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1 はじめに 

 

 名古屋市工業研究所では、平成 17 年度より外部評価システムを導入した。その目的

は「中小企業の技術支援のために、工業研究所が効率的かつ効果的な支援業務をして

いるかどうかを公正に検証し、その結果を業務に反映するため」（第１期中期目標・計

画より）であった。外部評価制度とは、３年ごとに業務全般を評価する「機関評価」

と、毎年研究課題を評価する「研究課題評価」に分けられ、今回は平成 18 年度に続く

第２回目の機関評価である。 

 

機関評価委員会は、「名古屋市工業研究所機関評価委員会設置要綱」に基づき、名古

屋市長から委嘱を受けた７名の委員で構成し、委員会を３回開催し、評価を行った。 

当委員会は、工業研究所から中期目標・計画に基づく業務報告を受け、質疑・討議

を行い、各委員が行った評価をもとに、委員会としての評価結果を本報告書に取りま

とめた。 

 

 項目ごとの評価は以下に述べるが、工業研究所として平成 17 年度から取組んでいる

「中小企業支援に軸足を置いた目標管理型の業務運営」が定着し、数値目標を着実に

達成していることが確認でき、全体として目標・計画を『かなり達成』していると評

価した。今後の課題としては、各委員も指摘しているように、質的目標を明確にし、

次期目標・計画に反映することであると考える。 

 

当委員会としては、工業研究所のこの間の取組みに発展性があるものと認めるとと

もに、工業研究所が今回の機関評価の結果を真摯に受け止め、より実効性のある業務

運営を行い、当地域の中小企業の振興に一層貢献することを期待するものである。 

 
名古屋市工業研究所 機関評価委員会 

委員長  沖 猛雄 
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２ 評価方法 
 評価の観点、項目、方法は以下により実施した。 

 
２.１ 評価の観点 
 評価の時期が３か年計画の中間年であるため、今回の機関評価は、前回（平成 18 年）

実施した第１期（平成 17～19 年度）中期目標・計画全体の評価を行うとともに、その

評価結果を基に第２期の目標設定が適切であったかの評価、さらに第２期（平成 20～

22 年度）中期目標・計画の第１年目の取組み状況についてそれぞれ評価を行った。 
 以上の評価の観点を、次のように３つに表記した。 
【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 
【観点２】第２期中期目標･計画への変更は適切か？ 
【観点３】第２期の取組み状況は適切か？ 
 
２.２ 評価項目 
 評価項目は、第１期と第２期の目標設定が一部異なるため、第２期中期目標・計画

の項目に従い評価を行い、最後に業務全体の評価を行った。第２期中期目標・計画の

項目は次のとおりである。 

第２期中期目標・計画（平成 20～22 年） 

１ コア技術の確立と産業応用 

２ モノづくり中小企業総合技術支援事業 

 （１）技術相談 

 （２）技術者の育成 

 （３）受託研究 

 （４）業界団体との連携 

３ 中小企業の技術高度化支援 

４ 情報提供と情報公開 

 

 
２.３ 評価方法 
 評価の方法は、評価項目ごとに５段階評価とした。 
評価委員が項目別の業務報告を基に評価し、その結果を踏まえて委員会として項目

別に評価を行った後に、３つの観点ごとにそれぞれ総合評価を行った。 
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３ 評価結果 
※ 表の数字は、評価委員７名の５段階別の評価結果を表す。 
※ 「（コメント）」は、評価委員のコメントである。 

 
評価項目１ コア技術の確立と産業応用 
 
【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 
 16 のコア技術の確立についての評価が不十分ではあるが、重点研究、指定研究、共

同研究を計画的に実施し、オンリーワン受託研究等に成果を移転できたこと、研究課

題の外部評価で高い評価を得たこと、さらに提案公募型受託研究について３年間で 13

件の新規採択を得たことなど、十分な成果を挙げているので、『かなり達成』と評価で

きる。 

十分達成 かなり達成 達成 やや不十分 不十分 

 ６ １   

（コメント） 
コンスタントに事業もこなして重点研究としての成果が認められる。件数も予

想を超える数がこなされている。提案公募型受託研究も資金も着実に獲得され

ている。オンリーワン受託件数も年々増加している。 
目標として設定した 16 のコア技術がそれぞれどのように確立されたか、の評価

が不十分ではないかと思う。 
コア技術の重要性を示して下さるとよい。 
地域中小企業のニーズを的確に把握された上で、コア技術を設定されたのかや

や不明確であり、調査結果を公表する等、明確化に努められたい。 
コア技術そのものが時代と共に変わることに気配りが必要と思う。 

 

【観点２】第２期中期目標･計画への変更は適切か？ 

 第２期中期目標・計画では「産業応用」を新たに加えて、コア技術の成果の移転を

図ることを目指した点は、工業研究所の本来の使命により近づいたものであり『極め

て適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

４ ２ １   
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（コメント） 
工業研究所の本来使命により近づいた目標・計画である。 
取組として、着眼点は良いと思う。 
産業応用というキーワードで実効性、実質性、現実性につながって行くので、今

後中・長期的にも柱としてほしいと思う。 
時期的な問題と、企業の観点も含めるとよい。 
産業応用を加えたところは適切と思うが、個々の技術の選択の考え方がはっきり

しない。 
 
【観点３】第２期の取組み状況は適切か？ 
 15 のコア技術の確立に向けた着実な取組みと、産業応用に向けた提案公募型受託研

究を新規 12 件、継続４件、合計 16 件実施したことや、オンリーワン受託研究、研究

発表等の成果移転の件数については評価できる。しかし、産業応用の新たな取組みで

ある「試作支援センター構想」が実現化に至っていない点については、実際的な検討

が必要であり、今後の取組みに期待したい。以上のことから第２期の「コア技術の確

立と産業応用」の１年目の取組みは『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

２ ５    

（コメント） 
取組みそのものが認知されてきたのか、提案公募型受託研究の成果は大きく評価

できるものである。経済状況など様々な外的困難要因により、左右される取組が

出てくるはずであるが、予想外に影響が少ないように見受けられる。 
限られた財政事情の中で「試作支援センター構想」をどう具現化していくか、実

際的な検討が必要。仮にセンターそのものは実現できないとしても、そこで考え

ていた機能をどう実現するか、それを明らかにできれば十分。 
「試作支援センター」による産業応用支援も結構であるが、どの程度産業化がな

されたのか、具体的売り上げ数値の把握等にも努められたい。また、工業研究所

の有する「特許」等の知的所有権の利用促進にも努められたい。 
いつもチェックしていてよい。まとめ方として、効果が見えるように示して下さ

い。 
既存の産業形態の改善のみでなく、手法そのものの在り方を研究するのも一案と

思う。 
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評価項目２ モノづくり中小企業総合技術支援事業 
2.1 技術相談 

【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 
 技術相談については、目標を持って積極的に取組み、３か年とも目標件数を達成す

る成果を出している。また、平成 17 年度より取組み始めた｢出向きます｣技術相談も、

毎年 200 件以上実施している。それらの取組みの結果として、受託研究や依頼試験・

分析も件数・金額とも年々増加するという波及効果も確認でき、技術相談は第１期の

目標・計画を『十分達成』と評価できる。 

十分達成 かなり達成 達成 やや不十分 不十分 

６ １    

（コメント） 
目標を持って積極的に取組まれ、成果を出していると思います。 
技術相談として充分な成果を上げたと思う。 
努力の結果が出ている。件数のみでなく、内容での評価もする方がよい。評価と

移転の表し方を考えてほしい。 
数値的な達成度は十分であるが、活動の質の評価があるともっとよい。技術相談

内容の分析がほしい。 
目標件数は目標値より上回って、成果としては認められる。目標達成という観点

以外の中身については、評価がしづらい面が残る。 
「出向きます」技術相談は、企業の技術ニーズを把握する上でも極めて有効で高

く評価できる。訪問先対象企業を広げていくためにも、マスメディアへの働きか

け等制度の一層のＰＲに努められたい。 
 

【観点２】 第２期中期目標・計画への変更は適切か？ 
 目標の設定については、｢出向きます｣技術相談の目標件数を据え置くなど、業務の

実態を把握した上での変更であり『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

２ ５    

（コメント） 
目標以上に実績の向上が認められる。 
業務の実態を把握した上での変更であり、適切な対応である。 
努力がみられる。 
「出向きます」技術相談の目標件数を据え置いたのは妥当だと思います。 
「出向きます」相談員のレベルの均一化が気になる。各相談員が得てきた貴重な

情報をどのように整理し、工業研究所に蓄積し、次の取組みにつなげるかによっ

て、今後の評価が変わると思う。 
目標数値を達成することのみに専心しないよう、また形式的なものとならないよ

う留意をされたい。 



 6

【観点３】第２期の取組み状況は適切か？ 
 技術相談および「出向きます」技術相談とも第１期に引き続き目標値を達成し、そ

の効果は依頼試験・分析の件数と金額が過去最高に達したことに現れている。今後、

数値目標の達成だけでなく、相談内容のデータベース化や企業ニーズの把握に努める

ことも要望したうえで、全体としては『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

 ７    

（コメント） 
データベース化の取組みは重要であるが、その活用方法や資料の加工法に課題が

残ることが懸念される。 
問題点を方向別に示して下さるとわかりやすい。 
今後は数だけでなく、企業が何を求めているのかを探る（統計を取る）材料とし

たらどうかと思う。また、これにより研究テーマを変えていくことも必要と思う。

試験・分析内容について、地域中小企業のニーズ把握に努めるとともに、老朽化

機器の更新計画を早急に立案されたい。 
 
 

2.2 受託研究（｢名古屋発オンリーワン技術｣の開発） 

【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 
 質的な目標設定が明確でないなど、目標をもう少し具体的に示すべきであったが、

受託研究の件数および金額が順調に増加していること、受託研究終了後のアンケート

結果においても回答者全員（回答率 45.4％）が「満足」または「やや満足」と回答し

ていることなどから、『かなり達成』と評価できる。 

十分達成 かなり達成 達成 やや不十分 不十分 

 ７    

（コメント） 
依頼者からのアンケート結果「概ね満足」は、信頼度の高い結果として評価がで

きる。受託研究は工業研究所の存在意義にも大きく関係するので、積極的に取組

むべきである。 
数値目標の達成度は十分と思うが、この目標設定の意味合いが何であったかが明

確でないと、評価のための評価になってしまう。 
一般社会に強く訴えるために、センセーショナルな用語を使うことを一概に否定

しないが、何をもって「名古屋発オンリーワン技術｣と言うのか、用語の定義を

明確にされたい。 
名古屋発と、ある企業発の分別が難しいと思われるが、見極めはどうか。 
目標をもう少し具体的にはっきり示すとよい。 
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【観点２】第２期中期目標・計画への変更は適切か？ 
 第２期の目標件数の据え置きの根拠が明確ではないものの、オンリーワン受託研究

の着実な実施と研究成果の実用化を考慮するという目標設定は『かなり適切』と評価

できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

１ ５ １   

（コメント） 
オンリーワン受託研究の着実な実施と成果の実用化を考えての目標設定には、

全く問題がない。 
努力が見られる。努力目標をはっきりするとよい。 
「据え置き」の妥当性にやや疑問。根拠は何か。 
出来ればニーズ動向による選択も視野に入れて計画するのも良いかと思う。 
委託先企業の了承を得た上で、実用化された研究成果を広く広報されたい。 

 

【観点３】第２期の取組み状況は適切か？ 
 第１期の取組みの水準を概ね維持した取組み結果であったが、平成 19 年度と比較し

て件数・金額とも減少していた。これは、昨年来の経済状況の影響による取り消しが

３件あったためとのことであり、その点を考慮して『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

 ５ ２   

（コメント） 
経済情勢を考慮すれば、よくやっていると思う。 
件数、金額は減少しているが、不況の影響を考慮すれば、かなり高い水準が維

持されていると思います。 
現状の経済状況を考えれば、結果として問題はないと考える。 
景気低迷の中、良い方だと思う。 
受託研究は景気変動の影響を強く受けるものであり、件数・金額の減少にあま

りこだわる必要はない。むしろ、研究成果の実用化に向け、研究内容の充実に

取組むべき。 
継続的に取組まれている。評価できる。 

 
 
2.3 技術者の育成 
【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 
 技術者の育成として、中小企業技術者研修などの取組みを目標として掲げ、定員を

上回る研修受講者数や、受講生へのアンケートでは約９割が「概ね満足」以上の回答

をしており、技術者の育成という目的を『十分達成』と評価できる。 
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十分達成 かなり達成 達成 やや不十分 不十分 

４ ３    

（コメント） 
講習内容の選択も充分であったと思う。 
範囲の設定をはっきりとすること。企業の満足度を聞いておく。 
工業研究所の施設の規模等から考えると、所の存在意義の観点から、もう少し

意欲的に数を増やす余地はないか。申し込みの多い講座限定にするなど目標を

変更してはどうか。 
研修に対する満足度は概ね高い評価であるものの、知識・技術の習得度にはや

やバラツキが見られる。研修生の知識レベルをどの水準に合わせるのか、事前

の準備と研修後のフォローアップに努められたい。 
 

【観点２】第２期中期目標･計画の設定は適切か？ 
第１期の到達水準の維持・充実に努め、中小企業技術者研修や業界対応専門研修な

どの見直しを行った目標・計画の設定は、『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

１ ６    

（コメント） 
努力されています。評価します。 
工業研究所の工夫でコース変更することには、問題があると思えない。時代や

状況に合わせて適当に変更すればよい。 
業界対応専門研修のさらなる充実に努力されたい。 
このコース選択には基幹となるものと流動性のあるものを上手に取り入れてほ

しい。 
 

【観点３】第２期の取組み状況は適切か？ 

平成 20 年度の取組みとして、業界対応専門研修を２コース増やしたことや、出前研

修を 20 回から 40 回に増やしたことは評価できるが、いずれも定員割れとなった原因

が経済情勢の影響か企業ニーズとのミスマッチによるものかの分析がなかった。研修

の達成度は十分であるという意見もあったが、全体の取組み状況としては『適切』と

評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

 ３ ４   
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（コメント） 
この不況下での対応としては適切であったと思う。 
継続をされることに意義があり、目的をもって行ってほしい。 
達成度は十分だと思う。定員割れが単なる経済情勢の影響なのか、企業ニーズ

とのミスマッチによる企画ミスではないか、分析した上で新たな展開をしてほ

しい。 
結果を次回に反映させればよいことであるので、常に中小企業の助けとなるこ

とを考慮していれば、回数としての結果は大きな問題とはならない。 
補助金の関係から市内事業所のみを対象としているが、企業負担に差をつけて

利用していただくことも含めて市外事業所への利用拡大もご検討いただきたい

と思います。 
予算の関係上、市域外企業への出前研修の実施は困難かもしれないが、実費を

請求する等、工夫・改善を図られたい。 
 
 
2.4 業界団体との連携 
【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 

業界団体との連携を図るための取組みとして、第１期当初の５分野６団体から平成

19 年度末現在６分野７団体に増加して、３年間で計 23 回技術力強化推進会議を開催し、

業界共通の技術課題の解決に向けた中小企業団体等共同研究や業界対応専門研修を実

施したことは、高く評価できる。会議の成果として連携がどう強化されたかの評価が

必要であるが、第１期の目標の達成度からみれば『十分達成』と評価できる。 

十分達成 かなり達成 達成 やや不十分 不十分 

４ ３    

（コメント） 
中小企業は連携の機会、技術の専門研修の機会が十分ではないので、十分機能し

たと考える。 
企業の内容との関係をはっきりとすること。 
会議の成果として、連携がどう強化されたのか、評価が必要。 
業界団体との技術交流は限定的であり、広く業界団体を公募するなど改善・工夫

に努められたい。 
 
【観点２】第２期中期目標･計画への変更は適切か？ 

第 1 期の成果を踏まえて、業界団体との連携の要となる技術力強化推進会議の設置

について、22 年度までに 13 団体に増やすという目標を新たに定めたことについて、質

的な目標が定かではないが、目標とする団体数を増やしたことは『かなり適切』と評

価できる。 
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極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

 ７    

（コメント） 
第１期の成果を踏まえた上で、団体数を増やす方向性を持つことは評価できる。

努力が見られる。 
増加分の具体的な根拠があるとよい。たとえば「名古屋地域で重要な団体である

が、まだ連携ができていないものがある」など。 
業界ニーズの把握に役立つものであり、さらなる上位の目標を設定されるよう努

力されたい。 
 

【観点３】第２期の取組み状況は適切か？ 
 平成 19 年度６分野７団体から新たに２団体増やして、平成 20 年度末現在７分野９

団体に技術力強化推進会議を増やし、21 年度から新たに業界対応専門研修を 1 コース

増設することとなった取組みは評価できる。一方、同研修の定数割れは今後のあり方

に一考を要するものと考えられるほか、業界団体間の交流への取組みなども必要と思

われるので、この間の取組みは『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

 ７    

（コメント） 
取組み状況は結果を見れば十分評価できる。 
方向性と発信内容に名古屋地区の特徴を考えて下さい。 
エレクトロニクス技術、特に組込技術は多種多様であり、又、独自の環境下で行

われている為、予想外に参加者が少ないのは他に於いても同様であり、今後の在

り方は一考を要する。 
業界団体間の交流にも取組まれたい。 

 
 
評価項目３ 中小企業の技術高度化支援 
 ※ 第１期で実施していなかった事業のため、観点１は評価対象外。 

 
【観点２】第２期中期目標･計画の設定は適切か？ 

 第１期中期目標・計画の結果を踏まえて、中小企業における技術開発力やモノづく

り技術の高度化を図るため、大学、研究機関等との連携により先端技術の導入を進め

るとともに、企業の共通課題である環境関連技術やプラズマ応用技術等の新しい技術

に関する研究開発プロジェクトを推進することとし、「中小企業の技術高度化支援」と

いう新たな目標を設定したとの説明を受けた。具体的な事業内容（施策）が明確でな
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いという指摘もあったが、この目標設定自体は『極めて適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

４ ３    

（コメント） 
工業研究所の使命として、中小企業の技術高度化支援は当然のことである。技術

移転のための具体的事業内容を明確化され、強力に推進されたい。 
着眼点としては「中小企業の技術高度化支援」を推進するには適切であるが、他

の大学／研究機関等の連携の運営・オペレーションに難題があると思われるの

で、すぐに結論が出ないと思われる。 
目標設定はよいと思うが、それを実現するための具体的な施策の意味合いが必ず

しも明確でない。 
スケールをはっきりとすること。また、技術の簡単化を目指すこと。 
今から注目される技術だと思う。 

 
【観点３】第２期の取組み状況は適切か？ 
 プラズマ技術の産業応用を図るための研究開発への参画、名古屋大学エコトピア科

学研究所との環境調和型技術共同研究、(独)産業技術総合研究所中部センターとのサ

イエンスパーク研究成果活用型共同研究開発事業の継続的推進などの取組みは評価で

きるという意見が多かった。反面、個々の取組みの関係が不明確であることや、中小

企業への技術移転への取組みの明確化などの課題を指摘する意見もあり、第２期の１

年目の取組み状況は『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

１ ４ ２   

（コメント） 
工業研究所の研究能力向上のために、極めて有効である。研究内容の発表、研究

員の受け入れ等、中小企業への技術移転にさらに努力されたい。 
今後が期待される。中小企業の発展のために取組んでほしい。 
今後の活動の成果に期待しています。 
取組みは素晴らしいが、連携プロジェクトを推進する運営そのものが難しいの

で、形と名前だけの連携にならないように期待する。 
高度化支援という目標で、個々の取組みの関係が不明確。それぞれの事業がどの

ように高度化してつながっていくのか、あるいはつなげようとしているのかが見

えない。また、中小企業側のニーズとのマッチングはできているのか。 
宮城県ではすでに産業実用の段階に在るようです。 
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評価項目４ 情報提供と情報公開 
【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 

 平成 17 年４月のホームページリニューアル、ホームページアクセス回数の増加、講

演会・講習会の３ヵ年の開催件数・参加者数の増加など、積極的な情報提供に努めて

おり、第１期の目標を『かなり達成』と評価できる。なお、マスメディアの活用等に

よる一般市民向けの広報が不十分との指摘もあった。 
 

十分達成 かなり達成 達成 やや不十分 不十分 

 ６ １   

（コメント） 
非常に機能を発揮していると思う。 
努力が見える。 
情報公開の方法については、他機関の先進事例をもっと研究され、工夫をされる

といいと思います。 
マスメディアの活用等、一般市民向け広報にも努力されたい。 
ホームページのアクセスに比べて、メールマガジン登録の数が少々劣ると思われ

る。情報発信は様々な角度でなされているが、いっそすべてホームページで発信、

一部外部に出せないものはログインして情報が入手できるシステムを作れば楽

である。 
 
【観点２】第２期中期目標･計画への変更は適切か？  
 第２期においては引き続き積極的な情報提供、情報公開を進めるため、「工業研究所

の施設開放とホームページの活用を図る」ことに目標・計画を変更したことは『極め

て適切』と評価できるが、もう少し施設の活用がなされるような取組みが必要という

意見もあった。 
 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

４ ３    

（コメント） 
内容のフォーカスを定め、継続すること。 
訪問するたび、私観として施設の利用が少ないように思われる。もう少し施設の

活用がなされるような取組みが必要と思われる。 
工業研究所の活動内容が地域の中小企業にどの程度理解されているのか疑問で

あり、マスメディアの活用等広報面での工夫・改善に努められたい。 
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【観点３】第２期の取組み状況は適切か？  
 ホームページの活用を図るため、手数料の料金を掲載したり、他団体の講演会等の

リンクを張るなど努めた結果、引き続きアクセス回数を 15,000 回/月に伸ばしたこと

は評価できる。しかし、施設開放については機関評価の時点で未実施であり、目標へ

の積極的な取組みが必要であるという今後の取組み方への意見があり、この間の取組

みは『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

 ５ ２   

（コメント） 
次回の結果が待たれる取組みである。 
進め方を考えてほしい。発表会など面白い名前を考えて下さい。 
目標として掲げた以上は、積極的な取組みが必要である。 
施設開放は安全対策上の問題もあり課題も多いが、市民の理解と支援を得るため

には極めて有効であるので、是非実施されたい。 
施設開放については、工業研究所としては子供相手には理解し難いと思う。大人

（企業）相手に月１回とか２回とかを公開日として、それなりの説明者を用意し

て（１名～２名でよい）行うのが良いと思う。これにより工業研究所の知名度を

上げることは大切かと思う。是非行って欲しい。 
 
評価項目５ 業務全体の評価 
【観点１】第１期の目標・計画を達成できたか？ 

 「第１期中期目標・計画」は、「目標管理型の業務運営」に工業研究所が初めて取組

む数値目標を定めたものであった。受託研究のみ数値目標の達成に至っていないが、

他の目標はすべて達成しており、質的レベルでの達成度の評価分析が十分とはいえな

いが、総合的には当初の目標を『十分達成』と評価できる。 

十分達成 かなり達成 達成 やや不十分 不十分 

４ ３    

（コメント） 
なかなか業務を見ることは出来ないが、良くやっていると思う。 
計画的である。 
十分達成された項目も多数あるが、未達成のものもある。未達成項目の要因を十

分分析・把握するとともに、達成への努力をさらに傾注されたい。 
全体的には評価できるものの、合理化、実効性の追求の点において改善の余地が

認められる。 
 
【観点２】第２期中期目標･計画への変更は適切か？  
 第２期中期目標・計画の策定に際し、「コア技術の確立」を「コア技術の確立と産業
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応用」に変更したほか、新たに「中小企業の技術高度化支援事業」を設けるなど、観

点１で指摘した質的な目標設定を行っており、目標・計画の変更は『かなり適切』と

評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

１ ６    

（コメント） 
工業研究所の本来使命により近づいた目標・計画に変更されたことを大いに評価

したい。 
産業応用の成功が評価につながるので、十分期待できる。 
続けてほしい。 
ニーズの動向により、小さい所での身軽な変更を行うことも今後は必要かと思

う。 
 
【観点３】第２期中期目標･計画の取組み状況は適切か？  
 第２期中期目標・計画で掲げた数値目標については、経済的な逆風の中で十分な成

果を上げていない項目もあったが、第１期に引き続き概ね適切な取組み状況であった。

第２期で新たに掲げた質的目標についても着実に取組んでおり、１年目の取組みとし

ては『かなり適切』と評価できる。 

極めて適切 かなり適切 適切 やや不適切 不適切 

２ ５    

（コメント） 
この経済的逆風の中での評価を考えるとしっかり取組んでいると思う。 
過去の実績から検討されたと思われる取組み状況は適切である。 
継続してほしい。 
公設試験研究機関として、数値目標による評価のみならず、研究内容の充実度に

よる評価もすべきであり、評価指標の再検討も必要である。 
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４ 指摘事項に対する工業研究所の対応 

機関評価委員のコメント中の指摘事項に対する工業研究所の対応は、以下のとおり。 

（１）評価項目に関する指摘事項 

評価項目１ コア技術の確立と産業応用 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

○コア技術の設定について 

• コア技術の重要性を示すこと。 

• 地域中小企業のニーズとの関係を明確にするこ

と。 

• コア技術そのものが時代と共に変わることに気

配りが必要。 

• 時期的な問題と、企業の観点も含めるとよい。

• 個々の技術からコア技術を選択した基準を明確

にすること。 

• 既存の産業形態の改善のみでなく、手法そのも

のの在り方の研究も必要。 

平成23年度からの第３期中期目

標・計画の策定にあたっては、

相談内容を分析し、企業ニーズ

に見合ったコア技術を設定し、

設定基準を明らかにするなど、

ご指摘の各事項を反映するよう

に努めます。 

○コア技術の評価について 

• 目標として設定したコア技術がどのように確立

されたかという評価を行うこと。 

• まとめ方として、効果が見えるように示すこと。

• どの程度産業化されたのか、具体的売り上げ数

値の把握等に努めること。 

コア技術を確立するために実施

する指定研究等の成果につい

て、コア技術確立の観点から達

成状況を評価するなどのしくみ

作りを目指します。 

○試作センター構想について 

• 限られた財政事情の中でどう具現化していく

か、実際的な検討が必要。 

• 仮に実現できないとしても、その機能をどう実

現するかを明らかにすること。 

厳しい財政状況における限られ

た予算の中でも、工業研究所の

マンパワーを活かした計画的な

対応を検討します。 

○今後の取組み方について 

• 産業応用というキーワードは実効性、実質性、

現実性につながって行くので、今後、中・長期

的にも柱とすること。 

• 工業研究所の有する「特許」等の知的所有権の

利用促進にも努めること。 

産業応用は、今後も柱とすべき

方針と考えています。特許もそ

の観点から、実用的な特許取得

を目指します。 

 

評価項目２ モノづくり中小企業総合技術支援事業 

2.1 技術相談 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

• 技術相談とそこから波及した技術移転との関係

を分析・評価すること。 

技術相談の対応事例の共有化な

ど、職員の質的向上を図ります。
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• 技術相談内容の分析を踏まえた活動の質を評価

すること。 

• 訪問先対象企業を広げていくために、マスメデ

ィアへの働きかけ等制度の一層のＰＲに努める

こと。 

• 「出向きます」技術相談に従事した研究員の経

験を整理・蓄積し、レベルの均一化に努めるこ

と。 

• 技術相談によって企業ニーズを把握し、またそ

れにより研究テーマの変更も検討すること。 

また、相談内容の分析と企業ニ

ーズの把握に基づき、依頼試験、

受託研究等の発展や、コア技術

の見直し等に努めます。 

 

2.2 受託研究（｢名古屋発オンリーワン技術｣の開発） 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

• 「名古屋発オンリーワン技術｣の開発という言

葉の定義を明確にすること。 

• 数値目標以外の中期目標・計画の目標設定の意

味合いをもう少し具体的にはっきり示すこと。

• 研究成果の実用化に向け、研究内容の充実に取

組むこと。 

• 委託先企業の了承を得た上で、実用化された研

究成果を広く広報すること。 

技術課題の解決を求める中小企

業の技術相談や依頼試験を、受

託研究へ発展させることにより

数値目標の達成を目指すととも

に、顧客満足度を高めるように

努めます。 

 

  

2.3 技術者の育成 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

○研修コースの設定について 

• 企業の満足度を聞き、範囲の設定をはっきりす

ること。 

• 申し込みの多い講座限定で目標を変更するな

ど、もう少し意欲的に数を増やす余地がないか

検討すること。 

• 時代や状況に合わせて適当に変更すること。 

• 基幹となるものと流動性のあるものを上手に取

り入れること。 

• 定員割れの原因をしっかり分析した上で新たな

展開をすること。 

技術相談、受託研究等さまざま

な機会を捉えて研修に対する企

業ニーズを把握し、それらに見

合った研修コースの設定に努め

ます。 

• 研修生の知識レベルをどの水準に合わせるの

か、事前の準備と研修後のフォローアップに努

めること。 

フォローアップ相談の実施、企

業へのアンケート調査等の方法

について検討します。 

• 予算の関係上困難かもしれないが、市域外企業

への出前研修等の利用について工夫・改善を図

ること。 

市域外企業への拡大について、

妥当性も含めて検討します。 
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2.4 業界団体との連携 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

○今後の連携の進め方について 

• 企業のニーズを踏まえた中小企業の業界団体と

の連携を検討すること。 

• より広く業界団体を公募するなど改善・工夫に

努めること。 

• 名古屋地区の特徴を考えた連携の方向性と発信

内容を検討すること。 

• 連携する業界団体の増加について、具体的な根

拠を明らかにすること。 

• 業界団体間の交流にも取組むこと。 

• 業界と協議して汎用性のあるテーマを設定して

も、個々の企業の課題、条件により参加者が少

ないことは今後もあり得ることであり、事業の

あり方について検討が必要。 

これまで、連携可能な業界団体

との連携を優先的に取組んでき

ました。 

今後は、ご指摘の点を踏まえ、

当地域の特徴等を考慮した連携

先の検討や、業界団体間の交流

等の取組みを検討します。 

• 会議の成果として、連携がどう強化されたのか、

評価が必要。 

団体との共同事業の実施など、

連携の質的評価の方法について

検討します。 

 

評価項目３ 中小企業の技術高度化支援 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

• スケールをはっきりとすること。 

• 技術の簡単化を目指すこと。 

• 目標を実現するための具体的な施策の意味合い

を明確にすること。 

• 技術移転のための具体的事業内容を明確にし、

強力に推進すること。 

• 高度化支援という目標で、個々の取組みの関係

を明確にすること。 

• 研究内容の発表、研究員の受け入れ等、中小企

業への技術移転にさらに努力すること。 

中小企業への技術支援を担う立

場から、連携している研究機関

と協力して、それぞれの技術の

最適化を図ります。また、具体

的な目標を設定し、中小企業へ

の技術移転に努めます。 
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評価項目４ 情報提供と情報公開 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

○情報発信について 

• 情報公開の方法については、他機関の先進事例

をもっと研究し、工夫すること。 

• メールマガジンの登録数の増加に努めること。

• 情報発信の効率化の観点から、すべての情報を

ホームページで発信し、一部外部に出せないも

のはログインして情報が入手できるシステム等

について検討すること。 

• マスメディアの活用等、一般市民向け広報にも

工夫・努力すること。 

• 内容のフォーカスを定め、継続すること。 

• もう少し施設の活用がなされる取組みが必要。

• 発表会で面白い名前を考えるなど、情報提供の

進め方を考えること。 

ご指摘の各事項について、情報

発信のさらなる改善に努めま

す。 

• 希望を募るなどして、メール

マガジンの登録者数の増加に

努めます。 

• 情報の保護に配慮しながら、

ホームページ掲載情報の拡大

に努めます。 

• 目標を設定して、市民向け広

報に努めます。 

 

○施設開放について 

• 施設開放は市民の理解と支援を得るために極め

て有効であり、是非実施すること。 

• 工業研究所の施設開放は、子供には理解し難い

と思われるので、大人（企業）相手に行うこと。

施設開放については、第２期の

期間中（平成 22 年度まで）に実

現できるよう、早急に取組みを

行います。 

 

評価項目５ 業務全体の評価 

外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

• 全体的には評価できるものの、合理化、実効性

の追求の点においてさらに改善すること。 

• 未達成項目の要因を十分分析・把握し、達成へ

の努力をさらに傾注すること。 

• ニーズの動向により、小さい所での身軽な変更

を行うことも今後は必要。 

• 公設試験研究機関として、数値目標による評価

のみならず、研究内容の充実度による評価もす

べきであり、評価指標の再検討も必要。 

今後の業務の遂行にあたって

は、数値目標の他、コア技術の

確立について達成目標を設定

し、質的な評価も行っていただ

けるよう目標設定に努めるな

ど、ご指摘の各事項を十分考慮

して取組みます。 
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（２）評価項目以外の指摘事項 

【全体を通してのコメント】 
外部評価委員の指摘事項 当所の対応 

個別の評価項目について達成度を見ることはもち

ろん作業の前提として必要なことであるが、加え

て、それらを結合して、全体的な評価をしなけれ

ば、第三者に対する説明としては不十分。 
内部評価の平均が4.5と聞いても、「がんばりまし

たね」としか言いようがない。その結果として、

組織の活動目的がどのように達成され、利用者か

ら客観的に評価されるようになったのか、総括的

な検証が必要。 

当所の使命に基づき、利用者側

の視点に立った目標設定に努め

るとともに、評価の際に達成状

況の分析を行うなど、総合的な

内部評価ができるように努めま

す。 
 
 

限られた予算等、制約が多い中で、日々地域中小

企業の技術支援、産業応用化支援等に努力されて

おり、敬意を表します。研究員のモチベーション

をいかに高め、工業研究所の本来使命をいかに達

成していくか、苦労も多かろうと思います。単年

度予算主義の弊害が見られるところもありますの

で、エージェント化等の取組みも今後の検討課題

かと思いますが、地域中小企業の技術支援の砦と

して今後の活躍・発展を大いに期待します。 

目標を明確にした業務運営や外

部評価の実施により、研究員の

目的意識的な業務の遂行に努め

ていますが、今後の目標・計画

の策定の際、研究員の育成方針

を定めるなど、研究員の資質の

向上に努めます。 

工業（産業）の基幹となる技術研究所としての在

り方と、今後必要とされる新技術の先取り的研究

をどう相容れていくか。受託研究は元々研究発表

の一環としてであり、その中から必要とする技術

を研究する機関であってほしいと思う。 

中小企業への新技術の技術移転

を目指す立場から、今後必要と

される新技術の開発研究を行

い、その産業応用に努めます。
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５ 機関評価委員会開催記録 
 

５-１ 第 1 回機関評価委員会 

(1) 日時  平成２１年７月１６日（木） １３：００～１５：００ 

(2) 場所  工業研究所 第３会議室 

(3) 出席者  

【委員】沖 猛雄、立石 裕、今村 順、九鬼綾子、坂井 裕、妹尾和彦、森田 隆 

【工業研究所】濱田所長、宿利副所長、平野参事、内藤機械金属部長、粟生材

料化学部長、三宅電子情報部長、坂野総務課長、竹内技術支援

室長、増尾主幹、林主幹、秋田主任研究員、夏目主任研究員 

(4) 議事 

1）委員長選出、委員長代理指名 

2）工業研究所の概要説明 

3）機関評価の進め方の説明 

4) 意見交換・質疑応答 

5) 工業研究所の見学 

 
 
５-２ 第２回機関評価委員会 

(1) 日時  平成２１年９月３日（木） １４：００～１７：００ 

(2) 場所  工業研究所 第５会議室 

(3) 出席者  

【委員】沖 猛雄、立石 裕、今村 順、九鬼綾子、坂井 裕、森田 隆 

【工業研究所】濱田所長、宿利副所長、平野参事、内藤機械金属部長、粟生材

料化学部長、三宅電子情報部長、坂野総務課長、竹内技術支援

室長、増尾主幹、林主幹、秋田主任研究員、夏目主任研究員 

 

(4) 議事 

1) 第２回委員会の進め方の説明 

2）評価項目の説明と評価 
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５-３ 第３回機関評価委員会 

(1) 日時  平成２１年１０月１３日（火） １４：００～１７：００ 

(2) 場所  工業研究所 第３会議室 

(3) 出席者  

【委員】立石 裕、今村 順、九鬼綾子、坂井 裕、森田 隆 

【工業研究所】濱田所長、宿利副所長、平野参事、内藤機械金属部長、粟生材

料化学部長、三宅電子情報部長、坂野総務課長、竹内技術支援

室長、増尾主幹、林主幹、秋田主任研究員 

(4) 議事 

1) 機関評価報告書について 

2）指摘事項への対応、報告書の公表について 
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平成２１年度 
名古屋市工業研究所 機関評価委員名簿 

 
（50 音順・敬称略） 

氏  名 所  属 ・ 役  職  名 

 今村 順   中部金属熱処理協同組合 理事長 
（日高工業株式会社 代表取締役社長） 

◎沖 猛雄  名古屋大学 名誉教授 

 九鬼綾子  ミックインターナショナル株式会社 代表取締役 

 坂井 裕 中部エレクトロニクス振興会 監査役 
（株式会社ユタカ電子 代表取締役） 

 妹尾和彦   愛知県工業塗装協同組合 副理事長 
（妹尾塗装工業株式会社 代表取締役社長） 

○立石 裕  独立行政法人産業技術総合研究所 
中部センター 所長代理 

 森田 隆  名古屋商工会議所 理事･産業振興部長 

    （注）◎：委員長 ○：委員長代理 
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名古屋市工業研究所機関評価委員会設置要綱 
 

 
（目的） 
第 1 条 名古屋市工業研究所（以下「研究所」という。）の効率的・効果的な組織運

営、資源の重点的・効率的配分及び市民への業務実態の公開を図るため、研究所に

機関評価委員会（以下「委員会」という。）を設置し、研究所の業務（研究課題を

除く。）に関する客観的な外部評価（以下「機関評価」という。）を実施する。 
 
（評価の実施） 
第 2 条 機関評価は、3 年ごとに実施する。 
 
（委員会の構成） 
第 3 条 委員会は、7 名の委員で構成する。 
２ 委員は、機関評価を実施する年度に、外部の有識者・専門家から十分な評価能力

を有し、かつ、公正な立場で評価を実施できると認められる者を市長が委嘱し、そ

の事務を委託する。 
３ 委員の任期は委嘱の日から機関評価を実施する年度末までとし、再任はこれを妨

げない。 
４ 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱し、その委員の任期は、前委員の

残任期間とする。 
 
（委員の責務） 
第 4 条 委員は、機関評価にあたって公平かつ厳正にこれを行うとともに、知り得た

秘密を漏らしてはならない。秘密の保持については委嘱期間経過後も同様とする。 
 
（委員会の業務） 
第 5 条 委員会は、名古屋市工業研究所長（以下「所長」という。）の要請に基づき

評価を行う。 
２ 委員会は、評価方法及び内容を協議、決定する。 
３ 委員会は、事務局に対し、必要な資料及び情報の提供を求めることができる。 
４ 委員会は、評価結果に基づき外部評価報告書を作成する。 
５ 委員会は、外部評価報告書をもって評価結果を所長に報告する。 
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（委員長） 
第 6 条 委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。 
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 
３ 委員長は、委員長が委員会を欠席する場合等に備えて、あらかじめ委員長代理を

指名する。 
４ 第 3 条第 3 項の規定は、委員長の任期について準用する。 
 
（委員会の開催） 
第 7 条 委員会は、委員長が招集し、議長は委員長がこれをつとめる。 
２ 委員会は、委員総数の 2 分の１以上が出席しなければ開催することができない。 
 
（評価結果の公開） 
第 8 条 所長は、機関評価報告書を研究所ホームページ等を利用して、市民にわかり

やすい方法ですみやかに公開する。 
 
（事務局） 
第 9 条 委員会の事務を処理するため、研究所技術支援室に事務局を置く。 
 
（謝金） 
第 10 条 委員には、委員会の会議及び関係職員による説明の場への出席に係る謝金

を支給する。謝金額は日額 12,300 円とする。 
 
（その他） 
第 11 条 この要綱に定めるものの外、委員会の運営に関し必要な事項は、別途協議

して定める。 
 
附 則 
この要綱は、平成 18 年 7 月 3 日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、平成 21 年 6 月 4 日から施行する 


