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Ⅰ

地方独立行政法人大阪市立工業研究所の概要
１ 現況
（１）設立目的
工業に関する科学的研究を行うとともに、その研究成果の実用化及び工業技術の高度
化を図ることにより、企業に対する支援を行い、もって地域経済及び産業の発展に寄与
する。
（２）事業内容
① 工業に関する研究、調査、普及その他の事項に関すること
② 工業技術に関する試験、研究、調査、支援その他の依頼に応じること
③ 工業技術に関する研究又は産業の振興に関して施設及び設備を使用させること
④ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと
（３）事業所の所在地
大阪府大阪市城東区森之宮一丁目 6 番 50 号
（４）沿革
大阪市立工業研究所は、平成 20 年 4 月、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法
人へ移行し、地方独立行政法人大阪市立工業研究所となる。
（５）役員の状況
理事長
喜多 泰夫
理

事

水田 憲男

理

事

中許 昌美

監

事

佐々木

寛治（非常勤）

（６）資本金の状況
4,853,124,600 円

（全額大阪市出資 平成 24 年 3 月 31 日現在）

（７）職員の状況
94 名（事務員 14 名、研究員 80 名）（平成 24 年 3 月 31 日現在、役員を除く）
（８）組織
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２ 基本理念
大阪地域の基幹産業であるものづくりの競争力強化に向け、
「迅速」
「柔軟」
「連携」をモ
ットーに、産業界の将来を見据えた幅広い技術シーズの創出及び中小企業に対して研究企
画から製品化まで一貫した技術支援を行うことができる中核的技術支援研究機関を目指す。
３ 第 1 期中期計画の取り組み目標
（１）大阪産業の持続的発展のための研究開発の推進
（２）独自開発の研究成果等の活用による技術支援サービスの強化
（３）研究成果等の普及推進及び知的財産の活用
４ 法人運営
地方独立行政法人として、組織、人事、財務など経営の基本的事項について自己責任の
もとで実施し、透明で自立的な運営を行う。また、効率的、効果的な試験・研究・普及事
業を行うとともに、人事制度や財務会計制度について弾力化を図る。明確な年度計画を設
定した上で、目標を達成し、もって地域中小企業の振興や大阪産業の活性化に寄与する。

Ⅱ

平成 23 年度業務の全体概況
平成 23 年度は、大阪市立工業研究所にとって法人化 4 年目の事業年度にあたり、過去 3 年間

（平成 20～22 年度）の業務実績と課題を基に、大阪市長から指示を受けた中期目標の達成に向
けた取り組みを強化するとともに、法人経営の安定向上に向けて業務改革を進めた。
その結果、
企業ニーズに基づいた研究開発の推進、技術支援サービスの強化と利便性の向上、
研究成果等の普及促進と知的財産の積極的な活用など、以下に示すように年度計画における目
標を達成し、順調に推移した。
第１ 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に
取るべき措置
１

大阪産業の持続的発展のための研究開発の推進

（１）産業界の技術開発動向や企業ニーズの的確な把握
ア 情報収集の強化
（ア）技術相談を通じた研究開発ニーズの把握
技術相談業務を研究開発ニーズ把握のための重要ツールと位置付け、面談、電話、ファ
ックスのほか E メールも積極的に活用した。
・技術相談件数 24,878 件（22 年度 24,031 件）
・うち E メールによる件数

5,644 件（22 年度 4,218 件）

無料の出張技術相談を行うビジットカンパニー事業を通じて、最新の企業ニーズの把握
に努めた。
・訪問研究員 延べ 203 名（22 年度延べ 133 名）
・訪問企業（機関）数 159（22 年度 85）
・新規開拓（市工研未利用）企業（機関）数
・受託研究の新規獲得 10 件（22 年度 19 件）
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90（22 年度 26）

市工研の保有技術や最新の技術シーズの情報提供を行う、技術情報セミナー、技術シー
ズ発表会・特許フェア等 17 件の各種イベントを開催し、参加企業と産業界の技術動向の
共有を図った。
市工研利用者やイベント参加者への各種アンケート調査を実施し、市工研の利用実態や
企業支援サービスに対する企業ニーズ等を把握するとともに、産業界の技術動向につい
て情報収集を行った。
（イ）業界団体等が主催する研究会等における情報収集
業界団体等が主催する 15 に及ぶ研究会等に研究員が参加して、積極的に情報発信すると
ともに、研究企画の立案並びに産業界の技術動向や課題に関する情報の収集を行った。
・参加回数 延べ 227 回（22 年度延べ 239 回）
・研究員 1 人あたりの参加回数 2.8 回（22 年度 3.0 回）
（ウ）学協会活動を通じた情報収集
研究員が積極的に学協会活動に参加して、産業界の潜在的なニーズや最新の研究動向に
関する情報収集を行うとともに、研究成果等の発表を行った。
・発表数 226 件（22 年度 215 件）
・研究員 1 人あたりの発表数

2.8 件（22 年度 2.7 件）

イ 企業とのネットワークづくりと積極的な情報収集を行う体制の整備
（ア）自主企画研究会の運営
下記の 3 つの研究会活動を通じて、会員企業と多種多様な意見交換を行うことができた。
①バイオ産業研究会（20 年度設置）
・会員数 63 名（企業 37 名、大学等関係者 6 名、市工研 20 名）
・活動概要 総会、役員会 2 回、講演会 2 回、見学会 1 回
・会員企業の支援実績（23 年度） 受託研究 10 件、特許出願 2 件
②元素ハイブリッド研究会（21 年度設置）
・会員数 44 名（企業 29 名、大学等関係者 10 名、市工研 5 名）
・活動概要 総会、講演会及び企業見学会 1 回
・会員企業の支援実績（23 年度） 受託研究 4 件、特許出願 2 件
③次世代光デバイス研究会（22 年度設置）
・会員数 84 名（企業 59 名、大学等関係者 7 名、市工研 18 名）
・活動概要 総会、講演会 1 回、講習会 1 回
・会員企業の支援実績（23 年度） 受託研究 19 件
（イ）企画部による企業支援・産学官連携の強化
新規に増員したコーディネーターを中心に、中小企業支援のための産学官連携情報、科
学技術に係る国の施策に関する情報などの収集と所内共有に努め、また、市工研の研究
シーズと企業ニーズのマッチングに積極的に取り組み、企業支援体制を強化した。
外部資金獲得に向けて取り組み、公募事業による産学官連携研究、科学研究費による研
究（１（２）参照）
、並びにプロジェクト研究（１（３）参照）の立ち上げに寄与した。
大阪市立大学と締結した包括連携協定に基づき、企業支援の強化を目指した産学官連携
活動及びキャリア形成を含めた幅広い人材育成を協力して推進するために、人材育成・
共同研究・企業支援のワーキンググループを設置し、取り組みを推進した。
グリーン産業及びナノテクノロジー産業の支援強化を図る産学官連携のプラットホーム
である「おおさかグリーンナノコンソーシアム」では支援情報の提供と会員間の連携強
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化に取り組んだ。
・参画機関数 50 企業（60 機関）
・フォーラム開催 2 回（参加者 各 114 名、126 名）
中小企業支援のために、各種セミナー・講演会・講習会・施設見学会等を企画・実施し
た。
経済産業省の 2 件の戦略的基盤技術高度化支援事業に係る管理法人の役割を主体的に担
い、積極的な企業支援を行った。
基盤研究及び受託研究の研究成果に基づく知的財産保有に向けた支援業務を担当し、企
業との共同特許出願や特許の新規登録等の実績につながった。（３(2)ウ参照）
市工研利用者の利用実態・課題解決度・企業ニーズについて把握し、支援サービスのさ
らなる充実を図る目的で、利用者へのアンケート調査を 2 回（利用に関する調査、イベ
ントアンケート）実施した。
（２）独創的で先進的な研究開発の推進
中小企業の多様なニーズに応えるために、先導的な研究開発を推進する分野として、地
域産業界に貢献し得る重点 5 分野、16 項目について、68 テーマの基盤研究を実施した。
研究成果については、下記のような実績を上げ、研究員 1 人あたりの研究発表（研究論
文、学会発表）の件数は年度計画で定めた数値目標（3 件以上）を達成できた。
・口頭発表 226 件（22 年度 215 件）
・論文掲載 61 件（22 年度 63 件）
・技術解説等 54 件（22 年度 54 件）
・依頼講演等 155 件（22 年度 220 件）
・特許出願 16 件（22 年度 21 件）
・学協会等表彰 5 件（22 年度 7 件）
・研究員 1 人あたりの研究発表（研究論文、学会発表）の件数

3.6 件（22 年度 3.5 件）

産業界の技術課題の解決を図るため、自己資金による研究のみならず、科学研究費によ
る研究、公募事業による研究、研究助成金による研究、委託を受けた共同研究を実施し
た。これらの外部資金による研究は 31 件（22 年度 34 件）に達した。
①科学研究費（新規 5 件、継続 9 件）
②公募事業
・経済産業省関連

提案公募型研究（新規 3 件、継続 2 件）

・(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）関連 提案公募型研究（継続 2 件）
・(独)科学技術振興機構(JST)関連 提案公募型研究（新規 6 件、継続 1 件）
③研究助成金（継続 2 件）
・(財)発酵研究所 一般研究助成金
・(財)天田金属加工機械技術振興財団 一般研究開発助成
④共同研究（継続 1 件）
・(社)西日本プラスチック製品工業協会
研究成果の普及のため企業への積極的な技術移転により、10 件が製品化・商品化された。
（３）プロジェクト研究の推進
新産業の創出を促す技術革新につながるナノテクノロジー関連、環境・エネルギー関連、
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高機能性材料関連、バイオテクノロジー関連の 4 重点研究分野において、産学官の連携
及び研究部間の連携により実施する 10 研究（大テーマ 12、小テーマ 15）を、プロジェ
クト研究と位置付け、研究分野の区分を越えた融合研究に取り組む時限的な 10 のプロジ
ェクト研究班を設置し、研究開発を限られた期間においてより効率的・効果的に推進し
た。
研究成果については、下記のような実績を上げ、また、これらの活動によって 1 件の試
作化と 1 件の製品化につながった。
・口頭発表等 38 件（22 年度 43 件）
・論文掲載 10 件（22 年度 17 件）
・技術解説等 6 件（22 年度 29 件）
・依頼講演等 13 件（22 年度 40 件）
・特許出願 5 件（22 年度 6 件）
・展示会出展 11 件（22 年度 12 件）
おおさかグリーンナノコンソーシアムによる産学官連携の枠組みを通じて、プロジェク
ト研究の創生に取り組み、その研究成果に基づき、製品化に至るとともに、公募事業に
応募して採択された。
（４）大学・研究機関、企業等との連携強化及び企業間連携の促進
ア 大学の共同研究員制度、国立共同研究機構の施設を活用した共同研究
大学の共同研究員制度、客員研究員制度等を活用して共同研究 10 件（22 年度 9 件）を実
施した。研究成果に関して、学協会等における口頭発表 8 件、論文発表 22 件を行った。
・大阪大学接合科学研究所

5 件（22 年度 5 件）

・大阪大学超高圧電顕センター 1 件（22 年度 1 件）
・大阪府立大学 1 件（22 年度 1 件）
・奈良先端科学技術大学院大学 3 件（22 年度 2 件）
イ 大学等研究機関との連携による共同研究
包括連携協定を締結した大阪市立大学との間の 4 件の共同研究を含め、国内の 22 大学お
よび 3 研究機関との間で、総数 60 件の基盤研究テーマに基づく共同研究を実施した。
ウ 大阪産業創造館におけるセミナー等の開催
大阪産業創造館との協力関係により、セミナーの企画運営や集客活動に取り組み、技術
シーズ発表会や技術情報セミナーなど計 5 件（22 年度 7 件）のイベントを大阪産業創造
館において共同で開催した。
エ 大阪産業創造館との連携による事業化支援
地域新生コンソーシアム事業の研究成果の事業化に向けた補完研究 2 件を管理法人であ
る(財)大阪市都市型産業振興センターと連携して実施した。
おおさかナレッジ・フロンティア推進機構（KFO）のコーディネートにより「戦略的基盤
技術高度化支援事業（経済産業省）
」に企業と共同で応募し、採択された。
オ おおさかグリーンナノコンソーシアムによる産学官連携
大阪市経済局と共催でグリーンナノフォーラムを 2 回開催した。
コンソーシアムの会員企業と共同で nanotech 2012 国際ナノテクノロジー総合展・技術
会議に参加した。
「グリーンナノコンソーシアム探索研究事業」を実施し、会員企業 3 社との間で 3 件の
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共同研究を行った。
会員企業 2 社が連携し、
「研究テーマ公募型共同研究開発事業」に応募し、採択された。
コンソーシアムの会員企業 2 社と共同で「戦略的基盤技術高度化支援事業（経済産業省）」
に応募し、採択された。
会員企業 1 社および大阪大学との産学官連携で「研究成果最適支援事業 A-STEP FS ステ
ージ シーズ顕在化タイプ（(独)科学技術振興機構）」に応募し、採択された。
会員企業との共同出願等を基に、4 テーマについてプロジェクト研究等の研究活動に取
り組んだ。
カ 受託研究企業と異分野企業との連携
市工研がコーディネーターとなり受託研究企業と異分野企業との連携を支援し、製品開
発のための共同開発 9 件（22 年度 9 件）に貢献した。
キ 研究テーマ公募型共同研究開発事業
環境・エネルギー分野において新製品や新技術の開発、新分野への進出等を目指す大阪
市内ものづくり中小企業から、市工研の技術シーズを活用した共同研究開発のテーマを
募集し、5 件の事業を実施した。
ク その他の連携事業
大阪産業創造館の「ビジネスチャンス倍増プロジェクト」に市工研の利用企業 30 社を紹
介し、その中の 15 社が相手企業（39 社）とのマッチング展開に進んだ。
(財)大阪国際経済振興センターの「海外展開支援プロジェクト」を紹介するセミナーを
市工研で開催した。
大阪府立産業技術総合研究所と連携し、
「府市若手研究員交流会・施設見学会」を市工研
で開催し、また、
「府市連携技術情報セミナー（第 2 回技術情報セミナー）」を大阪産業
創造館で開催した。
前年度末に包括連携協定を締結した大阪市立大学とは、人材育成・共同研究・企業支援
の 3 つのワーキンググループを設置し、連携強化の取り組みを図った。
２

独自開発の研究成果の活用による技術支援サービスの強化
(1) 技術相談サービスの充実
ア 来所又は電話による無料技術相談及び出張技術相談
来所面談、電話、E メール等による技術相談を実施した。
・技術相談件数 24,878 件（22 年度 24,031 件）
技術相談窓口に専門知識を有する研究員を常時配置するとともに、企画部と連携し、窓
口情報の更新等による利便性の向上とワンストップ機能の強化を図った。
セミナー会場や展示会場等において、また、ビジットカンパニー事業を通じて、無料の
出張技術相談を実施した。
（１（１）ア（ア）参照）
22 年度以前にビジットカンパニー事業により訪問した企業に対して、今年度、受託研究
2 件、共同特許出願 1 件の技術支援サービスを実施することができ、さらに、公募事業
の採択 1 件の成果が得られた。
イ E メール又はファックスによる技術相談
E メール及びファックスによる技術相談を実施した。
・E メール

5,644 件（22 年度 4,218 件）
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・ファックス 184 件（22 年度 158 件）
技術相談専用 E メールアドレスを新設し、E メールによる技術相談に対してより迅速な
対応を図った。
ウ コンサルティング業務
企業の研究計画や製造プロセス改良計画の作成などの支援のために、研究員の知識や経
験を活用する有料で継続的なコンサルティング業務を 107 件（22 年度 81 件）実施した。
(2) 依頼試験分析等の利便性
依頼試験分析は、件数及び手数料収入額とも前年度から大幅に増加した。これらは主と
して、今年度新規に次世代光デバイス評価支援センターを開設し、
「光源・照明器具」の
項目にかかる試験分析を新規に開始したことによるものである。
・件数 10,717 件（22 年度 7,591 件）
・手数料収入額 5,434 万円（22 年度 4,082 万円）
試験法が確立されていない、若しくは、既存の試験法では対応できない試験分析につい
ては、依頼者の要望に沿った内容の受託研究（試験分析型）として実施した。
・受託研究（試験分析型）

317 件（22 年度 303 件）

ア E メール、ファックス、郵便等での事前予約
依頼試験分析や装置使用等について、前年度に引き続き E メール、ファックス、電話等
による事前予約を受け付けて実施した。特に E メールにより、企業の試料調製に合わせ
た試験分析日や測定機器利用日の予約を受け付けて、業務を効率的に行った。
イ 手数料等の銀行振込
依頼試験分析や受託研究の手数料等については、20 年度から銀行振込による支払いを可
能としており、特に、依頼試験分析では利用件数及び利用割合（総利用数に対する割合）
は年毎に大幅に増加しており、利用者の要望に応えることができた。
・利用件数（総利用数に対する割合） 20 年度 154 件（8.5％）
21 年度 239 件（13.7％）
22 年度 316 件（19.2％）
23 年度 511 件（26.0％）
ウ 試験分析機器の半日単位の利用制度
試験分析機器について、20 年度から半日単位の利用制度を実施しており、半日使用の件
数及び利用割合（総利用数に対する割合）は年毎に大幅に増加しており、利用者の要望
に応えることができた。
・利用件数（総利用数に対する割合） 20 年度 240 件（33.8％）
21 年度 319 件（57.8％）
22 年度 409 件（60.3％）
23 年度 480 件（64.9％）
エ 試験分析機器の利用提供範囲の拡大
高度な機器装置の利用機会の拡大に向けて、機器使用料にかかる大阪市の認可を受け、
ライセンス制度の実施に必要な各機器の使用料の算定や利用手続き等の細目を決定した。
機器使用法の指導により未習熟者のスキルアップを図るために、技術指導料にかかる大
阪市の認可を新たに受け、技術指導の実施に必要な習熟度の判定、指導料の算定、利用
手続き等の細目を決定した。
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オ 試験分析機器の習得セミナー
前年度に引き続き「ファイバーレーザーを利用した改質加工技術講習会」を開催した。
カ 試験分析機器の整備
利用企業の要望や機器利用ニーズに基づき、新たに 11 台の装置・機器等を購入した。
キ 次世代光デバイス評価支援センター整備事業
関西圏で初めて LED 応用製品を総合的に評価する一連の設備を備えた「次世代光デバイ
ス評価支援センター」を 4 月に開設し、様々な光学特性を総合的に測定する依頼試験分
析、LED 応用製品や周辺材料の開発にかかる受託研究をとおして、幅広い支援業務を展
開した。さらに、12 月には 4π配光特性評価ゴニオメーターを新規に導入し、全般配光
特性評価の機能拡充を行った。
(3) 受託研究の高度化
ア 産学官連携型受託研究
大学や他の研究機関と市工研との共同研究の成果を活用する産学官連携型受託研究を 13
件（22 年度 12 件）実施し、企業での効果的・効率的な実用化研究を推進した。
イ フォローアップ業務
迅速な実用化・製品化・権利化を目指して、受託研究などの支援サービスを通じて競争
的資金導入支援、特許関連対応を実施し、合計 117 件（22 年度 110 件）のフォローアッ
プ業務を実施した。
(4) 企業における技術者養成
ア レディメード型の技術者養成事業
2 件の講習会を実施し、中小企業の技術者のスキルアップ及び技術知識の習得を支援し
た。
・中小・ベンチャーのための知財情報説明会 受講者 28 名
・ファイバーレーザーを利用した改質加工技術講習会 受講者 3 名
市工研が研修内容を提案して受講者を募集する新たなレディメード型の技術者養成事業
について、受講料にかかる大阪市の認可を受け、24 年度に実施できるように細目を決定
した。
イ オーダーメード型の技術者養成支援
（ア）企業の技術者養成プログラムの企画支援
大阪府鍍金工業組合と改めて包括的技術支援協定を締結し、当該組合が実施する技術者
養成事業の企画とプログラム策定に研究員が従事した。
受託研究等の現行制度を援用し、業界団体や中小企業団体からの要請に応じた技術者向
けの研修を 3 件行った。
市工研が企業の要望に応える形で企画段階からプログラムを提示し、中小企業が自社で
対応できない技術者の人材育成を行うオーダーメード型の技術者養成事業について、受
講料にかかる大阪市の認可を受け、24 年度に実施できるように細目を決定した。
（イ）研究員の講師派遣
企業等の内部研究会などの講師としての職員派遣を 90 件行った。（22 年度 99 件）
(社)大阪工研協会主催／市工研後援の技術者養成事業については、事業企画に参画する
とともに、研究員を講師として派遣し、企業の技術者養成を支援した。
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（ウ）業界団体等との包括的な技術協力協定
大阪府鍍金工業組合と包括的技術支援協定を締結し、当工業組合が実施する技術者養成
事業の企画とプログラム策定に研究員が従事した。
(社)西日本プラスチック製品工業協会と包括的技術支援協定を締結し、共同研究を通じ
て技術者の養成に貢献した。
ウ (独)国際協力機構（JICA）が行う研究事業の受託
海外技術研究事業を 2 件受託し、8 名の海外研修員に対する技術研修を実施する国際貢
献事業を行った。
技術支援サービスによる収入額
依頼試験分析及び受託研究にかかる手数料・使用料収入額
・合計収入額 211,565 千円（22 年度 202,437 千円）前年度比 4.5％増
・研究員 1 人あたりの額 2,644,569 円（22 年度 2,562,494 円）前年度比

3.2％増

事業収入額（依頼試験分析・受託研究・機器装置使用・職員派遣等の総額）
・総額 225,878 千円（22 年度 218,894 千円）前年度比 3.2％増
・研究員 1 人あたりの額 2,823 千円（22 年度 2,771 千円）前年度比 1.9％増

３

研究成果等の普及推進及び知的財産の活用
(1) 研究成果等の広報
ア 講演発表
学会発表 226 件（22 年度 215 件）（研究員 1 人あたり 2.8 件（22 年度 2.7 件）
）
技術講演 155 件（22 年度 220 件）
イ 論文発表
研究論文 61 件（22 年度 63 件）
総解説 54 件（22 年度 54 件）
ウ 自主企画研究会における情報提供
市工研の最新の研究内容について、元素ハイブリッド研究会主催の講演会で１名、次世
代光デバイス研究会主催の講演会で 1 名の研究員が、参加企業に情報提供を行った。
エ 研究成果の発表会・セミナー等
各種の講演会・セミナーを開催し、研究成果の広報・普及に努めた。
・技術シーズ発表会 ポスター展示 21 件 参加者 182 名（22 年度 187 名）
・技術情報セミナー（2 回）

講演延べ 6 件 参加者延べ 205 名（22 年度延べ 131 名）

・工研シンポジウム 2011 講演 1 件 参加者 96 名（22 年度 86 名）
・産官技術交流会（チャレンジ大阪 2） 講演 4 件 参加者 113 名（22 年度 120 名）
・グリーンナノフォーラム（2 回） 講演延べ 4 件 参加者延べ 240 名（22 年度延べ 246
名）
オ 大阪府立産業技術総合研究所と連携したセミナー
大阪産業創造館を加えた 3 者共催で 2 回の連携セミナーを開催した。
・【機能性塗料展】
・
【接着・粘着剤展】 講演とパネル展示 1 件 参加者 860 名
・府市連携技術情報セミナー

講演 2 件 参加者 103 名（22 年度 83 名）

カ 特許共同出願企業との連携イベント
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大阪産業創造館と共催した技術シーズ発表会（特許フェアと併催）において、特許共同
出願企業と連携し、研究成果に基づく 3 件の製品化事例を紹介した。
キ 刊行物の発行及びホームページの活用
定期刊行物
・「工研だより」
（月刊）
（研究成果、技術支援情報、イベント情報を掲載）
・「工研テクノレポート 2010」
（年刊）（研究成果、法人の活動内容を掲載）
・「平成 22 年度業務年報」
（年刊）
（法人の活動内容、業務統計値を掲載）
ホームページ
・研究成果情報、イベント情報等の公開
・「工研だより」
「工研テクノレポート」等の公開
・年間アクセス件数 53,871 件（22 年度 50,037 件）
ク 施設見学会
業界団体や学協会等からの要請により、24 件（22 年度 16 件）の施設見学会を実施した。
ケ その他の事業
初めて大阪市立中央図書館と連携し、同図書館における「図書館ビジネス講座 元気塾」
において講演を行い、地域住民や図書館利用者に対する市工研の広報活動を実施した。
大阪市等の他の機関と連携し、大阪地域で開催された各種イベントに講師派遣やポスタ
ー出展等を行った。
(独)国立文化財機構東京文化財研究所との共同研究の成果が、6 月 16 日付けの朝日新聞
全国版で報道された。今年度の研究成果等について、新聞記事に 9 件が掲載された。
市内の小中学生等を受け入れ、体験学習や施設見学会を 3 回行った。
(2) 特許の出願並びに開発技術の積極的な活用
ア 知財情報にかかる講習会
「中小・ベンチャー企業のための知財情報説明会」（参加者 28 名）
・知的財産の有効活用についての情報交換及び意見交換
・特許調査システム(patentSQUARE)を用いた特許の情報検索を実演
・知財相談会を開催し、中小企業の特許出願を支援（知財相談 10 件）
イ 特許調査システムの導入
特許調査システム(patentSQUARE)を導入し、研究員の効果的な特許網の構築に向けて特
許調査システム研修を 4 回実施した。
ウ 特許の共同出願及び実施契約の締結
受託研究等の研究成果である知的財産の蓄積と活用を積極的に支援
・企業との共同特許出願 国内 16 件（22 年度 21 件）、外国 16 件（22 年度 11 件）
・国内特許の新規登録 17 件（22 年度 7 件）
・実施契約の締結

10 件（22 年度 27 件）

・特許収入 4,560 千円（22 年度 9,700 千円）
エ 特許出願した研究成果のフォローアップ業務
試作及び製品化のための支援活動
出願特許の審査請求等の対応

5 件（22 年度 5 件）

60 件（22 年度 32 件）

オ 特許共同出願企業との連携イベント
技術シーズ発表会（特許フェアと併催）において、特許共同出願企業と連携し、研究成
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果に基づく 3 件の製品化事例を紹介した。
カ 課題解決型ものづくり推進事業
大阪市との連携による「課題解決型ものづくり推進事業」をプロジェクト研究として実
施し、研究成果の共同出願を行った。また、21～22 年度に実施した同事業の研究につい
て、今年度、研究成果に基づく共同出願を行った。
キ おおさかグリーンナノコンソーシアム会員企業との連携
おおさかグリーンナノコンソーシアム会員企業との共同出願等を基に、4 テーマについ
てプロジェクト研究等の研究活動に取り組んだ。

第２ 業務運営の改善及び効率化
１

経営企画や業務調整の機能強化
経営戦略会議（外部委員 7 名）で出された、経営や業務運営に対する意見に基づき、下
記のような経営方針を決定し、取り組みを実施した。
・法人の目的積立金を活用した機器設備の強化
・法人の特許戦略の推進
・知的財産関連の企業支援サービスの強化
・他機関との連携強化
法人の運営協議会及び業務推進委員会を活用して円滑な業務運営を行った。

２

柔軟な研究体制及び多様な雇用形態の導入
ア 任期付研究員
採択された公募事業において、プロジェクト研究に必要な任期付研究員 1 名を初めて採
用した。
イ プロジェクト研究班
新産業の創出を促す技術革新につながる 4 つの重点研究分野において、複数の研究部か
ら専門性の高い研究員を参画させることにより、その実行に集中的に取り組む時限的な
研究グループを 10 班のプロジェクト研究班として設置した。（１（３）参照）

３

組織及び職員の能力向上
(1) 評価制度の確立及び研究員の意欲の喚起
人事評価において、研究開発、企業支援、組織運営の各業務成果に係る総合的かつ客観
的な評価基準に基づき、自己評価・評価者面談・目標管理制度を柱とする研究員の評価
制度を実施し、昇給や賞与査定などの処遇に反映させた。今年度から人事評価と目標管
理の期間を一致させ、評価期間を統一した。
研究部への研究予算の配分において、手数料等の収入額に応じた配分率を前年度に引き
続いてさらに拡大し、研究員の企業支援に係る業務意欲のさらなる喚起に努めた。
(2) 研修派遣等による人材育成
海外の大学に、研究員 1 名を留学させた。
下記のような外部機関での研修に関係職員を派遣し、資質向上を図るとともに、最新の
情報入手に努めた。
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・近畿経済産業局主催の知財担当者勉強会
・近畿経済産業局主催の公設試若手研究者研修会
・文部科学省主催の公的研究費の管理・監査に関する研修会
・法人が導入した分析機器等のユーザー研修
研究業務、企業支援業務に関する資質の向上、法令順守を目的として 24 件の所内研修を
行った。
人材育成の成果
・甲種危険物取扱者の資格取得 6 名（研究員）
・大学の客員教授、非常勤講師に就任 延べ 13 名（研究員）
・公益法人等が実施する助成及び表彰に関する審査委員、評価委員等に就任
・各種業界団体・学協会などからの表彰 5 件
４

18 件

管理業務の効率化と情報化の推進
(1) 民間への業務委託等
施設維持管理業務について長期継続契約を取り入れるとともに、民間委託していた給与
計算業務に加えて人事・給与システムを民間委託したほか、各種設備機器の保守点検業
務についても、
引き続き民間委託を行い、
外部への委託化による業務の効率化を図った。
(2) 情報システムの導入
法人の財務会計について、前年度に引き続き企業会計管理ソフトを活用して適正な事務
を行い、業務処理の迅速化・効率化を図った。
試薬管理業務においては、試薬管理システムの活用による試薬の共有化、業務推進委員
会を通じた適正管理の徹底、職員研修教育などを行い、労働安全衛生法、消防法、毒劇
物取締法等で指定されている試薬類の適正な管理も効率的に行った。
なお、研究員の業績をリアルタイムで管理していくためのシステム構築を目指して、基
本的なフォーマットを作成した。
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第３

予算、収支計画、資金計画
１

予算

区分

予算額

決算額

（単位：百万円）
差額
（決算－予算）

収入
運営費交付金

1,187

1,187

0

357

364

7

事業収入

233

226

△ 7

外部資金研究費等

115

126

11

その他収入

9

12

3

目的積立金取崩

20

4

△ 16

計

1,564

1,555

△ 9

業務費

1,421

1,349

△ 72

試験研究経費

210

144

△ 66

外部資金研究経費等

105

115

10

役職員人件費

982

998

16

施設改修費

124

92

△ 32

143

142

△ 1

1,564

1,491

△ 73

自己収入

支出

一般管理費

計
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２

収支計画
（単位：百万円）
区分

予算額

差額
（決算－予算）

決算額

費用の部
経常費用

1,471

1,518

47

1,193

1,175

△ 18

150

111

△ 39

65

73

8

978

991

13

一般管理費

134

216

82

減価償却費

143

127

△ 16

1

－

△ 1

1,457

1,521

64

1,063

1,112

49

233

226

△ 7

76

92

16

9

13

4

資産見返運営費交付金戻入

17

39

22

資産見返物品受贈額戻入

33

15

△ 18

資産見返補助金等戻入

20

16

△ 4

6

8

2

△ 14

3

17

20

－

△ 20

6

3

△ 3

業務費
試験研究経費
外部資金試験研究経費
役職員人件費

財務費用

収入の部
経常収益
運営費交付金収益
事業収益
外部資金研究費等収益
その他収益

資産見返寄附金戻入

純利益
目的積立金取崩
純利益
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３

資金計画
（単位：百万円）
区

分

予算額

資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
リース債務の返済による支出
翌年度への繰越金

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
事業収入
外部資金研究費等による収入
その他の収入
財務活動による収入
前年度からの繰越金
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差額
（決算－予算）

決算額

1,969

1,885

△ 84

1,394

1,374

△ 20

309

170

△ 139

20

16

△ 4

20

16

△ 4

245

325

80

1,969

1,885

△ 84

1,589

1,531

△ 58

1,187

1,187

0

233

225

△ 8

160

84

△ 76

9

35

26

0

0

0

380

354

△ 26

第４ 短期借入金の限度額

年度計画
１

実 績

短期借入金の限度額
４億円

２

該当なし

想定される理由
運営費交付金の受入遅延及び事故の
発生等により緊急に必要となる対策費
として借入することが想定される。

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする計画

年度計画
なし

実 績
該当なし

第６ 剰余金の使途

年度計画

実 績

決算において剰余金が発生した場合、

剰余金のうち目的積立金 3,990,000

研究開発及びその研究成果の普及、活用

円を取り崩し、次世代光デバイス評価支

並びに企業支援の質の向上と組織運営

援センター等の設備を整備し、企業支援

の改善に充てる。

の質の向上に充てた。
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第７ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項
１

施設及び設備の活用及び整備
中期計画期間の施設改修計画に基づき、老朽化した研究本棟、研究別棟等の外壁工事を行
った。
次世代光デバイス評価支援センターを開設し、その設備をさらに充実させた。
利用企業の要望や機器利用ニーズに基づき、新たに 11 台の装置・機器等を購入した。

２

安全衛生管理対策
安全衛生委員会及び業務推進委員会等を軸とする管理体制の下で、職場の安全と職員の健
康確保に取り組んだ。
職員の長時間労働による健康障害防止のため、自己チェック票の作成及び産業医の面接指
導等を実施した。
機器や設備の自主点検や専門業者点検、作業環境測定等を計画的に行い、職場の安全と実
験環境の改善と整備に努めた。
簡易ドラフトを精密化学研究室に、ナノマテリアルキャビネットを高性能樹脂研究室に導
入し、実験環境の改善を行った。
職員全員を対象とする安全衛生研修を行い、情報共有と意識向上に努めた。
試薬管理システムの活用、職員への研修教育などを行い、業務推進委員会を通じた試薬や
高圧ガス容器の適正管理に努めた。
甲種危険物取扱者 6 名を育成し、危険物保安講習に 7 名を参加させるなど、危険物を安全
に使用する体制整備に努めた。

３

環境に配慮した取り組み
 排水・廃棄物等の適正管理のための排水廃棄物対策委員等の担当者を選任した。
 廃棄物管理規程及び廃棄物管理要綱を順守し、法人から排出する種々の廃棄物を適正に分
別収集・管理・排出した。
 クールビズ及びエコオフィスについて積極的に取り組み、省エネルギーの推進に努めた。
特に、夏季及び冬季の電力使用量の削減目標を明記した「工業研究所節電行動指針」を制
定し、全期間で節電目標を達成することができた。

４

情報公開の推進及び個人情報の保護
法人の事業内容やその運営状況に関する情報を地方独立行政法人法に基づき公表した。
入札案件や職員募集、セミナー開催などの各種情報をホームページで随時提供した。
研究成果やセミナーなどの事業について、広報又は情報公開の観点から、積極的なプレス
リリース等を行った。
個人情報については、設立団体である大阪市の条例等に準拠して適正な運用に努めた。
依頼試験、受託研究、機器使用等の申請書類について、個人情報保護の観点から適正な管
理に努めた。
受託研究等の業務において作成したデータ及び書類等について適切に管理を行い、個人情
報及び企業情報の保護に努めた。
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５

法令等の順守
法令や社会規範に関する資料､法人規程等について、法人の運営協議会等を通じて職員へ周
知徹底を図るとともに、全職員が法令を順守した適正な業務遂行に努めた。

法人の社会的責任を果たすため、法人規程類の整備を行った。
文部科学省が所管する科学研究費の取扱いに関する法人内説明会を開催し、法令順守につ
いて全職員に周知徹底を図った。
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