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平成２１年度名古屋市工業研究所機関評価報告書（概要） 

 

1 はじめに 

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。

今回は平成 18 年度に続く２回目の機関評価である。 

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。 

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。 
 
 
２ 評価方法 
 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？ 
 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。 
 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の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 
評価項目１ コア技術の確立と産業応用 
【観点１】 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、指定、

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、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おり、『かなり達成』と評価できる。 
【観点２】 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。 
【観点３】 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が、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もあるので、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。 
 
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】 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。その結果、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、第１期の目標・計画を『十分達成』と評価できる。 

【観点２】 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。 

【観点３】 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。 
 
2.2 受託研究（｢名古屋発オンリーワン技術｣の開発） 
【観点１】 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。 
【観点２】 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
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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。 
【観点３】 第１期の取組み水準を概ね維持していたが、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。 

 
2.3 技術者の育成 
【観点１】 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、

『十分達成』と評価できる。 
【観点２】 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。 
【観点３】 平成 20 年度に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、全体としては『適切』と評価できる。 
 
2.4 業界団体との連携 
【観点１】 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団体との間で「技術力強化推進会議」を設置し、３

年間で計 23 回会議を開催し、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。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、目標達成度からみれば『十分達成』と評価できる。 

【観点２】 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。 

【観点３】 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。 
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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ことなどから、目標設定自体は『極めて適切』

と評価できる。 
【観点３】 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。 
 
評価項目４ 情報提供と情報公開 
【観点１】 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。 
【観点２】 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」ことへの目標・計画の変更は『極めて適切』と評

価できる。 
【観点３】 ホームページの活用を図るため、手数料料金を掲載したり、他団体の講

演会等へ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。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意見があり、『かなり適切』と評価できる。 
 
評価項目５ 業務全体の評価 
【観点１】 「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。 
【観点２】 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
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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。 
【観点３】 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。 
 
 

中期目標・計画(平成 20 年度～平成 22 年度)［抜すい］ 

（１）コア技術の確立と産業応用 

 工業研究所で実施する中小企業への支援策は、工業研究所が保有する得意技術と得

意技術を基礎に確立するコア技術に基づいて展開し、一定の成果が得られた技術は中

小企業への移転を図る。 

（２）モノづくり中小企業総合技術支援事業 

 工業研究所は、中小企業や業界団体のパートナーとして、本事業により積極的な技

術支援を展開する。 
①技術相談 

 来所、電話、電子メールのほか、出張による技術相談（「出向きます」技術相談）を

積極的に実施する。その技術課題には技術指導、試験・分析等により対応する。 
②受託研究 

 高付加価値の新製品、新技術開発を目指した研究や実用化における技術課題の解決

に向けた研究を意欲ある企業から受託し実施する（「名古屋発オンリーワン技術開発」）。 
③技術者の育成 

 技術、技能の伝承や、モノづくり離れなどの課題に対応した産業人材育成を進める

「なごやモノづくりカレッジ技術者養成事業」を実施する。 
④業界団体との連携 

 業界団体との間で連携協議の場を設け、業界共通の技術課題の解決に向けた共同研

究や企業技術者の養成等に関する協働プログラム（「モノづくり基盤技術産業協働プロ

グラム」）を策定し、幅広く業界ニーズにマッチした支援事業を実施する。 

（３）中小企業の技術高度化支援 

 大学、研究機関等との連携による先端技術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製造技術に関する研究開発プロジ

ェクトを実施する。 
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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 

 
 

機関評価委員会の開催記録 

第１回機関評価委員会 
 日時： 平成２１年７月１６日（木） １３：００～１５：００ 
 内容： 委員長・委員長代理の選任、工業研究所の概要説明と所内見学、機関評価

の進め方の説明 
 
第２回機関評価委員会 
 日時： 平成２１年９月３日（木）  １４：００～１７：００ 
 内容： 委員による評価（評価票の記入） 
 
第３回機関評価委員会 
 日時： 平成２１年１０月１３日（火） １４：００～１７：００ 
 内容： 機関評価報告書のとりまとめ 


