機能性評価グループで機能性食品とその評価についての報告や事業化支援部デジタルものづくり担
当における金属加工技術に関する報告を積極的に行ったことが高実績につながった。

特許出願件数は年度前半苦戦したが、統括マネジメント会議や役員向け報告会等リーダーへの伝達や意見交換の場、および
日常的な研究室への働きかけを通して目標数値への理解を促し意識の向上を図ったことや、事務局が中心となって知財の
掘り起こしを行ったことが実績増につながった。
橋渡しに係わる共同研究件数は事業化促進研究事業の立ち上げと実施により、ニーズとシーズのマッチングが順調に行えたことと、プ

ロジェクト研究の各ステージで開発された要素技術を企業等に積極的に展開することで非常に高い実績を残せたこと
を評価する。
この他、文部科学省の地域イノベーション戦略支援プログラム事業（５年間総額約8.4億円）の終了評価において、平成29年度に受けた

６地域の中で唯一のＳ評価を得て事業の一部について1年間の延長が認められ、「国際ライフサイエンス評価技術セ
ンター」構想実現に向けて更に強力に推進できることとなったことを高く評価する。

【課題】

(1) プロジェクト研究
来年度は、更なる研究の推進に向けた外部資金の獲得拡大策が課題となる。

(2) 事業化促進研究
次年度以降は、国等の競争的資金の獲得を視野に入れ、概ね３年以内の事業化計画に基づいて着実に研究開発を進めることが課
題となる。

(3) 経常研究
審査会や外部評価の結果を活用して、試験計測等の技術支援の充実や「橋渡し」機能の強化につなげることが課題である。
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項目４ 第２-２ 技術支援（３）技術開発 自己評価 Ｓ
実績概要 自己評価と課題

＜数値目標＞
【技術開発受託件数】

155件（目標：85件）

・産技総研の技術・ノウハウを提供し、最

適な課題解決方法を提案

・所内勉強会の開催、公募情報のイントラ
ネット共有などにより、中小企業支援に繋

がる競争的資金の申請を加速

・受託申請手続きの簡素化
技術開発を委託したい企業の利便性が
大幅に向上

【実績に対する評価】
費用が一定の金額以下のもので、知的財産権が新たに発生する見込みが
低いものについては、申込企業の代表者だけでなく、担当者による申請も受
け付けるなど手続きの簡素化を図るとともに、支払い方法を多様化したこと、
職員への説明や顧客への周知を徹底したことなどにより、目標値を大幅に
上回る実績を上げたことを評価する。

【課題】
件数の増加によって、職員の業務負荷が増大しているので、手続きの改善
に引き続き努めるとともに、質的な向上にも努めていく。

【ものづくり支援ガイド】 ~技術開発受託の案内~
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項目６ 第２-３事業化支援（１）製品開発支援 自己評価 Ｓ
実績概要 自己評価と課題

＜数値目標＞
【製品化支援件数】

10件（目標：8件）

・リハビリ用機器１件（生活支援ロボット
事業）
・リチウム電池材料評価用製品１件
・植物由来の頭皮ケア製品１件

の計３件について、計画の立案段階から
支援を実施 ⇒ 早期の商品化が達成

・プラズマ処理装置のデザイン等による
販路拡大支援１件

・商品パッケージデザインを組み合わせ
た食品１件

の計２件について、商品企画に携わる総
合的支援を実施 ⇒ 商品化が達成

・この他、試験計測事業や研究開発事業、
コーディネート支援事業で実施した支援
のうち、フォローアップが商品化につな
がった医療用インプラント等の５件につ
いて、製品化支援件数の実績とした。

【実績に対する評価】
製品化支援件数については事業化支援部の職員と技術支援担当部署が
連携して公設試の技術支援の枠を超えて製品化･事業化支援に取り組んだ
結果、目標をはるかに上回る実績を上げることができた点を評価する。
今後も部署間の連携を図って支援を進めたい。

【課題】
製品化事業化支援事業についてのアンケート結果から、事業終了時に製
品化に至らず更なる開発に時間を要する企業が多かった。事業化に向けた
資金不足など経営的な課題も挙げられている。このことから、事業による支
援終了後のフォローと経営的な支援が必要と考えられる。

リハビリ用機器

リチウムイオン電池評価用製品

頭皮ケア製品

プラズマ処理製品

医療用インプラント製品

食品
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項目１０ 第２-４人材育成（１）（２）技術者・研究者育成 自己評価Ｓ
実績概要 自己評価と課題

＜数値目標＞
【研修受講者数】

2102人（目標：1514人）
（１）中小企業技術者育成
ア ものづくり中核人材育成
○高度技術活用研修

・「機械」、「電気」「化学」の各分野に関する高
度技術活用研修（長期研修）の実施

受講者52人
○新技術活用研修
・プラスチック射出成型研修の実施

受講者15人
・IoT関連の研修（３Dプリンター造形）の実施

受講者3人

イ 製造管理人材育成研修
・品質管理講習会（基礎課程・技術課程）や生
産管理講習会、ISO内部監査員養成講座

12講座を実施 受講者800人

（２）研究人材育成

ア 教育講座
・「先進医療」、「エネルギー」、「ロボティクス」、
「基盤技術」などの分野で27講座を実施

受講者1,231人

イ ORT研修
・ORT研修を1件実施

受講者1人

【実績に対する評価】
海老名本部及び溝の口支所の各事業の顧客に一括して募集案内を送付し、イン
ターネットを通じた広報（K-POT等）等を積極的に行うとともに、ＩｏＴ時代に対応した新規

研修を立ち上げるなどメニューの拡充に努めた。このように広報及び研修内容を充実
させたことにより、年度計画を大幅に上回る受講者を得られたため、Ｓと評価する。

【課題】
受講者数を確保・拡充していくためには、新規講座の企画やカリキュラムの変更等に
積極的に取り組む必要がある。
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項目１１ 第２-４人材育成（３）科学技術理解増進 自己評価Ｓ
実績概要 自己評価と課題

＜数値目標＞
【理科実験教室参加者数】

6116人（目標：4737人）
（３）科学技術理解増進
ア 研究者派遣事業

・学校と講師をマッチングし、ボランティア
講師を小中学校等に派遣、実験教室を
実施

102校へ派遣、参加者5,247人

イ 理科実験・工作教室
・青少年科学技術フェスティバル（8/5、

溝の口）、理科実験室（年４回、溝の口）、
夏休みおもしろ科学体験（8/26、海老名）
等を実施

参加者869人

ウ 科学イベント
・一般向けサイエンスカフェの実施

４回、参加者72人

・科学技術理解増進パートナーシップ（会
員制度）創設。企業等との連携による事
業拡大を図るため、会員制度を新設

団体15社21口、個人31名31口

【実績に対する評価】
産業界や県民と連携して事業推進するための「科学技術理解増進パート
ナーシップ制度」を創設して、一定の財源を確保するとともに、事業経費を
見直し効率的に運用するなどの創意工夫を行った。その結果、科学技術理
解増進事業を拡充できたことにより、目標値を大幅に超える成果に繋がっ
たため、Ｓと評価する。

この他、漢方医学専門人材の育成に取り組み、医師・歯科医師・薬剤師
等を対象にした教材を完成させるとともに、eラーニングの利用案内を開始
できたことを高く評価する。

【課題】
科学技術理解増進事業の質と量を確保・拡充するためには、財源の確保
と他部署や企業等との更なる連携が必要である。

７



項目１２ 第２-５連携交流（１）コーディネートによる支援自己評価Ｓ
実績概要 自己評価と課題

＜数値目標＞
【技術コーディネート件数】

39件（目標：32件）

・（公財）神奈川産業振興センター、県信
用保証協会、日本政策金融公庫を加え、
四者による業務協力協定を締結し、「経
営・技術・金融の総合支援」の体制を整備

・産学公技術連携データベースの企業
データの拡充を実施

・様々な企業と接する技術部の各職員が
分野横断的に連携して実施する技術支
援活動を通じて、産産、産学等の連携に
よる技術開発の支援に努め、年度目標を
大きく上回るコーディネートを達成した。

【実績に対する評価】
新たに経営・技術・金融の四者連携協定を締結し、研究所が標榜する「イノ
ベーション創出支援」に向けて、実効性ある中小企業支援活動を開始できた
点を高く評価する。

コーディネートによる支援が、連携したものづくりを促進させるうえで重要な
支援策として浸透してきたことをあらわしており、職員の認識を高める事がで
きたと高く評価する。特に、事業化促進研究への進展を目指すことが可能と
なったため、従前より行う技術支援を行う企業と
別の企業や大学との連携に職員がより積極的に
関わったことで目標を大きく上回る成果をあげた
ことを高く評価する。
また、産学公技術連携データベースの情報を
更新し、継続的に利用可能な状態が維持された
と評価する。

【課題】
コーディネート後、継続的なフォローアップ支援にかかる負荷にも考慮しながら、技術開発の進捗を把握していくことが今

後の課題である。

産学公技術連携データベースの利用については、刷新された所のホームページとかながわマッチングポータル等のポータ
ルサイトとのファイル構造の違いが原因で、産学公技術連携データベースへの誘導が不十分であるため、改善していくこと
が課題である。また、活用促進に向けても検討すべき課題がある。

８



項目１７ 第３業務運営 ２人事制度の運用 自己評価 Ｓ
実績概要 自己評価と課題

（１）職員の能力向上

・人事評価制度検討会議を設置し、
検討を重ね、独自の制度を構築、
平成29年12月より運用開始

・産技総研独自の職員研修体系
を策定し、職員共通研修（３月、全
職員）、階層別研修（GL等14名、２
～３月）、新採用職員研修（４月20

日, 27日,12月14日）を実施

（２）柔軟な職員の採用

・任期付職員採用の制度などを見
直し、法人独自の制度を導入

・技術アドバイザーやコーディネー
ト等を、業務の状況に応じて迅速
に配置

・管理部門の業務の平準化、グ
ループ再編や配置転換の実施

・５か年の採用、プロパー化計画
を策定

【実績に対する評価】

新たに設置した検討会議において、法人の求める人物像を検討することで独自の人事評価制
度を構築し、年度内に運用を開始できたため、スピード感をもって、職員の能力向上の礎とな
る制度を確立できたと非常に高く評価する。

(1) 職員の能力向上

職員研修体系を研修要綱としてまとめるとともに、年度内に職員への研修を実施し、新しい人事評
価制度を職員に周知できたことを評価している。
(2) 柔軟な職員の採用

新たに任期付職員制度を構築するとともに、民間の求人広告媒体を積極的に活用し、雇用環境の

改善に伴う人材確保が厳しい状況にもかかわらず、優秀な研究職員を7名採用できたこと、また、

技術アドバイザーやコーディネーターを迅速かつ効果的に配置することにより、新規事業を円滑
に実施できたことを高く評価している。

【課題】
(1) 職員の能力向上

新たな人事評価制度をより効果的に活用するため、観察指導者への研修を強化し、適正かつ円滑
な運用を持続的に行う必要がある。また、人事評価制度を職員の能力向上へ効果的に活かすため
に、人事評価制度と職員研修制度との連動を高める必要がある。

(2) 柔軟な職員の採用

持続的かつ健全に発展していくために産業等の技術動向や職員の年齢構成のバランスに配慮した
計画的な採用を進めていく必要がある。

９



業務運営 自己評価と課題

（１）業務の適切な見直し

・設備等運転管理委託について、
仕様を見直すとともに、単年度契
約であったものを複数年契約に変
更して入札を実施

・業務内容と運営方法の見直しの
手段として、ＳＷＯＴ分析を導入

・各部・グループごとに、外的要因
や内的要因を整理・分析したうえ
で、積極戦略、改善戦略、差別化
戦略および撤退戦略を立案

・組織全体を俯瞰したうえで、注力
する業務や縮小する業務の取捨
選択を実施

（２）情報化の推進

・情報処理システムの取扱いにつ
いて研修を実施

・システムの習熟化を進め、情報
システム関連の申請決裁の一部
をペーパーレス化

【実績に対する評価】

(1) 業務の適切な見直し

設備等運転管理委託の仕様を見直すとともに、単年度契約から複数年契約に見直すことにより、

安定的かつ効率的な業務委託を行うことができた点を評価している。

ＳＷＯＴ分析を取り入れた業務内容と運営方法の見直しにより、最小限の人員で最大限の実
績を上げたことを、業務運営の改善・効率化が図れたとして高く評価する。
また、６月末にはPHSによる内線電話の運用を開始し、技術支援業務で離席することの多い

研究職員へ連絡体制を効率化し、技術相談を求める利用者の利便性を向上したとして高く評価
する。

(2) 情報化の推進

新たな財務会計、人事給与、旅費管理、庶務等の事務処理システムを導入し、初期トラブルを収拾
して、システムが本来有すべきパフォーマンスを引き出すことが出来た点と、情報システム関連の申
請の効率化を推進できた点とを評価している。

【課題】

施設の老朽化により、今後維持運営に係る費用の増加が見込まれることから、契約方法の改善等
に引き続き取り組む必要がある。

情報化の推進については、財務会計、人事給与、旅費管理、庶務等の事務処理システムは所の基
幹システムであり、不意の停止やデータ損失を防止し素早い復旧が肝要である。業務の正確性と効
率性の向上のために、職員のシステムへの習熟度を高めるとともに、システムの利便性向上が課題
である。

項目１８ 第３業務運営 ３業務運営 自己評価 Ｓ
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項目１９ 第４財務内容の改善 自己評価 Ｓ
財務の改善 自己評価と課題

１ 収入の確保

(1) 事業収入の確保

・技術開発受託研究について簡易

制度を設け、委託者の契約事務
手続きを簡素化

⇒

技術開発を促し、受託収入を増加

・潜在的ニーズと収入への貢献が

予想される機器を調査し、次年度
導入機器を選定

・リース機器の収支状況調査を実
施
・年間４千万円の収入を見込むＥＭＩ測定シス

テムを買い取るなど、将来的な収入確保のた
めの安定的機器整備の実現

(2) 競争的資金の獲得

・企業支援に直接結びつく競争的
資金への応募件数の増大

・近隣公設試と連携した公募外部資金による
機器整備

・共同研究開発プロジェクトからのNEDO事業

への応募（結果不採択）

・有望な研究シーズを発掘して大型テーマへ
集結させ文科省事業へ応募

【実績に対する評価】

技術開発受託研究の事務手続きの改善と簡易受託研究制度を新設するなどの事務・制度

改善により受託収入を増加させたことを高く評価する。また、収入に直結する新たな機器整備に充

当する財源を確保したことを高く評価する。さらに、組織的に競争的研究開発資金の獲得
を促し、積極的な応募申請がされた点を高く評価する。
(1) 事業収入の確保

本部機器設備についてリース機器の収支状況を精査し、利用件数が多く収入に貢献する機器の

安定的整備の観点から買取に切り替えるなどしたほか、リース料圧縮による財源確保により、
次年度新たにニーズの高い3機種の機器導入計画を立てられたことを評価している。

(2) 競争的資金の獲得

有望な研究シーズを発掘して大型テーマへ集結させるほか、ワークショップ等の仕掛けによって
企業との共同研究を発足させ、文科省やNEDOの外部資金への応募を実現したことは、組織
的な取組の成果と評価している。

【課題】

利用状況やアンケート等によりニーズに基づく機器導入を推進しているところであるが、将来を見据
え、潜在的ニーズに基づく戦略的な機器導入計画の策定が課題となっている。

(1) 事業収入の確保

将来を見据え戦略的な機器導入計画の策定が必要であり、将来の収入の確保に寄与する利用者
の潜在的ニーズ把握が課題となっている。

(2) 競争的資金の獲得

引き続き、競争的研究開発資金への応募を促すとともに、所内外の連携を深めるなど、提案の質を
高め、採択率を向上することが課題となっている。
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H29年度収入額に関するKISTECの考え方

１．依頼試験（含む機器使用）＋受託研究収入額
＊H24～H28年度の年平均実績：344百万円／年

＊H29年度予算額：382百万円（予算額は以降１%/年ｕｐ）

＊H29年度実績額：415百万円（予算比+33百万円、8.6％増）

＊対象常勤研究職員（98人）一人当たり収入額：4,235千円

２．事業収入＋外部資金研究費等
＊H29年度の実績額の総額：1,192百万円／年

＊常勤研究職員（145人）一人当たりの上記総額：8,221千円／人

＊常勤職員（197人）一人当たりの上記総額：6,051千円／人

常勤研究職員一人当たりの上記総額は公設試の中でNo.１

常勤職員一人当たりの上記総額はその機関の総合的な競争力

と経営効率を表す良い指標と捉えており着実な向上を目指す １２

３・３活動実績値より常勤研究職員一人当たり収入額は大幅増加

経営の自由度を高めるためにも今後も上記収入額増は必須

平成17年度（３・３活動最終年度）実績値 収入額339百万円、

対象常勤研究職員(117人）一人当たり収入額：2,897千円／人


