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「平成３０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３０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。 

 

・ 使用可能な設備やその料金，提供可能な技術について公開していただけていることがありがたく感

じております。（ホームページ） 

・ 大変丁寧な応対で納得できる御説明はありがたく，参考になり，また勉強にもなりました。（技術

相談） 

・ 丁寧な説明と技術フォローがあり，大変助かりました。（試験・分析） 

・ 小規模事業者が自力でこのような検査をすることは機器やスキルを持たないため，困難であり，こ

のような依頼ができる機関があることに深く感謝いたします。（機器利用） 

・ しっかりサポートしていただいています。（ＯＲＴ事業） 

・ 京都駅の京都茶寮は良かった。販路を継続して増やして欲しい。（知恵産業融合センター） 

・ 研究会での参加者の方々の質問などが勉強になる。（研究会活動） 

・ いつも困った時にお世話になっており大変助かります。今後もよろしくお願いします。（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 

他のサイトと比較してホームペー

ジの動作が遅い。 
当研究所のホームページは，汎用のツールで作成し

ているため，一般的なサイトと同様の構成になってお

り，表示の速度は通信速度に依存します。 

もし，モバイル機器での閲覧で動作速度が遅いと思

われているのであれば，モバイル機器には対応してお

りませんので，モバイル環境においては表示に時間が

掛かることがございます。今後，モバイル対応の準備

を進め，より快適に御利用いただけるよう努めてまい

ります。 

2 

助成金応募案内を分かりやすくし

て欲しい。 
当研究所では，助成金の交付を行っていないため，

現在，ホームページ上で御案内等は行っておりません。 
御意見を参考に，他機関の実施する助成金等の御案

内方法については，今後，検討してまいります。 
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3 

・ 分野別に展示会案内をまとめて欲 

しい。 
・ 参考にしたいので，最近の研究状

況，実績をアピールして欲しい。 
・ 問い合わせ先が分かりにくい。 
・ スマートフォンで閲覧すると字が

小さくて見づらい。 
・ 見たいページになかなかたどり着

かない。 
・ 機器の検索が使いにくい。 

御不便をお掛けしております。御意見等を踏まえ，

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。 

4 

利用者向け，一般向けの情報公開を

してはどうか。例えば，分譲している

酵母の概要とそれを使った製品の紹

介などがあると良いのではないか。 

ホームページ，Facebook，メールマガジン，機関誌

発行等，情報の公開・発信に努めているところですが，

ホームページの利便性向上等，皆様から頂いた御意見

等を参考に更に工夫を図ってまいります。 
なお，各研究チームの研究内容については，利用者

様向けのページと一般向けの「チームマップ」をそれ

ぞれ掲載しております。 
下記の URL から各研究チームのチームマップ等を

御覧いただけますので，どうぞ御活用ください。 
http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/ 

5 

・ 機器の情報をもっとホームページ

に掲載して欲しい。 

・ 機器設備の説明のみでなく，活用

の仕方や何を知ることができるの

かが思い浮かぶような情報提供を

して欲しい。 

・ 装置が何の調査や分析に使用でき

るか具体例を挙げて欲しい。 

機器の情報については，基本的な情報を検索ページ

から御覧いただける各機器のページ及び「機器・設備

利用のご案内」の冊子で御紹介しているほか，機器の

活用例を産技研 NEWS「ちえのわ」で御紹介しており

ます。「機器・設備利用のご案内」及び産技研 NEWS
「ちえのわ」は，ホームページでも御覧いただけます

ので，是非，御活用ください。 
＜機器の検索＞ 
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/ 
＜機関誌等＞ 
http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html#a-3 
＜機器の活用例＞ 
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/setubi-Intro.html 

6 

 メールマガジンの配信をして情報

を得やすくして欲しい。 
当研究所においても，平成２６年度からメールマガ

ジンの配信を行っております。 
下記の URL から，登録もできますので，どうぞ御

利用ください。 
http://tc-kyoto.or.jp/contact/mail/mail2014.html 

http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/
http://tc-kyoto.or.jp/transmit.html#a-3
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/setubi-Intro.html
http://tc-kyoto.or.jp/contact/mail/mail2014.html
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7 

設備紹介のページに掲載されてい

ない機器があった。 
 御不便をお掛けいたしました。 
 平成３１年４月にホームページに掲載されていなか

った機器の情報を掲載いたしましたので，御活用くだ

さい。 

8 

・ 機器・依頼試験の予約状況をホー

ムページで確認できるようにして

欲しい。 
・ 機器利用をインターネットで申し

込めるようにして欲しい。 
・ 申込書をメールに添付するのでは

なく，直接 Web で申し込みをでき

るようにして欲しい。 

試験の内容等によりできるだけ最適な利用を提案す

るため，また，試験の内容・所要時間等に応じて料金

が決まるため，ホームページではなく，電話・メール

による予約申込としております。御理解いただきます

よう，お願いいたします。 

9 

・ 料金の一覧表があると良い。 
・ 利用料金が分かりにくい。 
・ 料金が分かりにくい。概算でもわ

かるようにできないか。 

御不便をお掛けしており，申し訳ございません。 
分かりやすく料金を掲載できるよう，努力しており

ますが，試験の内容・所要時間等に応じて料金が決ま

りますので，一律に金額を掲載することが難しいもの

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，料金の一覧表を下記 URL に掲載しておりま

す。是非，御活用ください。 
＜機器利用の料金表＞ 
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/price.html 
＜依頼試験・分析の料金表＞ 
http://tc-kyoto.or.jp/test/all-list-201910.html 

10 

会議室の利用をしている。設備，人

数の情報を公開して欲しい。 
会議室につきましては，面積や収納可能人数等をホ

ームページに掲載しております。下記 URL の検索ペ

ージから，会議室・研修室やホールの項目をお選びい

ただきますと，各会議室等の情報が表示されますので，

是非，御利用ください。  
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/ 

 

２ メールマガジンに関する要望等 

№ 提出された要望等 要望等に対する産技研の考え方 

1 

もう少し回数が少なくても良い。 情報発信の重要性に鑑み，メールマガジンについて

も積極的な配信に努めております。現在は，随時配信

を基本としているため，配信回数の多い時期が生じる

場合がございますが，御理解いただきますようお願い

いたします。 

2 細かい事例などを紹介して欲しい。 メールマガジンは文章形式を基本としておりますの

http://tc-kyoto.or.jp/equipment/price.html
http://tc-kyoto.or.jp/test/all-list-201910.html
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/
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で，イベント・セミナー等の御案内等を中心に配信し

ております。 

細かい事例の紹介等については，産技研ホームペー

ジや産技研 NEWS「ちえのわ」，産技研 Facebook等を通

じて御紹介しておりますので，是非，御覧ください。 

3 

HP をチェックして必要な情報を

得られるので，メールマガジンは不

要。 

当研究所のホームページを御覧いただき，ありがと

うございます。 

メールマガジンでは，皆様のお役に立つよう，当研

究所の情報の他に，関係機関や行政等が実施するイベ

ントやセミナーの情報等も掲載しております。ホーム

ページに掲載していない情報もお知らせしております

ので，是非，御利用ください。 

 

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 

事前予約はつらいときがある。 御不便をお掛けしております。 

限られた人員で対応しておりますので，事前予約な

しですと，対応できない場合もございます。御理解い

ただきますよう，お願いいたします。 

2 

レポートを書いてもらえると助か

る。 
技術相談の説明は，口頭で行っております。御不明

な点等がございましたら，担当者に御質問いただけれ

ば，丁寧な解説をさせていただいております。 
また。規格が定まった試験や分析につきましては，

成績書の作成も行っております。担当者に御相談くだ

さい。 

3 

料金やどこにどのように相談した

らいいのかが分からない。 

 

技術相談の料金につきましては，３０分未満の場合

は無料，１時間までの場合は２，０９０円でございま

す。以降，１時間を超える場合は，３０分毎に１，０

４０円をいただいております。 
御相談いただく際は，各研究チームにお問い合わせ

ください。また，担当チームが御不明な場合は，総合

相談窓口へお問い合わせください。 
＜総合相談窓口＞ 
TEL：075-326-6133 FAX：075-326-6200 

受付時間：午前８時３０分～１２時／ 
     午後１時～５時 
（土日祝，１２月２９日～１月３日を除く。） 

4 具体的な数値等で原因を究明でき トラブルや不具合の原因は複数の要因（材料，加工，
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たらよかった。 使用状況，環境，経過時間等）が作用することが多い

ため，様々な情報を元に推定していきます。試験や測

定結果の数値等で原因を確定でき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。 

5 

・ トラブルの原因の回答がもっと詳

しく，具体的になると良い。 
・ トラブルに伴う金銭問題は当事者

同士で調整するので，技術相談では

自信を持ってはっきりした見解を

述べて欲しい。 

頂きました御意見を踏まえ，御要望に沿えるよう，

研究員一人ひとりが心掛けてまいります。 

6 

蓄積している現物資料を直接見た

い。 
実験や試験結果の蓄積については秘密情報保護の関

係で御覧いただけない情報もございますが，既に公開

されている資料については閲覧が可能です。 
見本やサンプルの閲覧も含め担当の研究員にお気軽

に御相談ください。 

7 

・ 呉服関連の分野を担当する職員を

増やして欲しい。 
・ 研究員が忙しく，日程調整が難し

いので，前捌きのできるコーディネ

ーターの拡充をして欲しい。 

 職員の採用・配置に当たっては，技術動向，市内産

業の状況等，様々な要因を考慮のうえ，決定しており

ます。 
 頂いた御意見等を参考にしながら，より適切な人員

配置に努めてまいります。なお，総合相談窓口で専門

の担当者の案内を行う等，専門の研究員に御相談いた

だく前の調整も行っておりますので，是非，御利用く

ださい。 

8 

必要に応じて，他機関や他の研究者

を紹介して欲しい。 
御要望の内容によりますが，可能な範囲で他機関や

大学の研究者等を御紹介させていただいております。 
一度，担当の研究員に御相談ください。 

9 

CNF の効率的な分析方法について

アドバイスが欲しい。 
CNF（セルロースナノファイバー）については，当

研究所の高分子系チームが担当しております。お気軽

に御相談ください。 

10 

なるべく安く利用したい。 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。 
なお，技術相談については，３０分未満の相談であ

れば無料で対応しております。 

 

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 
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1 

技術相談との違いは何か。 技術相談は，御利用者様からの技術的な課題に関す

る御質問や御相談に対して，課題解決に向けた提案や

助言を行うものです。 
一方，試験・分析は，御利用者様の御依頼や課題解

決のため，具体的に当研究所の研究員が試験，分析，

設計，加工，デザイン等を行い，結果をお返しするも

のです。 

2 

原因究明のために依頼しているの

で，試験・分析の結果をはっきり答え

て欲しい。 

正確さを担保するため，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，

より御期待に添える対応となるよう，努めてまいりま

す。 

3 

・ 試験結果をどのようにして導き出

したか質問をしたら，回答が返ってく

るまで，かなり時間がかかった。迅速

に対応して欲しい。 
・ 迅速に対応して欲しい。 

御不便をお掛けしております。迅速な対応に努めて

まいります。 

4 
できれば口頭ではなく，書面で分析

結果の説明を出して欲しい。 
試験・分析の内容によっては，成績書を作成するこ

とも可能です。適宜，担当の研究員に御相談ください。 

5 

料金が分からない。具体例と費用実

績を開示して欲しい。 
料金につきましては，下記 URL に料金表を掲載し

ております。また，御依頼の内容によっては，料金の

概算をお伝えできる場合がございますので，まずはお

気軽にお問い合わせください。 
http://tc-kyoto.or.jp/test/all-list-201910.html 
なお，試験・分析の結果には，御利用者様の秘密情

報に関わる部分も多く，具体例をお示しすることが難

しい場合もございますが，ホームページ等で設備機器

の利用方法等を分かりやすくお伝えするなど，可能な

範囲で工夫を図ってまいります。 

6 

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。 

7 

・ 求めている精度に達していなかっ

た。 
・ 試験条件が合わなかった。 

御期待に添えず申し訳ございません。 
当研究所の保有する機器で御要望にお応えできない

場合，必要に応じて他機関等を御紹介させていただい

ております。担当の研究員に御相談ください。 

8 

ウルシ糸の耐光堅牢度試験につい

て，ウルシの透明化する現象をどのよ

うに定義し，耐光検査との信憑性を図

特殊な素材について試験をされる場合に，一般的な

試験で的確な分析結果が得られるかどうかは，素材と

試験の内容，御利用者様が何を知りたいか等によって

http://tc-kyoto.or.jp/test/all-list-201910.html
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るのかが疑問に残る。 変わってまいります。 
より具体的に御利用者様の御希望をお伺いできれ

ば，正確な回答やより適切な試験の御提案ができるか

もしれませんので，試験について疑問に思われたこと

は，是非，担当の研究員にお尋ねください。 

9 

評価を証明する書面が発行できな

くても，１シート３～５行程度で良い

ので，コメントを文書でもらえない

か。 

試験・分析の結果をお伝えする際，担当者が口頭で

丁寧な解説を行うよう努めています。御利用いただい

た方に満足していただけるよう，きめ細かな対応を心

掛けてまいりますので，御理解いただきますようお願

いいたします。 

10 

スケジュールや負荷を見えるよう

にして，依頼試験の納期を簡単に把握

できるようにならないか。 

試験内容等が多岐にわたるため，詳しくは，担当の

研究員と御相談ください。 

 

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 

 どのような機器があるのか分から

ない。 
当研究所の保有する機器については，下記の URL や

「機器・設備利用のご案内」の冊子で，紹介しておりま

す。是非，御活用ください。 
http://tc-kyoto.or.jp/equipment/ 

2 

 機器のスペックが低い。機器の応用

利用がしにくい。 
当研究所の保有する機器で御要望にお応えできない

場合，必要に応じて他機関等を御紹介させていただいて

おりますので，担当の研究員に御相談ください。 
応用利用につきましては可能な限り対応いたします

ので研究員に御相談ください。 

3   

測定の証明書を出して欲しい。 当研究所では校正証明書（※）を取得していない機器

も多く，御要望にお応えできていないのが現状です。限

られた予算の中で，できるだけ御利用者様の御要望にお

応えできるよう努めてまいります。 

※ 実機の値と基準値との差異を把握する一連の作業

（校正）を行った結果を証明するためのもの。 

4 

専門家としてのアドバイスが欲し

い。 

必要に応じて，担当の研究員からアドバイスさせてい

ただきます。お困りの際は，是非，担当の研究員に御相

談ください。 

5 

分光光度計などの一部の設備につ

いて利用金額が明示されていない。 

御利用者様が自ら御利用いただける機器に関しては，

御利用時間に応じた料金をホームページに掲載してお

ります。 

分光光度計等，御利用者様の目的等に応じて研究員が

操作する機器については，行った試験内容や時間に応じ

http://tc-kyoto.or.jp/equipment/
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て料金が変動し，あらかじめ料金を明示することが難し

いため，敢えて表示しておりません。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。 

なお，試験の種類に応じた料金表を下記 URL に掲載

しておりますので，御確認ください。 

http://tc-kyoto.or.jp/test/all-list-201910.html 

6 

・ 零細企業や大学の利用について，

通常より低い料金設定にしてもら

えないか。 

・ もう少し低い価格設定にして欲し

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。 

なお，市内中小企業の皆様に優先的に御利用いただく

ため，大学の御利用について低廉な料金設定を行うこと

はいたしかねます。企業規模に応じた料金設定について

も，近隣の公設試験機関の動向を踏まえますと，実施の

予定はございません。御要望に沿えず，申し訳ございま

せん。 

7 

・ 貸し出し機器を増やして欲しい。 

・ 依頼試験では費用がかさむので，

貸し出し機器をもっと増やして欲

しい。 

・ 測定の工程も見たいので，依頼試

験ではなく，自ら測定したい。 

・ 測定に関しても自ら手掛けたい。 

御利用者様自らが操作できる機器の設定につきまし

ては，利用ニーズや機器の保守管理等を考慮しつつ，段

階的に進めてまいります。 

 

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 

手順やどのように相談するのか等

が分からない。分かりやすい資料や情

報が欲しい。 

共同研究等を御検討いただく際には，まずは担当の研

究員に御相談ください。 

また，担当者が決まっていない場合は，総合相談窓口

にお問い合わせいただければ，適切な担当部署を御案内

いたします。 

＜総合相談窓口＞ 
TEL：075-326-6133 FAX：075-326-6200 

受付時間：午前８時３０分～１２時／ 
     午後１時～５時 
（土日祝，１２月２９日～１月３日を除く。） 

2 

うまく合うか分からないので，行う

のに勇気がいる。ダメもとでやってみ

てもいいと思える案件がなかなかな

い。 

当研究所では，共同研究に移行するまでに，十分に事

前打合せ等を行っております。御検討中の案件がござい

ましたら，お気軽に担当の研究員に御相談ください。 

http://tc-kyoto.or.jp/test/all-list-201910.html
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3 

 研究費用を明示して欲しい。 共同研究・受託研究については，研究の内容により，

必要となる費用が異なることから，一律に費用を明示し

ておりません。まずは担当の研究員に御相談ください。 

 

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 が何なのか，どのような内容

なのかが分からない。 
ORT（On the Research Training）事業とは，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当研究所にお

いて実施する研修制度です。 
研修内容は御要望に応じてカスタマイズして実施で

き，企業技術者の能力向上・製品開発ノウハウの習得

等に役立てていただいております。 

 

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 

伝統産業の担い手の販路を継続し

て増やして欲しい。個人での契約につ

なげられるような機会があると良い

のではないか。 

伝統産業の担い手支援の一環として，平成３１年３

月に若手担い手の製品開発から販路開拓まで幅広く支

援するポータルサイト「京もの担い手プラットフォー

ム」を開設し，新たな販路開拓に努めております。 

また，既存の販路支援（店舗における通年の展示販

売）についても，継続して実施しており，個人として

商品を置いていただけるようになったケースや，ホー

ムページを通じて販路につながったケースもございま

すので，積極的に御活用ください。 

2 

京もの担い手プラットフォームの

制度を４５歳以上でも制度を利用さ

せて欲しい。 

伝統産業の若手担い手の支援という観点から，また

京都府及び京都市の制度との整合性も考慮し，本制度

の登録メンバーを４５歳以下に設定しております。 

ただし，既にメンバー登録していただいている場合

については，４５歳以上でも継続して制度を一部御利

用（ホームページでのＰＲ及び問い合わせ等があれば

おつなぎさせていただく等）いただけることとしてお

ります。 

3 
内容や相談の進め方が分からない。 御相談等がございましたら，些細なことでも結構で

すので，知恵産業融合センターまで御連絡ください。 

4 

「目の輝き」認定後にどのように活

用したら良いのか，具体的に思い浮か

ばない。 

認定企業を対象とした支援メニュー（産技研アドバ

イザーによる支援，補助金申請支援等）を御用意して

おります。メール等で御案内（不定期）しております
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ので，是非御活用ください。 

また，京都市等が実施する支援制度を通じて，資金

面の支援も受けられます。詳しくは「中小企業金融の

しおり」（京都市公式ホームページ「京都市情報館」に

掲載）を御覧ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000119
631.html 

5 

研究助成について引き続き情報が

欲しい。 

当研究所が直接実施する補助金はございませんが，

知恵産業融合センターにおいて，研究や商品開発の助

成に関する御相談に対応しております。お気軽に御相

談ください。 

6 

セミナーやイベントを共同で実施

したい。 

御要望の内容によっては，御協力できる場合がござ

いますので，まずは知恵産業融合センターまで御相談

ください。 

 

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 

登録方法が分からない。 当研究所ホームページのサイドメニュー「ものづく

り協力会・研究会」の「各種手続き」に，詳しい登録

方法等を御説明しております。 

http://monozukuri.kyoto.jp/procedure/ 

また，お電話（代表：075-326-6100）でも御説明い

たしますので，お気軽にお問い合わせください。 

2 

研究会活動についてあまり知らな

い。情報がない。 
当研究所ホームページのサイドメニューにある「も

のづくり協力会・研究会」に各研究会の活動情報を掲

載しております。 

http://monozukuri.kyoto.jp/ 

また，京都合成樹脂研究会は独自のホームページで

も，京都工芸研究会は Facebookページでも，それぞれ

情報発信を行っていますので，是非，御覧ください。 

 

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 

・ 直接訪問しなくても，電話，メー

ル，運送便等で依頼対応をしてもら

えないか。 
・ 試験サンプルを郵送したい。 

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。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000119631.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000119631.html
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2 
電話会議，テレビ会議等で気軽に打

ち合わせができるようにして欲しい。 
必要に応じて，電話での打合せや相談等には対応し

ております。担当の研究員にお気軽に御相談ください。 

3 

予約が埋まっていて，予約したくて

もできなかった。設備の予約をしやす

くして欲しい。 

御不便をお掛けしております。研究員や機器の空き

状況によっては，予約をお取りいただくのが難しい場

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 

・ 土日に利用したいときがある。 
・ 相談時間の枠を臨機応変に対応し

て欲しい。 
・ 測定機器の利用後，ソフトを用い

て分析するのに時間がかかるので，

夕方の終了時間を延長してもらえ

ないか。 

可能な範囲で柔軟な対応を心掛けておりますが，

土・日曜日や時間外の対応につきましては，人員体制

等の観点から実施する予定はございません。御理解・

御協力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す。使用を希望す

る機器がございましたら，当研究所保有機器について

は御利用について御案内させていただきます。当研究

所が保有していない機器についても，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 

知識・技能の向上だけでなく，依頼

者の仕事や目的を理解するようにし

て欲しい。 

御利用者様の業務や目的等をしっかりとお聞きした

うえで業務に当たる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。 

7 

新しく機器や設備を導入したとき

は，アナウンスをして欲しい。 
新規に導入した機器については，ホームページや産

技研 NEWS「ちえのわ」，メールマガジン等で御紹介

しております。是非，御覧ください。 

8 
クレジットカードでの支払いを可

能にして欲しい。 
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。 

9 

口座引き落としや銀行口座への振

込で支払えるようにして欲しい。ネッ

ト銀行からも振り込めるようにして

欲しい。 

当研究所では，既に利用料金の銀行（ネット銀行含

む。）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。  
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なお，口座引き落としについては，現在対応してお

りませんので，御了承ください。 

10 

・ 毎回請求書を出すのではなく，一

箇月分の料金をまとめて請求書を

発行するようにしてもらえないか。 
・ 料金をまとめて翌月末支払いの方

式にできないか。 

技術相談や試験・分析等で御利用いただいた際には，

一定回数分はまとめて請求書を発行することも可能で

すので，担当の研究員又は受付窓口にお気軽に御相談

ください。 

11 

 受託研究の費用を完了後に請求す

るようにしてもらえないか。 
御利用者様からいただいた受託研究費を元に，研究

に必要な消耗品の購入等を行うため，期日までにお支

払い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。 

12 

 機器利用の際，使用料しか開示され

ていないが，職員に手伝ってもらった

場合の謝金等はどうしたらいいのか。 

機器利用の際，使用料以外に御請求することはござ

いません。当研究所の職員が補助をした場合も謝金等

は受け取っておりませんので，安心して御利用くださ

い。 

13 

相談窓口がよく分からない。料金はか

かるのか。 
技術相談を総合的に受け付ける総合相談窓口を設置

し，初めての御利用の方や専門の担当が分からない方

を適切な担当者に御案内しております。 

技術相談の料金につきましては，３０分未満の場合

は無料となっております。担当職員と具体的な内容や

料金，納期等をお打合せいただくことになります。技

術に関する相談については，総合相談窓口にお問い合

わせください。 

＜総合相談窓口＞ 
TEL：075-326-6133 FAX：075-326-6200 

受付時間：午前８時３０分～１２時／ 
     午後１時～５時 
（土日祝，１２月２９日～１月３日を除く。） 

14 
相談者の知識不足を補い，商品開発

へと結び付く提案をして欲しい。 
御利用者様の御期待に沿えるよう，取り組んでまい

ります。 

15 

セミナー・講習会等についての御要

望・御意見 
・ 日中は出席しにくいため，遅めの

時間から講習会を開始してもらえ

ないか。 
・ 釉薬の材料変化について 
・ マッチングや設備開放，講習会に

参加したい。 
・ 研究発表会，技術解説講習会を開

頂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。今後も御満足いただける催しとなる

よう努めてまいります。 
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催して欲しい。 
・ 陶芸及び繊維関係の内容を充実さ

せて欲しい。 
・ 販路拡大や営業のコツについて 
・ 正絹での染色方法，ポリエステル

染色方法 
・ CGS を使った紋の作り方 
・ 防炎の講演を聞いたが，実例や業

者の紹介など踏み込んだところま

で聞きたかった。 

16 

実験内容は秘密にして欲しい。 当研究所の職員は，地方独立行政法人法の規定によ

り守秘義務（職務上知ることのできた秘密を漏らして

はならない）を負っております。実験内容を漏えいす

ることはございません。安心して御利用ください。 

17 

・ このアンケートは無意味ではない

か。 
・ アンケートの項目が多い。 
・ アンケート用紙のページ数を削減

するなどして，ごみを減らしてはど

うか。 

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。 

18 

 どこまで回答したか分からないの

で，アンケートフォームを改善して分

かりやすくして欲しい。 

アンケート回答フォーム上部にどこまで回答したか

を下記のようなバーで表示しております。どこまで回

答したかの目安として，御参照ください。 

19 

依頼内容によっては時間がかかり

すぎだと感じることがある。依頼件数

が多いのは仕方ないが，職員の増員や

機器を充実させることで改善できな

いか。  

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，人材や機器の充実・確保

に努めてまいります。 

20 

依頼試験・分析の納期について，利

用者の都合に合わせる努力もして欲

しい。 

御不便をお掛けしております。試験・分析を御利用

いただく際に納期についても打合せをさせていただ

き，御利用者様の御都合に合わせるよう，努めており

ますが，試験の受入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。 

21 

・ 目的目標を明らかにしたり，連想

を働かせるために，図書館で本を閲

覧するときのように特定のテスト

自由に御覧いただいてテストしたい釉薬を御自身で

探していただくことも可能でございます。試してみた

い釉薬が見つかりましたら，調合についてもお伝えい
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ピースを明示しなくても閲覧でき

ないか。大切な資料なのは理解して

いるので，ルールは守るようにしな

ければと思っている。 
・ 釉薬のテストピースをもっとオー

プンに見せて欲しい。 

たしますので，どうぞ御利用ください。 

ただし，御利用いただく際のルールとして，当研究

所の意図しない形式での利用を避けるため，写真撮影

は御遠慮いただいておりますので，あらかじめ御了承

ください。 

22 

報告書の様式が年によって異なり，

分かりにくい。 
試験等の結果について成績書を発行することもござ

いますが，試験の種類や数量により適宜作成しており

ますので統一した様式はございません。試験を依頼さ

れる際に担当者に御要望をお伝えください。 

23 

研究等に関する御意見 
・ 移動可能な材料表面の摩擦係数測

定装置の開発 
・ 生薬に関しての専門家がいて欲し

い。 
・ わざと不具合を起こしたい場合の

振動の起こし方についてアドバイ

スが欲しい。 
・ クレーム品の不具合原因究明をよ

り詳しく行えないか。 
・ 画像取得時のソフト使用について 
・ わずかな付着物でもある程度特定

ができると助かる。 
・ 胡粉・膠等についても研究して欲

しい。 
・ ビール関連の研究もして欲しい。 
・ トルク計測を依頼したい。 
・ ケーブルの断線の解析に活用した

い。 

限られた予算・人員で運営しておりますので，御要

望にお応えできない場合もございますが，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。 

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。 

24 

・ 費用が高額になりそうで，不安。

研究所が自主的に無料で研究し，内

容を開示してもらえたら，参考にで

きると思う。 
・ 自主研究として取り組んでもらえ

るとありがたい 

京都市域の企業全体でその成果を享受するべき内容

については，当研究所独自での研究に取り組んでおり，

その成果については，積極的に公表していく方針でご

ざいます。 

公的資金で研究を行っているため，成果の活用に当

たっては，相応の負担をお願いすることになりますが，

是非，活用を御検討ください。 

25 

有鉛上絵具の使用を制限する法律

としては，何があるのか教えて欲し

い。 

例えば，食品衛生法や労働安全衛生法等で鉛の規制

が行われておりますが，輸出をする場合には RoHS 指

令等も関わってまいります。具体的に御検討されてい



15 
 

る商品がございましたら，担当の研究員に御相談くだ

さい。 

また，御利用者様の想定されている事業展開によっ

ても，関連する法律や満たすべき基準が変わってまい

りますので，商品を開発・販売される際には，事業の

展開に合わせて法規制について調査されることをお勧

めいたします。 

26 

建物入口が分かりにくい。 御不便をお掛けしております。 

建物入口付近にプレートを設置する等，分かりやす

い御案内に努めておりますが，規制等の関係から現状

以上に分かりやすく表示することが困難な状況です。

御理解いただきますようお願いいたします。 

27 

PC への導入方法や，フロッピーへ

の書き込み等について，CGS２を新

規で使うことが不便。 

当研究所では WindowsOS の更新や業界動向の変化

に応じて CGS２ソフトウェアの機能を調整しており

ます。 

PC への導入方法の説明や CGS フロッピーの代替方

法も案内しておりますので，詳細はお問い合わせくだ

さい。 

28 

長く関わってもらえるように，人員

の異動を少なくして欲しい。 
職員の配置については，技術動向，市内産業の状況

等，様々な要因を考慮のうえ，決定しております。今

後も，より適切な人員配置に努めてまいります。 

29 

滞在時間が長いので，駐車場や料金

について検討して欲しい。 
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。 

駐車料金につきましては，技術相談や試験・分析等

で当研究所を御利用いただく方には，１時間を限度と

する無料駐車券をお渡ししていますので，受付窓口で

お尋ねください。 

30 

依頼する事案をどこに相談したら

いいのか分かりにくい。 
担当のチームが分からない場合は，総合相談窓口に

お問い合わせください。適切なチームを御紹介させて

いただきます。 

＜総合相談窓口＞ 
TEL：075-326-6133 FAX：075-326-6200 

受付時間：午前８時３０分～１２時／ 
     午後１時～５時 
（土日祝，１２月２９日～１月３日を除く。） 

 


