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「平成２９年度の御利用に関するアンケート」（顧客満足度調査）において 

いただいた御意見・御要望等と産技研の考え方 

 

 平素から，当研究所の運営等に関しまして，御理解・御協力いただき厚く御礼申し上げます。 

 「平成２９年度の御利用に関するアンケート（顧客満足度調査）」では，数多くの御意見・御要望を

賜り，誠にありがとうございました。 

 頂いた御意見・御要望に対する当研究所の考え方を下表のとおり取りまとめました。 

 皆様からの御意見・御要望は，当研究所の業務改善等に役立ててまいります。今後も忌憚のない御意

見を寄せていただけますと幸甚でございます。 

 また，御意見・御要望のほか，多数のお褒めの言葉や激励を頂きました。誠にありがとうございます。

以下に，いくつかのお言葉を掲載させていただきます。 

 

・ 使用する機器の詳しい説明があり，分かりやすかったです。（ホームページ） 

・ 講習会などのお知らせを受け取れて自分の技術向上や経営について考える事もできて良いと思いま

す。（メールマガジン） 

・ 基本的な技術相談についても分かりやすく説明してもらい十分満足している。（技術相談） 

・ 最近製品の品質不良が増えています。その原因が究明できれば消費者が不利益を被ることを回避で

きます。そのため，貴所の様に専門的な分析ができる機関にお願いできることは零細企業にとって大

きな助けになっています。今後も引き続きお願いしたいと思います。（依頼試験・分析） 

・ こちらの希望を最大限受け入れていただいており，助かっています。（機器利用） 

・ こちらの要望を可能な限り承認いただけているので現状の契約を維持したい。（共同研究・受託研

究） 

・ 西陣では元々分業で色々な工程が成り立っていたものが，高齢化も含めて，技術・知識が失われつ

つあります。そのため，技術・知識のストックの場としても大変重要だと感じております。（ＯＲＴ

事業） 

・ いつも情報配信をしてくださり，ありがとうございます。（知恵産業融合センター） 

・ 講演会など参加してみたい。（研究会活動） 

・ 非常にスピーディに対応していただき感謝しております。（その他） 

 

１ ホームページに関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

ホームページの動作が遅い。 御不便をお掛けしております。御意見を踏まえホー

ムページの動作確認を行いましたが，現行では，特筆

して遅い状況ではないと認識しており，今後，同様の

御意見を多数頂く状況になりましたら，対応等を検討

いたします。 

2 
更新が少ない。 より有益な情報を適切なタイミングで発信するな

ど，更新頻度についても改善してまいります。 
3 きもの補正業での様々な事例を掲 特定分野の事例を掲載できないことについて御理解
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載して欲しい。 いただきますようお願いいたします。お困りの際には，

お気軽に御相談ください。 

4 

・ 書体を読みやすいものにして欲し

い。 

・ 字が小さい。不要な写真が多い。 

当研究所のホームページは，高齢者や障害者を含む

誰もが利用しやすいものとなるように，総務省が定め

た「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に沿って

ウェブアクセシビリティに配慮して運用しております

が，頂いた御意見を参考に，より見やすいホームペー

ジとなるよう検討してまいります。 
なお，字のサイズにつきましては，「標準」と「大き

く」の２種類を選択できるようになっております。ホ

ームページ画面右上にございます「大きく」と表示さ

れている所をクリックしていただければ，大きな字で

見ていただくことができますので，お試しください。 

5 

どのようなサービスがあり，どのよ

うなことができるのかなど，知りたい

情報にたどり着きやすくしてほしい。 

御不便をお掛けしております。 
御意見等を踏まえ，御利用者様の知りたい情報を的

確に御案内できるホームページとなるよう，改善を図

ってまいります。 

6 

・ 装置使用料金について明確な記載

がない。 
・ 掲載されていない機器がある。 
・ メーカー，仕様，性能なども詳し

く掲載して欲しい。 
・ 依頼試験の費用・試料の条件を掲

載して欲しい。 
・ 何の装置がどこにあるのか分かり

やすく掲載して欲しい。 

御不便をお掛けしております。御意見等を踏まえ，

機器や利用料金等について，より分かりやすくお伝え

できるよう，改善を図ってまいります。 
なお，機器についての詳しい情報は，下記 URL で

個別の機器を検索していただくと御覧いただけます。 
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/ 
また，当研究所の機器を網羅的に掲載した冊子「機

器・設備利用のご案内」も併せて御活用ください。下

記 URL にも掲載しております。 
http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html 

7 

どこのチームがどの機器を担当し

ているのか分かりやすくして欲しい。 
複数のチームが担当する機器があるため，チームご

とに一覧表などで分かりやすく掲載することは難しい

状況ですが，より分かりやすい掲載方法を検討してま

いります。 
なお，冊子「機器・設備利用のご案内」を発行して

おり，そちらに機器ごとに担当チームを記載しており

ます。当冊子はホームページでも公表しておりますの

で，御活用ください。 
 http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html 

8 

設備機器の予約状況・試験依頼時の

面談の予約時間の空き状況が確認で

きるとよい。 

運用上の課題から，現状では，設備や機器の空き状

況のホームページ上への掲載や予約を可能にする予定

はございません。御理解いただきますよう，お願いい

http://tc-kyoto.or.jp/equipment/
http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html
http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html
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たします。 

9 

研究報告のPDF を掲載してはどう

か。 
御指摘の研究報告に関しましては，既に当研究所の

ホームページにおいて，テーマ毎に PDF 形式で掲載し

ております。 
下記 URL から検索していただき，御興味のあるテ

ーマをお選びいただきますと，各テーマの要旨や PDF
が掲載されたページを閲覧できますので，御利用くだ

さい。 
＜研究成果のページ＞ 

http://tc-kyoto.or.jp/outcome/ 

10 

・ 試験結果のサンプルや分析のサン

プルがあるとよい。 
・ 守秘義務に反しない範囲で，ホー

ムページ上に分析の成功事例を挙

げてもらうことはできないか。 

試験結果については，御依頼いただいた御利用者様

の秘密情報が含まれていることもあり，掲載いたしか

ねます。御理解いただきますよう，お願いいたします。 

11 
英語版を作成してはどうか。 頂いた御意見を参考に，利用者の皆様のニーズを踏

まえながら検討してまいります。 

12 

バイオ計測センターのホームペー

ジと相互にリンクを貼ってほしい。 
既に当研究所ホームページにバイオ計測センターの

バナーを掲載し，相互にリンクを貼っておりますので

御利用ください。 
 

 

13 

具体的な試験・検査方法が簡易に分

かる資料が欲しい。 
冊子「機器・設備利用のご案内」に，各機器で行え

る試験・検査内容等を簡単に掲載しておりますので，

御覧いただきお気軽に御相談ください。 
下記の URL に掲載しておりますので，御活用くだ

さい。 
http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html 

14 

機器の検出限界等のスペックがホ

ームページに記載されると良い。 
機器のスペックに関しては，可能な限りでホームペ

ージ及び冊子「機器・設備利用のご案内」で紹介して

おりますので，御活用ください。 

15 

要見積もりの機器に関しても概算

の目安費用を掲載して欲しい。 
試験・分析内容や前処理が必要かどうか等の違いに

よって金額が変わる機器については，参考となる目安

の費用を掲載することが困難なことについて御理解い

ただきますようお願いいたします。 

http://tc-kyoto.or.jp/outcome/
http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html
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２ メルマガに関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

文字だけでなく画像もあったらよ

り見やすくなるのではないか。 
画像を掲載した記事の配信は，受信される方の端末

のスペックに広く対応するため，現状では差し控えさ

せていただいております。御理解いただきますようお

願いいたします。 

2 

複数のイベント通知を１通のメル

マガで配信した方が便利だと思う。 
当研究所のメールマガジンでは，１通当たりの情報

量を増やすため，原則，１通につき１件のお知らせを

掲載しております。また，より迅速に情報をお届けす

るため，随時配信する方法を採用しており，まとめて

配信することが難しい面がございます。御理解いただ

きますようお願いいたします。 

3 
情報量を増やしてほしい。 より詳しい内容をコンパクトにお伝えできるよう，

工夫してまいります。 

4 
全部読まないと何が伝えたいのか

分からない。 
御不便をお掛けしております。より分かりやすい内

容となるよう，工夫してまいります。 

5 

・ 再生，医療，高齢者など将来の技

術動向に関わる内容を盛り込んで

欲しい。 
・ 講座などの情報を増やして欲し

い。 

より御利用者様に役立てていただける情報を発信で

きるよう，努めてまいります。 

 

３ 技術相談に関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

薬品の商品名を教えて欲しい。 同じ主成分の薬品においても純度，濃度，添加物，

使用目的等の違いにより様々なメーカーが多数の商品

を販売しています。具体的に最適な商品をお伝えする

ことは難しい面がございますが，担当の研究員に御相

談いただけましたら，可能な範囲でアドバイスをさせ

ていただきます。 

2 

・ 知識が少なく，一般論しか返って

こない。 
・ 問題を指摘された側のクレームや

反論を避けようとして，あいまいな

回答が多い。 
・ もっと踏み込んだ情報を聞きた

い。 

御相談いただく内容によっては，御要望にお応えし

かねる場合もございますが，不確かな事項については

参考資料を御提供するなど，より御期待に添える対応

となるよう，努力してまいります。  



5 
 

3 

・ 職員との時間調整が難しい。 

・ 担当者のスケジュールが空かず，

日程調整に時間がかかった。 

御不便をお掛けしております。人員の都合上，スケ

ジュール調整については，御期待に添えない場合がご

ざいます。御理解いただきますよう，お願いいたしま

す。 

4 
より専門分野に詳しい先生やスタ

ッフを紹介して欲しい。 
御要望の内容によりますが，可能な範囲で大学の先

生等を御紹介させていただいております。 

5 

 できることもあったが，希望する内

容に対応できる研究員がいなかった。 
御不便をお掛けしております。当研究所の専門とす

る研究領域や人員の都合等により，御期待に添えない

場合がございます。必要に応じて他機関を御案内させ

ていただくなど，できる限り対応させていただきます。 

6 

テストピースの形状での発色と，実

際の器に施した場合の発色は異なる

ケースが多いので，実用面で考える

と，個人的には器の形状のテストピー

スの方が，閲覧者が自らの制作に活か

しやすいと感じました。 

器の形状は，より大きな収納スペースが必要となる

ため，現状ではより多くのサンプルを揃えることが可

能なテストピース形状を採用しております。 
なお，当研究所の研究結果では，多くの釉薬で器に

施した場合とテストピース形状で同じ結果が得られて

おります。お困りでしたら，一度御相談ください。 

7 

要望がある場合には，故障相談での

鑑定結果を書面で出して欲しい。 
繊維製品等の故障原因は，様々な要因が複雑に関連

していることが多く，客観的なデータに基づいた結論

を出すことが難しいのが現状です。故障原因が特定で

きない事例については，関連すると思われる参考文書

をお渡ししております。また，対応可能な JIS 規格に

則った試験については成績書を発行しておりますの

で，担当者に御相談ください。 

8 

相談者の状況，環境も聞いて理解し

て欲しい。 
 相談者様の状況や環境等をしっかりとお聞きしたう

えで技術相談を行うよう心掛けておりますが，より一

層丁寧な対応に努めてまいります。 

9 

実験をしていることについて知ら

れたくないので，相談内容は内密にし

て欲しい。 

当研究所の職員は，地方独立行政法人法の規定によ

り，「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならな

い」と定められております。安心して御相談ください。 

 

４ 試験・分析に関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

依頼試験の結果について，事前にメ

ール等で連絡をもらえたら，より深く

内容を理解したうえで，説明を聞けて

良いと思う。 

試験結果は，誤解等が生じないよう，メールや電話

等ではなく，来所いただき，直接御説明差し上げるこ

ととしております。御理解いただきますようお願いい

たします。 
報告内容等について更に説明が必要な事項がござい

ましたら，後日メールや電話でお問い合わせいただけ

ましたら可能な範囲で対応させていただきます。 
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2 

試験に限界があって他の機関に行

かざるをえない。 
御不便をお掛けしております。試験の内容によって

は，当研究所の設備では対応しかねることがございま

すので，必要に応じて他機関を御案内させていただき

ます。 

3 

 試験の結果を得るまでに時間がか

かる。 
 

御不便をお掛けしております。試験をお受けする際

に納期についても打合わせをさせていただきますが，

試験の受け入れ状況や担当者の業務予定により時間が

掛かってしまう場合もございます。御理解いただきま

すようお願いいたします。 

4 

料金を安くして欲しい。 料金につきましては，他の公設試験機関の料金等も

参考にしながら，できるだけ御利用者様の負担になら

ないよう，適正に定めております。御理解いただきま

すようお願いいたします。 

5 

原因の特定が難しい場合でも，原因

の可能性として考えられることを回

答するなど，柔軟な対応をして欲し

い。 

御要望にお応えしかねる場合もございますが，なる

べく御要望に沿えるよう，研究員一人ひとりが柔軟な

対応を心掛けてまいります。 

6 
チャートだけでなく，報告書を作成

して欲しい。 
成績書を作成可能な場合もございます。適宜，担当

者に御相談ください。 

7 

・ 古くなった機器の更新を積極的に

進めて欲しい。 
・ ３D プリンター等性能向上が進

んでいる機器・設備をリニューアル

して欲しい。 
・ 位相差顕微鏡の位相差観察対応レ

ンズの倍率が低い。 

予算の制約等もあり，直ちに全ての機器を更新する

ことはできかねますが，機器の使用頻度等を考慮し，

適宜，計画的に更新するよう努めてまいります。 

8 

・ サンプルやレポートを郵送で返却

してもらえないか。 
・ サンプルの提出を郵送でも受け付

けて欲しい。 

正確を期す必要から，直接面会してのサンプルの確

認及び依頼内容の打合せをお願いしております。御理

解いただきますよう，お願いいたします。 

9 

依頼試験項目の充実についての御

意見 
・ 水質調査，化学（合成）物質につ

いての調査をして欲しい。 
・ 微生物（ウィルス，菌）測定を充

実させて欲しい。 
・ 水洗工程の染色試験を完備させて

欲しい。 

御要望の依頼内容を担当者にお伝えください。試験

の可否，内容について検討させていただきます。また，

頂いた御意見は，依頼試験項目に係る検討を進める際

の参考とさせていただきます。 
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５ 機器利用に関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

 取扱いが専門的で，研究員が付いて

いなければならないのは非効率的で

はないか。 

当研究所には，操作が簡単な機器だけではなく，高度

な機器も設置しておりますので，取扱いが専門的な機器

もございます。適切に御利用いただけるように，機器の

種類や御利用者様の熟練度等から研究員が同席した方

が良いと判断させていただくこともございます。御理解

いただきますようお願いいたします。 

2 

 機器内に社外秘の情報が閲覧でき

る状態で残されてしまってはいない

か。 

御意見を踏まえ，御利用者様に機器内に重要な情報を

残したままにしないよう注意喚起を行うとともに，当研

究所内でも御指摘のようなことが発生しないよう，機密

情報を厳正に管理してまいります。 

3   

簡易マニュアルを手配して欲しい。 一部機器には既に操作マニュアルを御用意しており

ますが，研究員が操作方法等を御説明した方がよい機器

もございますので，今後，利用状況等を踏まえ，操作マ

ニュアルの作成を検討してまいります。 

4 

有益だが，費用が高い。 利用料金につきましては，他の公設試験機関の料金等

も参考にしながら，できるだけ御利用者様に負担になら

ないよう，適正に定めております。御理解いただきます

ようお願いいたします。 

5 
未開放の既存機器をできるだけ開

放して欲しい。 

御利用者様のニーズや機器の保守管理等を考慮しつ

つ，御利用いただける機器の拡充に努めてまいります。 

6 

試験設備を借りるとき，使用した薬

品の残液を持ち帰らなくても良いよ

うにならないか。 

薬品の残液は，基本的に産業廃棄物と見なされますの

で，使用された事業者の方が責任を持って廃棄されるこ

とになっております。御理解いただきますようお願いい

たします。 

7 

機器・装置の貸し出し利用をできる

ようにしたら，大量にサンプルがある

ときに低コストで利用できそうなの

で，良いと思う。 

機器の保守管理等を考慮し，現在は所外への機器の貸

出しは行っておりません。所内での御利用につきまして

は，職員の指導の下で操作していただける機器がござい

ます。 

御理解いただきますようお願いいたします。 

 

６ 共同研究・受託研究に関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

技術・発想等が拡散してしまうこと

はないか。 

当研究所の職員は，地方独立行政法人法の規定によ

り，「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならな

い」とされており，技術・発想を漏えい，拡散させるこ

とはございません。また，共同研究・受託研究の開始時
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には契約書を取り交わし，秘密を漏えいしない義務につ

いても明記しております。安心して御利用ください。 

2 

・ 成果の取扱い，特許等の取り決め

に苦慮する。 
・ 契約をもっとスムーズにできるよ

うにして欲しい。 

成果の取扱いや特許等に関しては，共同研究・受託研

究の開始時点で決めておく必要があり，御利用者様の御

意見と当研究所の意見等とを調整する必要が生じます。

お時間を頂くこともございますが，御理解いただきます

ようお願いいたします。 

3 

 どのようなことができるのか実績

を示してもらいたい。分からないまま

では話を持って行きにくい。 

共同研究及び受託研究の成果については，依頼者様の

意向もあり，実績を公開することができない案件が多

く，全ての実績をお示しすることはできません。 
しかし，既に製品化され，公開について依頼者様の同

意を得られた案件については，学会，当研究所の機関誌

「産技研 NEWS ちえのわ」や「成果事例集」等で積極

的に公表しております。当研究所ホームページでも下記

の URL に掲載しておりますので御覧ください。 
京都市産技研活用事例紹介 
http://tc-kyoto.or.jp/outcome/example.html 
成果事例集はこちらから 
http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/chieyugo/in

dex.html 

 

７ ＯＲＴに関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

ORT 事業の意味，内容が分かりま

せん。 
ORT 事業とは，On the Research Training の略で， 

技術者の能力開発のため，当研究所において実施する

指導内容について，企業等から技術者を受け入れ，技

術者が能力の向上と製品開発のノウハウを習得するこ

とを目的に実施する制度です。研修内容は事前に打合

わせをしたうえで決めていきますので，御依頼内容に

応じてテーマや内容をカスタマイズして実施してお

り，企業技術者の能力向上・製品開発ノウハウの習得

を目的として御利用いただけます。 
御興味をお持ちいただけましたら，御利用を御検討

ください。 

2 

専門分野を絞って行うことはでき

ますか。 
ORT 事業は，依頼者様毎に異なるテーマや内容に設

定できることが特徴の一つです。具体的な研修内容に

ついては，御興味をお持ちの分野の担当者と御相談く

ださい。 

3 人材育成に努めて欲しい。 ORT 事業は，企業等の技術者の育成を目的とした制

http://tc-kyoto.or.jp/outcome/example.html
http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/chieyugo/index.html
http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/chieyugo/index.html
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度でございます。また，その他にも伝統産業技術後継

者育成研修でも人材育成に努めております。今後もこ

れらの事業を通じて，人材育成に努めてまいります。 

 

８ 知恵産業融合センター事業に関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

よく知らない。関わり方が分からな

い。 

知恵産業融合センターでは，知恵ビジネス（※）に

取り組まれる中小企業等への製品開発支援や販路開拓

支援等を推進しております。当研究所ホームページの

「知恵産業融合センター」のページに詳細を御紹介し

ておりますので御覧ください。なお，企業訪問による

説明や相談受付もしておりますので，お気軽に御連絡

ください。 

（※）「知恵ビジネス」 

企業独自の強みや京都の特性をいかしながら，新たな知恵に

よって中小企業が独自のビジネスプラン・技術・商品・サービ

スを開発して顧客創造を図るビジネスのこと。 

2 

研究していることに対して認定や

支援をして欲しい。 

当研究所が技術支援等を行い，「伝統技術と先進技術

の融合」や「新たな気づき」といった知恵産業をキー

ワードに製品化・事業化に結び付いた企業を，外部有

識者の意見を踏まえ，これまで２４社の企業様を知恵

創出“目の輝き”企業として認定しております。認定

企業には，産技研の技術支援，広報支援，京都市の各

種支援制度の支援対象候補になれる等のメリットがご

ざいます。 

 

９ 研究会活動に関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

研究会で織物整理もしていますか。 現在，西陣織物研究会においては織物整理の取組は

ございませんが，京染・精練染色研究会においては過

去に整理・仕上げ関係の取組を行っております。両研

究会とも会員の方々の御要望に応じて，活動内容を検

討いたします。 

2 

CNF の講演・事例紹介をして欲し

い。 
CNF（セルロース・ナノファイバー）をテーマにし

たセミナーについては，過去に京都合成樹脂研究会が

実施しております。 今後も最新の情報をお届けできる

よう，次年度の研究会事業に取り入れることも含めて

検討いたします。また，産技研 HP においても CNF
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の取組を掲載しておりますので御覧ください。 

http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/c
nf.html 

3 

参加したいので，案内が欲しい。 各研究会の事業は，会員の皆様に郵送等で御案内を

差し上げております。一般の方も参加可能な事業は，

当研究所ホームページ（京都ものづくり協力会 研究会

→各研究会→お知らせ）に掲載していますので御覧く

ださい。 

また，研究会への加入を御希望の場合は，当研究所

までお電話等でお問い合わせください。 

4 

他の研究会との交流・見学や研究会

としての何らかの成果目標を模索す

るなど，活動を次のステップに進める

ことも検討してはどうか。 

各研究会の独自の活動に加え，複数の研究会による

合同事業も実施しております。また，京都ものづくり

協力会は，研究会相互の横断的活動の支援を行ってお

りますが，更に研究会活動が活性化するよう，取り組

んでまいります。 

5 

よく知らない。 当研究所は，各種業界で設立された特色ある１０の

研究会の事務局を担っています。各研究会について，

当研究所ホームページ（京都ものづくり協力会 研究

会）で詳しく御紹介していますので，御覧ください。 

http://www.monozukuri.kyoto.jp/ 

 

http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/cnf.html
http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/cnf.html
http://www.monozukuri.kyoto.jp/
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１０ 全般に関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

着物の３Ｄ着用イメージ表示シス

テムで伊達衿も表示できるようにし

て欲しい。 

現在の３Ｄモデルには伊達衿が含まれておりません

ので，伊達衿を付与した新たな３Ｄモデルを作成する

必要がございます。 

有償となりますが，対応可能な場合がございますの

で，詳細については御相談ください。 

2 

受付カードを作っているのに窓口

で受付書類を記入しなければならな

い等，手続きの簡素化について改良の

余地があるのではないか。 

経理処理の適正化の観点から，御利用者様からの御

依頼であることを確認するため，受付票に御署名をい

ただいております。手続きの簡素化につきましては，

引き続き，検討してまいります。 

3 

釉薬テストピースの閲覧時間を延

長して欲しい。 
釉薬テストピースは，当研究所の開所時間中（平日

午前８時３０分～１２時，午後１時～５時１５分）で

あれば閲覧可能となっております。閲覧時間の延長は，

人員体制や費用対効果の面から難しい状況です。御理

解いただきますようお願いいたします。 

4 

・ 土日も対応して欲しい。 
・ オートサンプラーのついた機器は

土日祝も運転可能にできないか。 

土曜日や日曜・祝日の開所につきましては，人員体

制や費用対効果の面から総合的に判断し困難な状況で

す。御理解いただきますようお願いいたします。 

5 

具体的な機器の導入についての御

意見（多くの御要望を頂きましたの

で，申し訳ございませんが，具体的な

機器名は省略させていただいており

ます。） 
 

機器設備の導入に当たっては，限られた予算の中で

最大限の効果が図れるよう，当研究所を御利用いただ

いている方々の御要望や研究開発での必要性に鑑み

て，決定しております。 
頂いた御要望等も機器設備の導入検討に当たって参

考にさせていただきます。 
また，御要望いただいた機器の中には，当研究所に

設置しているものや，関係機関，他の公設試験研究機

関等で保有しているものもございました。お使いにな

りたい機器がございましたら，他機関を御紹介できる

場合もございますので，お気軽に御相談ください。 

6 

KES など手触り感の定量化ができ

る評価装置を多様に取り揃えて欲し

い。 

当研究所では，生地の風合いを数値化するための

KES 風合試験機を設置しております。下記の URL に

当研究所設置の KES 風合い試験機について掲載して

おりますので御利用を御検討ください。 

http://tc-kyoto.or.jp/equipment/seni2/01.html 
その他，手触り感の定量化について御要望の機器が

ございましたら，改めて御意見をお寄せいただけます

ようお願いいたします。 

http://tc-kyoto.or.jp/equipment/seni2/01.html
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7 
職員の知識や技能を向上させて欲

しい。 
より御利用者様に御満足いただけるよう，職員の能

力向上に努めます。 

8 

・ 職員に柔軟性・積極性を持って欲

しい。 
・ もっと柔軟に対応することを望

む。 

 可能な限り御要望にお応えできるよう，柔軟かつ積

極的な姿勢で業務に当たってまいります。 

9 

技術者，専門家を充実させ，１箇所

でかゆいところに手が届く研究所に

なって欲しい。 

予算の制約等もございますが，可能な範囲で御利用

者様の御期待に沿えるよう，人材の充実・確保に努め

てまいります。 

10 

機器利用や分析に関する相談はど

のメールアドレスに送信したら良い

ですか。 

当研究所ホームページのトップページ⇒画面右上の

「お問い合わせ」⇒「フォームからのお問い合わせ」

と進んでいただき，お問い合わせ先を総合相談窓口に

してお問い合わせください。 

11 

どのようなサービスがあるのか，ど

んなことができるのか，知る機会を増

やして欲しい。 

当研究所では，ホームページや機関誌「産技研

NEWS ちえのわ」，「成果事例集」，「機器・設備利用の

ご案内」の発行等を通じ，情報発信を図っております。

今後も更に積極的な情報発信を行い，より多くの方に

利用していただけるよう努力してまいります。 

12 

釉薬のテストピースをデータベー

ス化し，インターネットで見られるよ

うにして欲しい。 

釉薬のテストピースは，写真と実際の釉薬の性状・

発色に差が生じてしまうため，実物を御覧いただくこ

とをお勧めしております。 
また，無断転載等を防止する観点からも，インター

ネットでの公開は差し控えております。御理解いただ

きますようお願いいたします。 

13 

講演，イベントの案内は紙ベースの

方が見てもらえると思います。 
講演やイベントの御案内は，ホームページやメール

マガジンに加え，チラシ等の紙ベースでの御案内も合

わせて行っております。 

より効果的に情報をお伝えできるよう，努めてまい

ります。 

14 

・ 支払いにクレジットカードや銀行

振込を利用したい。 
・ 依頼試験の料金を個人で立て替え

た後，会社で費用処理をしている。

振込できるようにならないか。 
・ 利用料金が振込の場合，振込手数

料がかかってしまう。 

当研究所では，既に利用料金の銀行振込に対応して

おります。ただし，振込手数料につきましては，御利

用者様に御負担いただいておりますので御了承くださ

い。 

なお，クレジットカードによる支払については，現

在対応しておりませんので，御了承ください。 

15 

見積依頼に対して回答をもらえな

かった。 
当研究所では，基本的に見積書は発行しておりませ

ん。御不便お掛けいたしますが，御理解いただきます

ようお願いいたします。 
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なお，ホームページ上に料金を掲載しておりますの

で，御参照ください。 

16 

支払いについて時間がかかりすぎ

るため，スムーズに対応して簡便に支

払えるようにして欲しい。 

御不便をお掛けしております。少しでも早く対応で

きるよう心掛けておりますが，より迅速な対応に努め

てまいります。 

17 

来所時に受付で機器利用の料金を

現金で支払いたい。 
利用される機器によっては，御利用いただいた時間

に応じて料金を頂いております。その場合，来所いた

だいた時点で料金が確定していない状況となるため，

お支払いただくことが難しくなります。また，見込み

時間でお支払いいただくと，時間延長や短縮があった

場合に，精算処理を行う必要が生じ，御利用者様にお

手間を掛けさせてしまうことになりかねません。 

御不便をお掛けしますが，御理解いただきますよう

お願いいたします。 

18 

納付書をもらうまでにかかる日数

が担当者によってばらばらなので，一

律にして欲しい。 

御不便をお掛けしております。 

依頼試験や技術指導の内容によっては，内容等の取

りまとめや，妥当性の確認にお時間を頂く場合がござ

います。 

少しでも早く対応できるよう努めてまいりますの

で，御理解いただきますよう，お願いいたします。 

19 

・ 料金を安くして欲しい。 
・ 市外企業ももう少し安く使わせて

欲しい。 

利用料金につきましては，他の公設試験機関の動向

等を踏まえながら，できるだけ御利用者様の負担にな

らないよう，適正に定めております。 

また，当研究所の役割等を踏まえ，市内中小企業の

皆様には優先的に御利用いただいておりますが，関西

広域連合に加盟する府県の企業等の皆様につきまして

も，市外割増料金を減免しております。対象の御利用

者様は比較的安価に御利用いただけますので，どうぞ

御利用ください。 

使用料及び手数料の減免について 

http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/d
etail.html#a01 

20 

駐車料金が高い。 当研究所には専用の駐車場はなく，御利用者様には

京都リサーチパークの駐車場を御利用いただいており

ます。頂いた御意見は，駐車場を運営している京都リ

サーチパーク株式会社にお伝えいたします。 

21 

研究等に関する御意見 
・ 食品分野に関する内容を充実させ

て欲しい。 

具体的な御要望につきましては，所内で情報を共有

し，今後の研究開発・業務の参考にさせていただきま

す。 

http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/detail.html#a01
http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/detail.html#a01
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・ アゾ不使用染料と白生地の染トラ

ブルに関係があるか研究して欲し

い。 
・ 絞り染めの堅牢度を上げる方法を

考えて欲しい。 
・ 資材開発に対する支援・指導をし

て欲しいです。 

また，具体的なお悩みがあるようでしたら，お気軽

に御相談ください。 

22 

研究所のミッションである京都市

への利益還元にこだわるあまり，特徴

ある技術・強い技術が育たない，とい

うことにはならないように配慮して

欲しい。世界に誇れる技術を生むこと

を目指して欲しい。 

市内中小企業の下支えと成長支援は，当研究所の設

置目的に鑑み，重要な役割と認識しております。他方，

長期的・広域的な観点で，特徴ある技術や強い技術を

創出することも重要だと認識しております。今後も御

期待に沿えるよう取り組んでまいります。 

23 

地元の中小企業支援もたいへん重

要な任務だが，中長期的な研究課題に

も関与できる研究者，技術者（無から

有を作り出せる人材）養成も目標に加

えて欲しい。 

当研究所では，チーム制を導入し，それぞれ専門的

知見と得意技術を活用して，業界の中長期的な課題に

対しても支援を行っています。今後も，プロジェクト

への参画，ORT 事業，共同研究等を通じ，御利用者様

の御希望も踏まえながら，中長期的な観点で研究課題

に取り組めるよう，工夫してまいります。 

また，当研究所の研究員についても能力向上に努め

てまいります。 

24 

将来の科学者・化学者を育てる子供

への教育の場を作れないか。 
当研究所では，毎年「ラボフェス＠産技研～京都も

のづくり体験デー～」と題して，子どもたちに科学技

術に対する興味を持ってもらうことを目的の一つとし

て，主に小学生のお子様を対象としたイベントを行っ

ております。また，小学校からの見学受け入れも行っ

ております。 

今後も市内中小企業の下支えと成長支援を行いつ

つ，未来の科学者の育成に貢献できるよう努めてまい

ります。 

25 
研究発表のスピードが遅い。 御期待に添えず申し訳ございません。より的確な時

期に発表できるよう，努めてまいります。 

26 

セミナー・講習会に関する御意見 
・ 焼成関連，成形関連のセラミック

ス技術セミナーも開催して欲しい。 
・ 陶磁器の商品開発に役立つような

３D プリンターの初心者講習会を

やって欲しい。 

いただいた具体的な御意見は，当研究所内で情報共

有させていただき，研修会，セミナー等の企画に活用

させていただきます。今後も満足度の高い催しとなる

よう努めてまいります。 
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・ 材料劣化に関係する講習会・セミ

ナー等を開催して欲しい。 
・ 釉薬の基礎講座 
・ 稲葉天目釉について 

27 

テストピース庫に入れないのか。 テストピース資料室（５階）については，御利用い

ただけます。資料室にないテストピースもございます

ので，御要望に合ったテストピースが見つからない場

合は，担当者にお声掛けください。 

28 

繊維関連の部門を西陣地区に戻し

て欲しい。 
繊維技術センター及び工業技術センターの積み重ね

てきた伝統や強みを十分に理解し，組織統合による相

乗効果を生み出すためには，機能融合を進めることが

必要不可欠であったため，立地統合を行いました。 

御不便をお掛けしますが，御理解いただきますよう

お願いいたします。 

なお，西陣織会館におきまして，西陣相談窓口を開

いております。また，相談内容によっては製造現場に

伺って調査・指導を行っておりますので，よろしけれ

ば御利用ください。 

29 

企業を対象にしたアンケートなの

で，大学の関係者には答えづらかっ

た。 

御不便をお掛けしました。回答が可能な質問だけで

も御回答いただけますと参考になりますので，御協力

いただきますようお願いいたします。 

30 

電子ジャカードのデータ変換につ

いて，的確な返答が得られなかった。 
各電子ジャカードメーカーのファイルフォーマット

はメーカー独自の仕様であり，公開されていない場合

がありますので，御期待に沿えないこともございます。

御理解いただきますよう，お願いいたします。 

なお，当研究所の新 Windows 版 CGSII ソフトウェ

アではCGSIIデータからストーブリ社のファイルフォ

ーマットである「jc５」への変換に対応しております。 

31 

電話をしたときに，担当者が不在で

あっても，連絡があったことに対して

何らかの行動をとって欲しい。 

御意見のとおり，担当者が不在の場合は，御連絡先

等をお伺いし，帰所後に担当者から改めて連絡を差し

上げることとしております。 

御指摘を踏まえ，改めて所内で周知徹底いたします。 

32 

研究内容も施設ももっと開放して

欲しい。 
研究内容につきましては，共同研究や受託研究の場

合，秘密保持の観点から原則として公開又は皆様に御

利用いただくことはいたしかねます。当研究所単独で

の研究などについては，より多くの方に当研究所の成

果を周知し，御利用いただけるよう努めてまいります。 

また，施設及び機器につきましては，御利用者様の

ニーズや機器の保守管理等を考慮しつつ，御利用いた
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だける開放機器の拡充を行っておりますので，御理解

いただきますようお願いいたします。 

33 

研究所に出向いて機器を利用する

のではなく，依頼をしたら研究所でや

ってくれないか。 

機器利用の他に御利用者様の御要望をお伺いして実

施する依頼試験・分析等もございます。 

どちらの場合でも来所いただく必要はございます

が，御理解いただきますよう，お願いいたします。。 

34 

適切な分析方法等技術的な相談に

対して，適切なアドバイスをもらえる

と助かる。 

適切なアドバイスが行えるよう，心掛けております

が，より一層適切なアドバイスができるよう努めてま

いりますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

35 

このアンケートは無意味ではない

か。 
このアンケートは当研究所を御利用いただいている

皆様からの御意見を伺う貴重な機会と考えており，可

能な限り，御意見を反映させていただいております。 

より一層の改善を図るため，御協力いただきますよ

う，お願いいたします。 

36 

研究所だけでは限界があるので，現

場や業界との連携をスムーズに行う

ことが大切だと思う。 

御意見のとおりと考えており，現場の状況を理解し，

業界とも適切に連携して業務を行うよう，取り組んで

まいります。 

37 

不要なお知らせや重複した郵送物

が来ることがある。システム面を見直

して，無駄を省いた方が良いのではな

いか。 

 御迷惑をお掛けしております。御指摘のようなこと

が生じないよう，改善に努めてまいります。 

38 

アンケートの宛先に部署名が入っ

ていなかったので，社内で担当者のも

とに届くまでに時間がかかってしま

った。 

御迷惑をお掛けしました。アンケートは，当研究所

で把握しております利用者登録に基づき発送しており

ます。今後は適切な宛先にお届けできるよう，改善し

てまいります。 

39 

インターネット回答が提出期限よ

りも先に締め切られていた。 
インターネット回答は提出期限と同時に締め切りを

しております。 

今回の調査に関しては，調査開始後にホームページ

のリニューアルに伴い，回答欄が見つけにくくなった

ことが，締め切っていると誤解を生じさせてしまった

原因かと考えられます。今後は，分かりやすく回答で

きるよう改善してまいります。 

 


