
■第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価の修正一覧

○主な修正項目
項目
番号

項目名 位置 前回時点（７月８日） 修正後 説明

表紙

○高く
評価
すべき
事項
・４つ目

技術支援については、技術相談、
依頼試験、機器利用ともに目標値
を上回る実績を達成している。ま
た、ブランド試験の技術分野の拡
大による質的な向上に加え、各セ
クターの特色を生かし、中小企業
のニーズに即したきめ細かな支援
を展開しており評価できる。

技術支援については、技術相談、
依頼試験、機器利用いずれも高水
準の実績を達成している。また、
ブランド試験の技術分野の実施に
よる質的な向上に加え、３Ｄもの
づくりセクターをはじめとして、
各セクターの特色を生かし、中小
企業のニーズに即したきめ細かな
支援を展開しており評価できる。

・修正
・表現の見直し
(Ｓ評価項目を特だし)

表紙

○改善・充
実を求め
る事項
・１つ目

新型コロナウイルス感染症を契機
として、非対面による支援の必要
性が増していることから、今後も
前例にとらわれずＩＣＴ技術を活
用した支援の検討が望まれる。

新型コロナウイルス感染症を契機
として都産技研のデジタル化を進
めるとともに、新たな需要獲得に
向けた中小企業の取組を支援する
ことを望む。

都産技研の支援と中小企
業の取組に対する支援の
両面からの記載に修正

表紙

○改善・充
実を求め
る事項
・２つ目

都産技研の経営管理に関する包括
外部監査の指摘等を踏まえて、業
務運営における改善を実施し、職
員のコンプライアンス遵守等に確
実に取り組むことを期待する。

法人の業務等に係る監査の指摘等
を踏まえて、業務運営における改
善を実施し、職員のコンプライア
ンス推進等に確実に取り組むこと
を期待する。

・第三期中期に包括外部
監査以外の監査も実施さ
れていることから修正
・より積極的な表現に修
正

全体
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項目
番号

項目名 位置 前回時点（７月８日） 修正後 説明

表紙 評語
中期計画の達成に向け、業務全体が優れた達成状況にあ
る。

中期計画の達成に向け、『優れた業務の達成状況にあ
る』。

都産技研の評価基準に表現合わせ

表紙
○高く評価
すべき事項
・４つ目

技術支援については、技術相談、依頼試験、機器利用とも
に目標値を上回る実績を達成している。また、ブランド試
験の技術分野の拡大による質的な向上に加え、各セクター
の特色を生かし、中小企業のニーズに即したきめ細かな支
援を展開しており評価できる。

技術支援については、技術相談、依頼試験、機器利用いず
れも高水準の実績を達成している。また、ブランド試験の
技術分野の実施による質的な向上に加え、３Ｄものづくり
セクターをはじめとして、各セクターの特色を生かし、中
小企業のニーズに即したきめ細かな支援を展開しており評
価できる。

・修正
・表現の見直し（Ｓ評価項目を特だし）

表紙
○改善・充実を求

める事項
・１つ目

新型コロナウイルス感染症を契機として、非対面による支
援の必要性が増していることから、今後も前例にとらわれ
ずＩＣＴ技術を活用した支援の検討が望まれる。

新型コロナウイルス感染症を契機として都産技研のデジタ
ル化を進めるとともに、新たな需要獲得に向けた中小企業
の取組を支援することを望む。

都産技研の支援と中小企業の取組に対す
る支援の両面からの記載に修正

表紙
○改善・充実を求

める事項
・２つ目

都産技研の経営管理に関する包括外部監査の指摘等を踏ま
えて、業務運営における改善を実施し、職員のコンプライ
アンス遵守等に確実に取り組むことを期待する。

法人の業務等に係る監査の指摘等を踏まえて、業務運営に
おける改善を実施し、職員のコンプライアンス推進等に確
実に取り組むことを期待する。

・第三期中期に包括外部監査以外の監査
も実施されていることから修正
・より積極的な表現に修正

総評－１枚目 上から１行目
第三期中期計画の４年目までの実施状況から見て、業務全
体が優れた達成状況にある。

第三期中期計画の４年目までの実施状況から見て、優れた
業務の達成状況にある。

都産技研の評価基準に表現合わせ

総評－１枚目 上から１０行目

また、技術支援では技術相談、依頼試験、機器利用いずれ
も中期計画の目標値を達成するとともに、３Ｄものづくり
セクターをはじめとして、地域性などを考慮した特色のあ
るセクターを開設し、～

また、技術支援では技術相談、依頼試験、機器利用いずれ
も高水準の実績を達成するとともに、３Ｄものづくりセク
ターをはじめとして、地域性などを考慮した特色のあるセ
クター等を開設し、～

修正

総評－１枚目 下から３行目

業務運営については、令和元年度に都産技研の経営管理に
関する東京都の包括外部監査が実施され、～。
利用者及び職員の安全・安心の確保やコンプライアンス遵
守のために、～

業務運営については、法人の業務等に係る監査において、
～。
利用者及び職員の安全・安心の確保やコンプライアンス推
進のために、～

・第三期中期に包括外部監査以外の監査
も実施されていることから修正
・より積極的な表現に修正

総評－２枚目 上から６行目

一方で、新型コロナウイルス感染症を契機として、都産技
研においても非対面による依頼試験やＷｅｂ会議による技
術相談を開始しており、今後も前例にとらわれずＩＣＴ技
術を活用した支援の検討が望まれる。

一方で、新型コロナウイルス感染症を契機として、都産技
研においても非対面による依頼試験やウェブ会議による技
術相談を開始しており、都産技研のデジタル化を進めると
ともに、新たな需要獲得に向けた中小企業の取組を支援す
ることを望む。

・表現の統一
・都産技研の支援と中小企業の取組に対
する支援の両面からの記載に修正

1 基盤研究 ■２つ目 ～、基盤研究３１１件のうち、２６６件を実施している。 ～、基盤研究３０１件のうち、２５７件を実施している。 修正

3 外部資金導入研究・調査 ⇒以降
戦略的な外部資金獲得活動の成果として中期目標計画値を
大幅に超える実績を達成していることは評価できる。第４
期も積極的に外部資金の獲得に努められたい。

戦略的な外部資金獲得活動の成果として中期計画目標値を
大幅に超える実績を達成していることは評価できる。
第四期も積極的に外部資金の獲得に努められたい。

修正

全体



4 ロボット産業活性化事業 ⇒以降
中小企業等との共同研究の成果として、多くの製品化・事
業化を達成したことは評価できる。

中小企業等との共同研究の成果として、多くの製品化・事
業化を達成するにとどまらず、社会実装に向けた支援まで
実施していることを評価。

修正

5 生活関連産業の支援 ■２つ目
～、ＷＥＢで公開することで広く利用者の利便性向上に取
り組んでいる。

～、ウェブで公開することで広く利用者の利便性向上に取
り組んでいる。

表現の統一

■３つ目
専門相談員による相談対応については、利用実績が低調で
あった。

専門相談員による相談対応については、利用実績の相談全
体に占める割合が低調であった。

修正

⇒以降 産技研の支援の入口として引き続き～ 都産技研の支援の入口として引き続き～ 修正

9 ３Ｄものづくりセクター ■２つ目
～、３Ｄ技術やリバースエンジニアリング技術の活用によ
り、～

～、ＡＭ技術やリバースエンジニアリング技術の活用によ
り、～

修正

12 オーダーメード開発支援 ⇒以降
第４期に向けては、より産技研の支援能力を発揮していく
ことを期待する。

第四期に向けては、より都産技研の支援能力を発揮してい
くことを期待する。

修正

■１つ目
本部、多摩テクノプラザともに中期計画期間中の入居率９
０％以上を達成している。

本部、多摩テクノプラザともに中期計画期間中の平均入居
率９０％以上を達成している。

修正

⇒以降
ラボ入居企業が産技研の支援を受け育ってきていることは
評価できる。
第４期に向けては～

ラボ入居企業が都産技研の支援を受け育ってきていること
は評価できる。
第四期に向けては～

修正

15 技術経営支援 ■１つ目 ～、中期目標計画値を超える実績となっている。 ～、中期計画目標値を超える実績となっている。 修正

16 技術審査 ■１つ目
技術審査について、東京都をはじめとする団体等から事業
を受託することで、着実に支援件数を伸ばしている。

技術審査について、東京都をはじめとする団体等から事業
を受託することで、着実に審査件数を伸ばしている。

修正

■１つ目
ビジネスマッチング会を主催し成約につなげるなど、産学
公連携の取組を成果につなげている。

ビジネスマッチング会を主催し成約につなげるなど、産学
公金連携の取組を成果につなげている。

修正

⇒以降 第４期に向けては～ 第四期に向けては～ 修正

■２つ目
研修学生やインターンシップの受け入れを積極的に実施
し、産業人材育成を進めている。

研修学生やインターンシップの受け入れを積極的に実施
し、次世代の産業人材育成を進めている。

修正

⇒以降 ～、第４期に向けては～ ～、第四期に向けては～ 修正

■１つ目
表中

実績（ＷＥＢ）（％） 実績（ウェブ）（％） 表現統一

■２つ目 都産技研のＷＥＢサイトの改善や～ 都産技研のウェブサイトの改善や～ 表現統一

22
組織体制及び運営、効率

化、経費削減
⇒以降

今後は、内部監査室を中心として令和元年度に実施された
経営管理に関する東京都の包括外部監査の指摘等も踏ま
え、

今後は、内部監査室を中心として、法人の業務等に係る監
査の指摘等も踏まえ、

第三期中期に包括外部監査以外の監査も
実施されていることから修正

製品開発支援ラボ

18

20

産学公金連携による支援

産業人材の育成

21 情報発信・情報提供

6 技術相談

13


