
 

地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所組織規程 

平成２４年４月１日 

規程第   １ 号 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所（以下「法人」とい 

う。）の組織、法人に置く職及び分掌業務に関し必要な事項を定める。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第２条 法人に、下表に掲げる組織を置く。 

経営企画室 経営戦略課 

総務課 

顧客サービス室 顧客サービス課 

業務推進課 

 加工成形科 

金属材料科 

金属表面処理科 

制御・電子材料科 

製品信頼性科 

化学環境科 

繊維・高分子科 

技術サポートセンター 

 

第３章 法人に置く職 

（職の種類） 

第３条 法人に次の職を置く。 

（１） 理事長 

（２） 副理事長 

（３） 理事 

（４） 監事 

（５） マネージャー（上席総括） 

（６） マネージャー（総括） 

（７） マネージャー 

（８） 研究管理監 

（９） 室長 

（１０） 課長 

（１１） 科長、技術サポートセンター長 



 

（１２） 参事、総括研究員 

（１３） 総括補佐、課長補佐、科長補佐、主幹研究員 

（１４） 主査（総括） 

（１５） 主査、主任研究員 

（１６） 副主査、主事、技師、研究員 

（職責） 

第４条 

（１） 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

（２） 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法

人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員の

ときはその職務を行う。 

（３） 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業

務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及

び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 

（４） 監事は、法人の業務を監査する。 

（５） マネージャー（上席総括）は、理事長を補佐し、高度の組織横断的な担任業務を

掌理する。 

（６） マネージャー（総括）は、理事長及び副理事長を補佐し、相当高度の組織横断的

な担任業務を掌理する。 

（７） マネージャーは、理事長、副理事長及び理事を補佐し、組織横断的な担任業務を

掌理する。 

（８） 研究管理監は、中長期研究戦略の企画、新規プロジェクトの立ち上げ及び進捗管

理、競争的資金の獲得及び知的財産の取得推進など、研究に関する重要な業務を掌

理する。 

（９） 室長は、室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

（１０） 課長は、課の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

（１１） 科長及び技術サポートセンター長は、科及び技術サポートセンターの業務を掌

理し、所属職員を指揮監督する。 

（１２） 参事及び総括研究員は、担任業務を掌理する。 

（１３） 総括補佐、課長補佐、科長補佐及び主幹研究員は、課長又は科長を補佐すると

ともに、上司の指揮を受け、担任業務を掌理する。 

（１４） 主査（総括）は、課長補佐を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任業務

を処理する。 

（１５） 主査及び主任研究員は、上司の指揮を受け、担任業務を処理する。 

（１６） 副主査、主事、技師及び研究員は、上司の指揮を受け、別に定める業務に従事

する。 



 

 

 第４章 分掌業務 

（分掌業務） 

第５条 組織の分掌業務は、次のとおりとする。 

１ 経営企画室においては、次の業務をつかさどる。 

（１）経営企画室長を責任者として、以下の業務を統括する。 

   ・法人経営方針の策定 

  ・中期計画の策定 

・年度計画の策定と検証及び次年度計画への反映 

・大阪府地方独立行政法人評価委員会への対応 

 経営戦略課 

（１） 法人経営の企画に関すること。 

（２） 理事会の運営に関すること。 

（３） 経営上の理念・戦略・方針に関すること。 

（４） 中期計画・年度計画に関すること。 

（５） 大阪府地方独立行政法人評価委員会に関すること。 

（６） 秘書業務に関すること。 

（７） 業務のＰＤＣＡに関すること。 

（８） 所運営会議等の企画・運営に関すること。 

（９） 規程・規約等の制定・改廃の総合調整に関すること。 

（１０） 職員の採用に関すること。 

（１１） 職員研修に関すること（技術・研究開発に限る。）。 

（１２） 大阪府及び外部機関との調整に関すること（他課・科分掌のものを除く。）。 

（１３） 監査対応に関すること（監事監査及び内部監査に限る。）。 

（１４） 報道対応に関すること（経営戦略課長が統括する。）。 

（１５） 広聴及び情報公開に関すること。 

（１６） 視察対応に関すること（行政等に関するものに限る。）。 

（１７） インキュベーションに関すること（他室分掌のものを除く。）。 

（１８） 大阪府・大学等との連携協定に関すること。 

（１９） 産学官連携の事業調整に関すること。 

（２０） 関西広域連合の所内総合調整、設備の共同利用等並びに人材交流に関するこ

と。 

（２１） 所管事務に係る調査照会に関すること。 

（２２） その他経営戦略に関すること。 

 総務課    

（１） 総務に関すること。 



 

（２） 公印及び文書の管理に関すること。 

（３） 組織・人事に関すること。 

（４） 給与に関すること。 

（５） 福利厚生に関すること。 

（６） 労働組合に関すること。 

（７） 職員研修の総合調整に関すること。 

（８） 総務システムの運用・管理に関すること。 

（９） コンプライアンスに関すること。 

（１０） 危機管理に関すること。 

（１１） 調査照会に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

（１２） 財務運営・資金管理に関すること。 

（１３） 予算・決算に関すること。 

（１４） 出納に関すること。 

（１５） 入札・契約事務に関すること。 

（１６） 監査対応に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

（１７） 依頼試験手数料等の収入に関すること。 

（１８） 物品の購入等に関すること。 

（１９） 労働安全衛生に関すること。 

（２０） 食堂に関すること。 

（２１） 財産・物品の管理に関すること。 

（２２） 契約物品の履行確認に関すること。 

（２３） 施設・設備の管理・改修に関すること。 

（２４） 省エネルギー対策に関すること。 

（２５） その他他課・科、技術サポートセンターに属さないこと。   

２ 顧客サービス室においては、次の業務をつかさどる。 

（１）顧客サービス室長を責任者として、以下の業務を統括する。 

  ・ものづくりリエゾンセンターに関すること。 

・インキュベーションに関すること。 

顧客サービス課 

（１） 依頼試験・設備機器開放事業に関すること（方針決定、料金設定、普及活動な

ど。）。 

（２） 総合的な相談窓口に関すること。 

（３） 依頼試験・設備機器開放の受付、報告書発行、所内案内、外来者の受付等の技

術支援業務に関すること。 

（４） 企業訪問に関すること。 

（５） 企業マッチング等の技術コーディネートに関すること。 



 

（６） 業界の団体等との連携に関すること。 

（７） 中小企業の支援機関との連携に関すること。 

（８） 技術審査に関すること。 

（９） その他顧客サービスに関すること。 

業務推進課 

（１） 研究業務の推進に関すること。 

（２） 受託研究・共同研究等に関すること。 

（３） 産学官連携の事業推進に関すること。 

（４） 特許の維持管理に関すること。 

（５） 所内システム等の運用・管理に関すること（情報セキュリティを含む。）。 

（６） 業務実績の把握に関すること。 

（７） 情報通信・コンピュータ応用に関する企業支援に関すること。 

（８） ＳＮＳの活用等による顧客との技術交流に関すること。 

（９） ホームページの運用に関すること。 

（１０） 刊行物の発行等の技術情報の発信に関すること。 

（１１） 図書室の運用・管理に関すること。 

（１２） 設備機器整備計画に関すること（購入・修理・保守・廃棄を含む。）。 

（１３） 職員の資格取得・表彰に関すること。 

（１４） Ｗｅｂ等を活用した情報発信に関すること。 

（１５） 関西広域連合の情報の共有・活用・発信に関すること。 

（１６） マーケティングリサーチに関すること。 

（１７） 技術講習会等技術普及に関すること。 

（１８） 技術移転や実用化に関すること。 

（１９） 技術者育成や学生受入に関すること。 

（２０） 視察対応に関すること（他課分掌のものを除く。）。 

（２１） 業界団体の登録に関すること。 

（２２） その他業務推進に関すること。 

３ 加工成形科においては、次の業務をつかさどる。 

（１） 特殊加工に関すること。 

（２） 精密加工に関すること。 

（３） 塑性加工に関すること。 

（４） プラスチック成形加工に関すること。 

（５） 積層造形に関すること。 

（６） その他加工成形に関すること。 

４ 金属材料科においては、次の業務をつかさどる。 

（１） 鋳造に関すること。 



 

（２） 金属熱処理に関すること。 

（３） トライボロジーに関すること。 

（４） 製品強度に関すること。 

（５） 金属加工プロセスに関すること。 

（６） その他金属材料に関すること。 

５ 金属表面処理科においては、次の業務をつかさどる。 

（１） 金属分析に関すること。 

（２） 表面改質に関すること。 

（３） めっきに関すること。 

（４） 腐食･防食に関すること 

（５） 電池に関すること。 

（６） その他金属表面処理に関すること。 

６ 制御・電子材料科においては、次の業務をつかさどる。 

（１） 薄膜電子材料に関すること。 

（２） 微細加工に関すること。 

（３） 電子システムに関すること。 

（４） メカトロニクスに関すること。 

（５） その他制御・電子材料に関すること。 

７ 製品信頼性科においては、次の業務をつかさどる。 

（１） 電気計測に関すること。 

（２） 電子計測に関すること。 

（３） 包装･振動に関すること。 

（４） 生活科学に関すること 

（５） その他製品信頼性に関すること。 

８ 化学環境科においては、次の業務をつかさどる。 

（１） 環境化学に関すること。 

（２） バイオに関すること。 

（３） セラミックスに関すること。 

（４） エネルギーに関すること。 

（５） その他化学環境に関すること。 

９ 繊維・高分子科においては、次の業務をつかさどる。 

（１） 繊維材料に関すること。 

（２） 繊維化学に関すること。 

（３） 有機材料に関すること。 

（４） 高分子材料に関すること。 

（５） 生活関連材料に関すること。 



 

（６） 皮革・毛皮に関すること。 

１０ 技術サポートセンターにおいては、次の業務をつかさどる。 

 （１） 依頼試験・設備機器開放事業に関すること(他科分掌のものを除く。)。 

 （２） 人材育成に関すること(他科分掌のものを除く。)。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


