
平成３０年度第１回宮城県試験研究機関評価委員会 会議録 

 

開催日時：平成 30 年 6 月 13 日（水曜日） 

                        午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

開催場所：宮城県行政庁舎 第二会議室 

 

１ 開会  

【司会】新産業振興課 木川田班長 

それでは，定刻となりましたので，ただ今から「平成 30年度第１回宮城県試験研究機関

評価委員会」を開催いたします。 

本日は，今期，委員にご就任いただきます 8名の方々にご出席いただいております。 

都合により，菊地委員，陶山委員につきましてはご欠席となっております。 

それでは，委員となられます皆様に委嘱状をお渡しさせていただきます。 

こちらからお一人ずつお近くまでお伺いしますので，よろしくお願いいたします。 

 

２ 委嘱状交付 

【委嘱状交付】経済商工観光部 吉田部長 

長谷川史彦殿，宮城県試験研究機関評価委員会委員を委嘱します。平成 30 年 4 月 1 日，

宮城県知事村井嘉浩代読でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

阿部司殿。以下同文でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

他６名の委員に同様に交付（略） 

 

３ 挨拶 

【司会】新産業振興課 木川田班長 

開会にあたりまして，経済商工観光部長の吉田よりご挨拶申し上げます。 

吉田部長挨拶（略） 

【司会】新産業振興課 木川田班長 

吉田部長ですが，この後，次の公務がございまして中座いたします。何卒ご了承願いま

す。 

吉田部長  

大変恐縮でございますが，退席させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】新産業振興課 木川田班長 

 それでは，改めまして，委員の皆様をご紹介いたします。窓側にご着席されております

方から順にご紹介させていただきます。 

委員紹介（名簿順） 

次に私ども，宮城県の出席者をご紹介いたします。 

産業技術総合センター所長，堀でございます。農業・園芸総合研究所長，鵜飼でござい

ます。古川農業試験場長，永野でございます。畜産試験場長，松田でございます。林業技

術総合センター所長，松野でございます。水産技術総合センター所長，永島でございます。 

議事に入ります前に，お手元の資料の確認をさせていただきます。 

お手元の資料の上から，次第，名簿，その下に配付資料として資料の１～４，その下に

各試験研究機関の要覧となります。 

資料がお手元にお揃いでない方は，事務局までお申し付けください。よろしいでしょう

か。 



では，次に移らせていただきます。 

 宮城県試験研究機関評価委員会の運営について，事務局から説明をお願いします。 

 

４ 宮城県試験研究機関評価委員会の運営について 

【事務局】新産業振興課 千葉 

 この 4 月より事務局を担当しております宮城県新産業振興課の千葉と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料 1の 1ページをご覧ください。 

 本委員会は，こちらの試験研究機関評価委員会条例に基づき，知事の諮問に応じて試験

研究業務及び機関運営について調査審議していただくために設置されたものでございます。 

 第 2条第 1項により，本日，委員の皆様にご出席いただいております委員会が組織され，

第 5条により，委員会に，工業・農業・林業・水産業の計 4つの部会が置かれております。 

 次に，業務評価の概要について簡単にご説明いたします。同じ資料の 3 ページをご覧く

ださい。 

 ４の「外部評価委員会」において，上段に委員会，下段に部会について，委員の皆様に

評価いただく内容を記載しております。 

そのまま読み上げますが，委員会では，県政課題の解決に向け特に重要なプロジェクト

や業際横断型プロジェクト等，総合的な視点からの評価が必要と考えられる試験研究課題

について評価を行っていただくものです。  

続きまして，部会につきましては，各産業系試験研究機関が実施している重要な試験研

究課題及び各産業系試験研究機関の運営全般に係る評価を行っていただきます。 

 具体的には，同じページ５の「研究課題評価」と６の「機関評価」の 2 つがございまし

て，５の「研究課題評価」につきましては，（２）の表，左列にありますように，上から事

前評価，中間評価，事後評価，追跡評価と，同じ課題に対しまして各段階で皆様に評価を

お願いすることになります。 

また，６の「機関評価」につきましては，（２）にありますように，各試験研究機関につ

いての評価を，各部会においておおむね 3 年ごとに実施し，その報告を委員会で行うこと

になっておりまして，本日，この後にご報告させていただく 2件がこちらに当たります。 

 また，資料４は，部外秘となってございますが，昨年度実施しました評価委員会及び各

部会における研究課題評価結果に対する，各試験研究機関の対応をとりまとめたものとな

りますので，お戻りになられてからお時間のあるときにご覧いただければと思います。 

なお，今回，今期最初の委員会ということで，任期期間中，委員の皆様に評価をいただ

く試験研究機関の要覧をお配りしておりますので，あわせてご覧いただければと思います。 

 続きまして，審議で非公開とする内容についてご説明させていただきます。 

 資料 1の 4ページをお開きください。 

委員会の審議内容につきましては，原則として公開ですが，4 ページの上段，「非公開と

する部分」の２にありますとおり，知的財産関連情報，及び共同研究契約等で非開示義務

がある場合など，内容によっては，一部非公開とする場合があります。 

 なお，本日の委員会につきましては公開で実施させていただきます。 

また，委員会及び各部会は，それぞれ年 1回から 3回程度の開催を予定しておりますが，

その都度，事前に委員の皆様と事務局とでスケジュール調整をさせていただきながら進め

て参りたいと考えておりますので，ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】新産業振興課 木川田班長 

ただ今の説明につきまして，何かご不明な点等ございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。それでは，次に進めさせていただきます。 



 

５ 議事 

（１）委員長及び副委員長の選出 

【司会】新産業振興課 木川田班長 

 議事（１）の委員長及び副委員長の選出でございます。資料 1 の 1 ページにあります，

試験研究機関評価委員会条例第 4 条によりまして，議長は委員長が当たることになってお

ります。 

本日は，委員長が選出されるまでの間，第 6 期の委員長を務めていただきました長谷川

委員に仮議長をお願いして進めて参りたいと思います。それではよろしくお願いいたしま

す。 

【仮議長】長谷川委員 

 それでは，おはようございます。仮議長を務めさせていただきます。 

 お手元の資料 1 の 1 ページをご覧いただきたいと思います。こちらの委員会条例第 3 条

第 1 項において，委員会の委員長及び副委員長につきましては，委員の互選によって定め

るとなっておりますので，皆様の互選で選出いただきたいと思います。どなたかご意見等

ございましたらお願いいたします。 

藤井委員 

 委員長は，できれば長谷川先生にお願いしたいと思います。副委員長は，引き続き阿部

さんにお願いしたいと思います。 

【仮議長】長谷川委員 

皆様よろしいでしょうか。それでは，委員長に私，長谷川，副委員長に阿部委員という

ご提案でございます。ご異論ないようですので，このように決定させていただきたいと思

います。 

 それでは，次の議事に移る前に，委員長として私から一言ご挨拶申し上げたいと思いま

すが，よろしいでしょうか。評価委員会の第 7期の委員長ということですが，3月まで内閣

府の総合科学技術会議の議員をされていた原山優子先生の後を継いで委員長をお引き受け

しておりますので，実は震災前からなので随分長いのですが，今回は委員の方々が大分新

しくなられたと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

先程吉田部長からもありましたけれども，この 3 年間復興の総仕上げとなる発展期という

ことで，研究所の皆様方には県内産学官の中心となり，活動をお進めいただきたいと思っ

ています。特に私が委員長に就任してからは，農林水産工業と，それぞれがそれぞれの得

意なところを中心に，いわゆる異分野融合という形でもって県内各機関の総力を挙げて震

災復興に一日も早く取り組み，更に活発な宮城県となっていただくようにお願いしたいと

いうことを申し上げておりました。 

私は大学におりますけれども，この十年来異分野融合に力を入れてきまして，ようやく最

近ですかね，何とかその形が見えてきて，例えば理学部が初めて 3，4年前に未来科学セン

ターにプロジェクトを設置したり，あるいは工学部が全体で一つのプロジェクトを作った

り，そこに医学部が入ってきたり，昨年からは農学部が青葉山に設置されましたのでここ

との連携，農工連携，農医連携，そこに理学部，薬学部が入ったりと，青葉山で協力して

やっていこうじゃないか（となってきました）。そしてまた，県庁とも関わりのある東北放

射光の施設を何とか青葉山にということで，県庁，それから東経連の皆様，大学が一緒に

なって活動しているところですけども，言ってみたら超大型の電子顕微鏡のようなもので

すが，ああいう解析機器を中心として青葉山をリサーチコンプレックスに，のような構想

を持っています。そういう中にぜひ県庁の皆様方にもしっかり入っていただいて，東北・

日本の中心となるような県にしていきたいと思っていますので，ぜひ研究所の方々にも協



力いただきたいですし，委員の皆様にもよきアドバイスをお願いいたします。 

 

（２）部会委員，部会長及び副部会長の指名 

【議長】長谷川委員長 

 それでは，議事（２）の部会委員，部会長及び副部会長の指名に当たり，事務局から説

明をお願いします。 

【事務局】新産業振興課 千葉 

 部会組織につきまして，ご説明いたします。資料 1の 1ページをご覧ください。 

第 5条第 4項により，委員長が部会委員を指名することになっております。また，同第 5

項により，委員長が，部会委員の中から部会長及び副部会長を指名することになっており

ます。 

これから，ただ今申し上げました条例の規定に基づきまして，委員長案を配付させてい

ただきますので，しばらくお待ちください。 

委員長案配布 

委員長よろしくお願いいたします。 

【議長】長谷川委員長 

それでは，各部会の委員の指名につきまして，ただ今事務局から配付しました資料に記

載のとおり，工業部会 6 名，農業部会 5 名，林業部会 5 名，水産業部会 5 名の方々に，部

会委員をお願いしたいと思います。 

 続きまして，各部会の部会長及び副部会長の指名を委員長としてさせていただきたいと

思います。工業部会の部会長に福村委員，お願いいたします。副部会長に赤羽委員，お願

いいたします。農業部会の部会長に，本日欠席されていますが，菊地委員にお願いしたい

と思います。副部会長に白鳥委員，お願いいたします。林業部会の部会長に，本日欠席さ

れていますが，陶山委員にお願いしたいと思います。副部会長に鳥羽委員，お願いいたし

ます。水産業部会の部会長に藤井委員，お願いいたします。副部会長に伊藤委員，お願い

いたします。 

 以上のとおり，委員長の指名ということでございますので，よろしければ皆様拍手でご

承認をいただきたいと思います。 

〔拍手〕 

 では，協力してお願いしたいと思います。 

 

（３）機関評価の報告 

【議長】長谷川委員長 

 次に，（３）の機関評価の報告に移ります。今回は，昨年度，機関評価を実施した「産業

技術総合センター」と「古川農業試験場」から報告いただきます。では，産業技術総合セ

ンターからお願いします。 

産業技術総合センター（堀所長）の説明（略） 

【議長】長谷川委員長 

ご説明ありがとうございました。ご質問，ご意見がありましたらお願いします。 

（※以下発言等は，概要について記載） 

藤井委員 

評価項目が 8個あって，ほとんどが 2ですが，総合項目が 1となっているのは，どうい

うことでしょうか。 

堀所長 

これは評価委員の方がつけた評価のそのままであるので，トータルとして評価したとき



によくやっているという評価をいただいたのかなと考えています。 

長谷川委員長 

 センターに対する期待だと思います。 

赤羽委員 

 トピックスでご紹介いただいた新酒鑑評会の実績が素晴らしいと思いまして，おそらく

他の産業においても賞を得ることや注目を浴びることは励みになることだと思うので，ど

のような取り組みをしたのかもう少し具体的に教えてください。 

堀所長 

 新酒の場合は毎年コンテストがございまして，当センターの職員が酒造組合と一緒に酒

蔵を回り，酒造りの指導・支援をしていたことが成果に表れているのだと思います。 

 他にも工業関係で様々なコンテストがありまして，昨年度でいいますと自動車関係で経

済産業大臣賞をいただいたものもあります。コンテストがある場合は，地域の企業ととも

に積極的にエントリーしてよりよい評価をもらえるよう取り組んでいきたいと考えており

ます。 

長谷川委員長 

 ご説明いただいた中で，大学との連携，産総研との連携は複数でてきましたが，高専と

の連携が寂しいような気がしました。 

堀所長 

 今あたためているものはたくさんあります。ＫＣみやぎ関係でも高専と連携しておりま

す。高専は地域の企業にとって身近な学術機関として企業からの期待も大きいと考えてお

り，これから続々と出てくるものと思います。 

長谷川委員長 

 大学や産総研との連携は当たり前だと思うので，高専との連携については，成果物とし

て最終的なところまでいかなくとも，積極的にお示しした方がいいのではないかと思いま

す。 

堀所長 

 今後，このような場で公開できる部分は公開していきたいと思います。 

長谷川委員長 

 今年 50年を迎えるということで，今までの 50年の業績を振り返ってこの後 50年に何を

していくのかということを考える節目に立っていると思いますので，次回の委員会に期待

しています。 

 それでは，次の古川農業試験場からの報告をお願いします。 

古川農業試験場（永野場長）の説明（略） 

【議長】長谷川委員長 

後 6分ほどありますが，皆様からご意見をいただきたいと思います。 

福村委員 

 高専にもＩＣＴ農業に興味のある先生がおられて実際にいろいろやっているのですが，

私が疑問に思っていることが一つありまして，県のＧＤＰの中で第一次産業は 1.4％しかな

く，製造業が 13％，建築土木が 13％で第二次産業はあわせて 26％ぐらいとなっています。

農業にＩＣＴを使うことで生産性が上がるとか省力化に繋がることはあると思うのですが，

将来的にＧＤＰが高くなるということが起こり得るのかについてご意見を伺いたいと思い

ます。 

永野場長 

 今の農業の生産構造からみたときに，どんどん後継者がいなくなる，担い手がいなくな

るという状況の中で，誰が稲作を担うのかという人の確保の問題を含めて省力化していか



ないと田んぼを作る人がいなくなるという意味で，機械化ないし自動化を進めていかなけ

ればならないという点で，こういう先端技術を取り入れていく必要があると思っておりま

す。 

 また，粗生産額の中で確かに素材としての生産額は小さいですけれども，食品加工業を

含めると二桁の数値になると思いますので，トータルでの産業としての見方をしていかな

いといけないと思っております。どうしても農業場面だけを見ると確かに額は小さいです

が，周辺産業を含めると大きな額になると思いますので，宮城県としてもいい産品を出し

てどう商品に結びつけて利益をあげていくかという視点の中で，やはりいい素材を作ると

いうことは重要だと考えておりますのでそれに向けて頑張っているところでございます。 

白鳥委員 

農業を考えた場合に，産業として捉える部分と環境や食糧安全保障という視点で捉えなけ

ればならない部分があると思います。日本が人口減少でどんどん先細りになっていく中で

は，やはり世界に目を向けて，今後は輸出のための米の品種改良や畜産関係の改良などに

取り組む必要があると思います。ＧＤＰをあげていくためには，海外にどんどん輸出でき

るような農業に取り組んでいくべきだと考えております。 

赤羽委員 

ドローンを使用した調査についてですが，先日，青森の青天の霹靂の話を聞きまして，リ

モートセンシングを既にしていてアプリで見られるぐらいに進んでいるとのことでした。

同じようなことをしているように見えるのですが，いいものを持ってきて使うのとこちら

で開発するのとでどう違うのか気になります。オリジナルが必要なのかよく分かりません

が，いいものがあるのであれば使えばいいと素人考えでは思っております。 

永野場長 

ご指摘のとおり，テクノロジーとしてはかなり確立しているところはあるのですが，ただ，

品種による違いとか土壌条件による違いとか，環境条件によって違いも出てきますので，

かなりの技術は定着しているのですが，それをいかに宮城県のこの場所のこの品種に適用

していくのかという適用の研究はやらなければならないと考えています。例えば，だて正

夢はどうするのか，金のいぶきはどうするのか等，アプリケーションとしてやっていかな

ければならないと思っております。 

伊藤委員 

カドミウムの件ですが，もともと水田の中のカドミウム濃度が高いところがあると解釈し

てよろしいですか。 

永野場長 

汚染地帯があるということです。他の県にもありますが，鉱山の流域とか。 

阿部委員 

米については，各県との競争がある中で，金のいぶきは玄米ということで他県と勝負でき

る非常に有望な品種ではないかと思っております。そういった研究を今後も続けて新品種

の開発など，県内の農業を引っ張っていただければと申し上げたいと思います。 

永野場長 

ありがとうございます。 

藤井委員 

品種改良はすごく時間がかかることだと思いますが，品種登録した稲は必ずしも県内だけ

でとどまることはないと思うのですが，その辺りの知財関係は米の場合どうなっているの

かよく分からないので教えていただければと思います。 

永野場長 

法律的には種苗法というものがございまして，そこで品種登録をして特許料に当たる許諾



料というものを，種を生産・販売した場合にいただくことになっております。かつてひと

めぼれに関しては，宮城県のみならず二十数県で普及しまして，種の生産に関わる許諾料

をいただきました。かなりの額だったのですが 20年できれましたので今はありません。 

金のいぶきについても，現在，8，9 県で宮城県以外でも作っておりまして，徐々に拡大傾

向にありますので，ひとめぼれに比べるとたいした額ではないのですが許諾料をいただく

ことで知財管理は進めております。 

藤井委員 

その許諾料は県に入るのですか。試験場ではないのですか。 

永野場長 

宮城県に入ります。試験場ではありません。宮城県の場合は自県の場合は免除しておりま

して，他の県で作っていただくと宮城県に入るということになります。 

【議長】長谷川委員長 

時間を過ぎましたので一言申し上げますと，冒頭の挨拶で申し上げましたように，青葉

山を中心に様々な動きが出ていますので，うまく活用されて県内一致協力していくという

ようなことをぜひ中心となって進めていただきたいと思っています。それではこれで終わ

りたいと思いますが，委員の皆様，長時間どうもありがとうございました。それでは事務

局にお返しいたします。 

【司会】新産業振興課 木川田班長 

ありがとうございました。以上をもちまして，宮城県試験研究機関評価委員会を終了い

たします。本日は長時間に渡りありがとうございました。 

 

６ 閉会 


